
あなたは観察すべきですか？ 

神の聖なる日々 
または悪魔の祝日ですか？ 

 
様々な聖なる日々や休日がどこから来たのか知っていますか？ 
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あなたは観察すべきですか？ 
神の聖なる日々または悪魔の祝日ですか？ 

〜によってBob Thiel, Ph.D. 

神のお祝いの日は聖書に掲載されていますか？ 

イエスはいつどの日を守ったのですか？ 

使徒たちはどこの日を保持しましたか？ 

初期のキリストの信者はどこの日に守られましたか？ 

あなたは休日を見ますか？ 

彼らはどこから来たのか知っていますか？ 

あなたと他の人がなぜそれらを観察するかも知っていますか？ 

何か宗教的な意味を持っていますか？ 

悪魔の祝日を観察しているかもしれませんか？ 

あなたは何時にあなたを守ることができますか？ 

あなたがキリスト教徒であると信じるならば、おそらく、イエスが非難する悪魔的または異教

徒のものを祝うでしょうか？ 
そうであれば、真理はこのことについてイエスに従うことがあなたに十分に重要ですか？ 
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内容 

1.聖なる日と人気の祝日 

2.過ぎ越し：それはキリストの死についてのみですか？ 

3.観察されるべき夜と無煙のパンの日 

4.ペンテコステ：あなたの電話と神の信じられないほどの贈り物の真実 

5.トランペットの饗宴：キリストの復帰とそれにつながる出来事 

6.贖いの日：サタンは追放される 

7.幕屋の饗宴：キリストの治世下で世界が見えるものを垣間見る 

8.最後の偉大な日：人類のための神の驚くべき救いの計画 

9.誤訳と安息日 

10.悪魔の祝日の再パッケージ 

11.神の聖なる日や嘘？   

聖なる日のカレンダー 

連絡先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.聖なる日と人気の祝日 

 

キリスト教を信じる多数のグループのうち、事実上すべてがいくつかの休日や聖なる日々を観

察します。 

あなたは神の聖なる日や悪魔の祝日を観察するべきですか？ 

それは簡単な答えで簡単な質問のようです。 そして、さまざまな人々の代わりに、聖書を信じ

ることを望む人のために、そうです。 

聖なる日々と休日はどこから来たのですか？ 彼らは聖書から来たのですか、それとも伝統的な

異教/悪魔の観察に関係していますか？ 

あなたがキリスト教徒であると信じているなら、あなたは何日、もしあれば、なぜそれを保つ

べきであるのか、あなたは本当に分かりますか？ 

この短い本は、聖書の聖なる日々に焦点を当て、他の人々が見ている年次祝祭日についての情

報を持っています。 

 

ワードの休日 

 

ウェブスターの辞書によると、世界の休日は、もともと古いから来ました 英語 hāligdæg。 人々

が今考えているようだ何にもかかわらず、その用語は 、実際に神聖な日を意味し、休暇の休日

を持っている時間をオフに意味するものではありませんでした。 

もちろん、すべての「休日」が宗教的な聖なる日として意図されたわけではありません。 国の

祝日は必ずしも宗教的とはみなされず、イエスでさえ明らかにそれらのうちの1つ以上が観察さ

れました（ヨハネ10：22-23）。 

聖書には、聖書の聖なる日々と過越の祭典（ルカ2：41-42; 22：7-19）、催眠祭（ヨハネ7：10-
26）、最後の偉大な日（ヨハネ7：37-
38; 8：2）。 新約聖書は、ユダヤ教の過ちを守る使徒たち（1コリント5：7）、無邪気なパンの

日（20：6、コリント5：8）、ペンテコステ（2：1-14）、トランペットと幕屋レビ記23：24,33-
37;行為18:21; 21：18-24; 28:17）と償いの日（使徒27章9節）。 

聖書は、イエスも使徒たちも、異教徒のローマ人が見たような宗教上の休日を観察したことを

示すことはありません。 しかし、キリスト教を彼らの宗教と主張する多くの人々は、聖書の外

の情報源に由来する宗教的祝日のバージョンを観察しています。 

 

彼らは守られるべきか？ 

 



聖書は、すべての国の人々が神の聖なる日々を守り、干ばつや災害の対象となる時が来ると予

言しています（ゼカリヤ14：16-
19）。 それが当てはまるので、あなたは今それをするべきかどうかを考えてはいけませんか？ 

この本の全体を少なくとも2回読んでください。 聖書が示していることについていくつか提起

されているいくつかの異論は、その中で対処されています。 二重読書はあなたが持っているよ

り深刻な質問にうまくいけばうまくいけば答えます。 

本当にオープンな心でこのトピックを勉強してみてください。 すべての人間にとって、もし私

たちがそれを守っていなければ、毎年の聖なる日々のプレゼンテーションを偏見の精神で見る

ことは当然です。 聖書は、「聞く前に事に答える者は、それが愚かであり、恥である」と述べ

ています（箴言18:13）ので、これらの事柄がここにあるかどうかを見るために、ベレア人のよ

うにしてください（使徒17:10 -11）。 

したがって、聖なる聖なる神の言葉（イザヤ書第66章2節）の前に震え、神に尋ねると、偏見を

持たない心を与えられた心をもって、神とその意志への喜んで提出してください。彼の聖霊の

指示のために謙虚に そして、この祈り、従順、喜んで、慎重かつ慎重な姿勢で、この事柄を研

究して、すべてのことを証明します（1テサロニケ5:21 KJV / DRB参照）。 

 

神の祭りと聖なる日 

 

あなたは神の祭典が聖書に列挙されていることを知っていますか？ これは常識でなければなり

ませんが、多くの人がこれがそうであることや、聖書のどこでそれを見つけるべきかを認識し

ていません。 

さらに、それらの問題の1つは、現在使用されているほとんどの人とは異なるカレンダーに基づ

いていることです。 神のカレンダーは、基本的には月太陽のカレンダーです。神の聖なる日の

タイミングをよりよく理解するために、次の聖書のカレンダーとローマ（グレゴリオ暦）のカ

レンダーの比較図を参照してください（毎年同じローマ暦年には当てはまりません）。 

（この冊子の終わりには、聖なる日々を持つ現代のローマのカレンダーが示されています。） 

神の聖なる日までは、最初にプロテスタントとカトリックの翻訳の両方を示す創世記の文献か

ら始めることにしましょう。 
14 神は言われた、「その日を夜から隔てるために、空に光があって、徴候になり、祭り

、日、年を記してください」（創世記第1章14節、神の言葉翻訳、GWT） 
14 神は「天のボールトでもありましょうライトは夜から一日を分割し、それらを祭り、日と年

を示すようにする、と述べました。 （創世記1:14、新エルサレム聖書、ニュージャージー州） 



 

 

14節に「刈らヘブライ語は、宗教的な祭りを指します。 

聖書が最初の本に宗教祭の存在について語ったことをご存知でしたか？ 詩篇の書はまた、これ

が基本的に神が月を作った理由であることを確認しています。 
19 彼は祭り（詩篇104：19、ホルマンのクリスチャン標準聖書）をマークする月を作っ 

あなたがこれまでに聞いたことがありますか？ 

神がそこに置いた「空の光」が刻印する宗教祭は何ですか？ 

まあ、（「刈ら ）列挙されており、特定のライトが記載されているすべての聖なる日聖書の中

で一つの場所があります。 

多くの人が間違って見たいと思うのは聖書の一部です。あるいは結論が完全になくなってしま

っています。 ローマカトリックの翻訳であるニューアメリカン聖書（NAB）（以下のNABは、

ほとんどのプロテスタントが聖書の状態にかかわらず、行なわれた日の多くについてローマ教

会に従っているので、以下で使用されています） 

月             数 長さ  民間に相当する 

Abib/Nisan  1  30 日々  3月- 4月 

Ziv/Iyar   2 29 日々  4月- 5月 

Sivan/Siwan  3  30 日々  5月- 6月 

Tammuz  4  29 日々  6月- 7月 

Av/Ab   5  30 日々  7月- 8月 

Elul   6  29 日々  8月- 9月 

Ethanim/Tishri 7  30 日々  9月- 10月 

Bul/Cheshvan  8  29 or 30 日々  10月- 11月 

Kislev   9  30 or 29 日々  11月- 12月 

Tevet   10  29 日々  12月- 1月 

Shevat   11  30 日々  1月- 2月 

Adar   12  30 日々  2月- 3月 

(また、聖書の「うるう年」にはもう1ヶ月の三月2)  

 



2 ... 次はあなたが聖なる日宣言する主の祭りです。 これらは私の祭典です。 
3 6日間は仕事をすることができます。 第七日は完全な休息の聖句であると宣言された

安息日です。 あなたは仕事をしてはならない。 あなたが住んでいるところは、主の安

息日である。 
4 これらはあなたが正しい時に宣告する聖なる日々の主の祭りです。 5 主の過ぎ越しは

、夜の夕暮れに、最初の月の14日に落ちる。 6 今月の十五日は、主の無煙のパンの饗宴

です。 7日間は無煙パンを食べる。 あなたが宣言した神聖な日になりますこれらの日の

最初に7。 あなたは重労働をしてはならない。 （レビ記23：2-7、NAB） 
15 安息日の翌日、あなたは昇格の束を持った日に始まり、あなたは7フル週間を数える

ものとします。 16あなたは50日、7週目の翌日に数えます。 （レビ記23：15-16、NAB） 
24 ...第七の月の最初の日に、あなたは、リマインダー、宣言聖なる日とトランペットの

突風で、安息日の休みがあります。 （レビ記23:24、NAB） 

26主はモーセに言った：27は今、この第七の月の十日は贖罪の日です。 あなたは聖なる日と

宣言されます。 あなたは自分自身を謙虚にし、主に奉納物を提供しなければならない。

 償いは主、あなたの神の前にあなたのために作られたとき、それは、贖罪の日ですので

、あなたは、どんな仕事をしてはならないこの日に28。 この日に自分自身を謙虚いない29

人は人から断たれるであろう。 30誰もがこの日のいずれかの作業を行う場合、私は人々

の中から、その人を削除します。 31あなたは何の仕事をしてはなりません。 あなたが住

んでいれば、あなたの世代を通して永遠の法律です。 32それはあなたのための完全な休

みの安息日です。 あなたは自分自身を謙虚にしなければならない。 月の9日の夕方から

、安息日を夕方から夜までとどまらなければならない。 

33主はモーセに言った：34は、イスラエル人を教える：この第七の月の十五日は7日間継続す

るものとブースの主の饗宴、です。 初日に35、宣言聖日、あなたは何の重い仕事をしては

なりません。 36七日のためには、主に奉納を提供するものとし、八日目に、あなたが宣

言聖日になります。 あなたは主に奉納をしなければならない。 フェスティバルの閉会

です。 あなたは重労働をしてはならない。 

37これらの、従って、主の祭りは（レビ記23：26-37、NAB）...です 

聖書には、神の祭りと神の聖なる日がはっきりと記されています。 しかし、クリスチャンであ

ると主張しているほとんどの人々は、神が命令する聖なる日々を真に保たない。 

注：聖書の一日は、真夜中からではなく、日没から日没まで（創世記1：5;レビ記23:32;新改譯1
6：6; 
23:11;ヨシュア8：9;マルコ1:32）今日の日数がカウントされるように真夜中。 また、新約聖書
のようにクリスチャンのために変更された旧約聖書の聖日に関連した守りの側面がありますが

、例えばマタイ26:18、26-30。 ヘブライ10：1-14 - 
現実とは、これらの日と祭りはまだ存在し、異邦人を含む初期のキリスト教徒によって保持さ
れていたことです。 



神の継続的な教会でイエス、弟子たち、そして彼らの忠実な信者はスマーナののpolycarpのよう

な異邦人のキリスト教指導者を含め、保持されるのと同じ聖書の神聖な日を保ちます。 私たち

は、初期のクリスチャンと後のクリスチャンがそれらを保管していたやり方でそれらを保ちま

す これはユダヤ人がユダヤ人が新約聖書の教えを受け入れることができないため、ユダヤ人が

維持しているのと同じ基本的な日とはいくつかの点で異なります。 

神の祭りを守って多くのクリスチャンは聖書の聖日は、第1および第2のイエスの到来だけでな

く、救いのヘルプ絵神の計画を指摘することを実現します。 

2.過ぎ越し：キリストの死についてのみですか？ 

クリスチャンは過ぎ越しを保つべきですか？ 

多くの人が気づいているように、イスラエルの子供たちは、特に出国啓典の過越祭を観察する

ように言われました。 家族は犠牲のために傷のない子羊（出エジプト記12：5）を持っていま

した（出エジプト記12：3-
4）。 子羊は夕暮れの14日に犠牲にされ（出エジプト記12：6）、その血の一部は家の家の扉の

上に置かれました（出エジプト記12：7）。 

神が指示した措置を講じた者は死から「渡されました」が、これをしなかったエジプト人はそ

うではありませんでした（出エジプト記12：28-30）。 

多くの人が分かるように、イエスは若い時（ルカ2：41-
42）から生涯にわたって（ルカによる福音書22:15）、毎年の過越を過ごしました（出13:10）
。 

第1ヵ月の月の14日に過ぎ越しが見られました（レビ記23：5;アブの申命記16：1またはニーザ

ンのエスター3：7）。 それは年の春の季節に発生します。 

イエスはそれに関連するいくつかの慣行を変更しましたが（ルカ22：19-22;ヨハネ13：1-
17）、救い主はまた弟子たちにそれを守るように指示しました（ルカによる福音書22：7-
13）。 また、新約聖書では、イエスの犠牲のために、羊を殺して祈りを柱に置くことはもはや

必要ではない（ヘブル人への手紙7：12-13,26-27; 9:11 -28）。 

使徒パウロは、具体的には、キリスト教徒が過ぎ越しをイエスの指示に従って保つことを教え

ていました（1コリント5：7-8; 11：23-26）。 

聖書は、イエスは「世の創立前に予言された」（ペテロ第一1:20）と、「世界の基盤から殺さ

れた子羊」（啓示13：8）であると教えています。 このように、イエス・キリストを含む「聖

書の子羊」を含む聖なる日々と祭りを通しての神の救いの計画は、人間が惑星に置かれる前に

知られていました。 それで、天体のいくつかが天に置かれて 

それらを計算してください！ 

ほとんどすべての教会は、聖書が、彼が殺されたときに過ぎ越しに関連した何かをイエスが果

たしたと教えていることを認識しています。 



私たちは、この大きな犠牲の操作がエデンの園で議論さえさえ見つけました。 イエスが預言さ

れた後（創世記第3章15節）、アダムとイブの肌で裸を隠すために、神は動物（おそらく子羊や

ヤギ）を殺しました（創世記3:21）。 また、アベルが群れから子羊を犠牲にしたときに、この

犠牲の原則が見えます（創世記4：2-4）。 

モーセの時代の有名な過ぎ越しはイスラエルの子供たちがエジプトから解放されたことを示し

ました（出エジプト記12：1-
38）。 モーセはこれとカレンダー（創世記1:14、2：1、出エジプト記12：1）とその祝宴（レ

ビ記23）に関する神の指示を記録しました。 過ちは、基本的に、神の子どもたちに救いの素晴

らしい計画を描いているこれらの出来事のうちの最初のものとなりました。 

旧約聖書では、過ぎ越しはエジプトの束縛からの救済と神の介入を描いていました。 しかし、

預言的には、イエスが来て、過ぎ越しの子羊になる時代に向かって見ていました（1コリント5
：7）。 世の罪を取り除くために来た神の子羊。（ヨハネ1:29; 3：16-17参照） 

イエスの最後の過ぎ越しの人間として、彼は深夜にそれを守り続け、弟子たちにそれを守るよ

う言いました（ルカ22：14-19;ヨハネ13：2,12-
15参照）。ニッサン/の14 番目（参照ルーク午後10時14; 23：52-54）。 

しかし、イエスは、その遵守に関連したいくつかの習慣を変更しました。 イエスは、無煙のパ

ンとワインを過ぎ越しの一部として作りました（マタイ26:18、26-
30）。そして、足洗いの実践を加えました（ヨハネ13：12-17）。 

イエスは決して年次の過ぎ越しにならないことを決して教えませんでした。また、グレコロー

マンの伝統に従う人たちのように、日曜日の朝にその観察の時間を変えませんでした。 神DO
の継続教会で私たちのような-
でも、ギリシャ正教の学者は、1 回目と2 回目の世紀のクリスチャンが（パートI.聖十字架正教会プレ

ス、1992 Calivas、Alkiviadis 
C.パシャとグレート・ウィークの起源）夜に過ぎ越しの祭りを保持することを認めます21 世紀イ

ンチ 過ぎ越しは正しく洗礼を受けたキリスト教徒のみが受けなければなりません（1コリント1
1：27-29;ローマ6：3-10;出国12:48;民9:14参照）。 

おそらく、ローマ教会（プロテスタントの子孫の多くも）は、それが英語の言葉とは違ったも

のであり、イエスのままではないと言っていましたが、を維持すると公式に教えていると付け

加えなければなりません（カトリック教会のカテキズム。NY 1995、p.332）。 

ワイン、ブドウジュースではない 

イエスは水をワインになっているという事実（ヨハネ2：3-
10）にもかかわらずと新約聖書で使用されるギリシャ語の用語（oinos）ワインを参照（参照1
テモテ3：8）、種々のものは、それがブドウだったと主張していますジュース、そしてワイン

ではなく、それは過ぎ越しのために使われました。 しかし、ユダヤ人は自分自身でも、過ぎ越

しの時にワインを使います（ワイン、ユダヤ人百科事典1907、pp.532-535）。 

どのようにして、ぶどう果汁がイエス様によって使用されなかったのでしょうか？ 



ブドウは通常9月頃に収穫され、過ぎ越しは通常4月と呼ばれるローマ暦月にあります。 イエス

の日には、彼らは現代的な殺菌や冷凍をしていませんでした。 したがって、収穫の時と過ぎ越

しの間にぶどう汁が腐敗してしまいます。 

ユダヤ人にとっては、長い間ブドウ果汁を貯蔵することは不可能であるとの指摘もあった（、1
909.974）。 したがって、何年も前から生まれていないワインだけが使われていました。 （ア

ルコールの使用は、ワインのように、申命記26:14の幕屋の祝日を支持していますが、必須では

ありません）。 

パウロが書いたように（エペソ人への手紙第5章18節）、クリスチャンは「ぶどう酒を飲んで、

余分です」と言ってはなりません。 で消費されるワインのうち、ごくわずかなもの（約1杯の

小さじ程度）。 
過越は14 番目ない15 番目にありました 

聖書の過ぎ越しの日について混乱している人もいます。 

聖書は、それは神のカレンダーの最初の月の14日目に保持されるようになったことを教示してい

る（レビ記23：5）。 

出エジプト記12章の6 番目の詩では、子羊は「夕暮れ時に」殺される（GWTとユダヤ人出版協会訳

）であると述べています。 8 番目の詩は、彼らはその夜、肉を食べるようにしていると述べていま

す。 それは焙煎され、その夜食べられることです。 そして、羊を殺した人のように、イスラエ

ルの子供たちが記録したことは、基本的には夕方から真夜中の間に、最初の年の子羊（出エジ

プト記12：5）を簡単に殺し、焙煎して食べることができます出エジプト記12章では過ぎ越しに

なっていました。 今、聖書は天使の過越が（出エジプト記12：12）、14 番目の同じ夜「その夜に

」発生したことは明らかです。 

聖書は、イエスは唯一犠牲にされることを教えています（Ⅰペテロ3:18;ヘブル人への手紙第9
章28節; 10：10-
14）。 新約聖書では、イエスが最後の過ぎ越しをしていたことは明らかです（ルカによる福音

書22：14-
16）、殺されました。 聖書は、イエスが15 番目の前に株式から削除されたことを示しています。 
どうして？ 15 回目は 「ハイ日」だったので（ヨハネ19：28-
31）、種入れぬパンの特に最初の日（レビ記23：6）。 そこで、イエスは維持され、14 日に過越

祭を満たしました。 

初代教会の歴史はまた、過越の第1、第2、第3世紀（ユーセビアス。教会の歴史、ブックV、第

24章）に忠実なユダヤ人と異邦人クリスチャンの指導者がニサンの月の14 日に保持されたこと

を記録し、それを維持したことを夕方には。 

キリストを公言する大部分の指導者は、多くの人が名前、日付、時間、場所を変更しましたが

、 

シンボル、意味（第10章のイースターのセクションを参照）。 

聖書は、イエス・キリストが私たちのために捧げられた過ぎ越しの子羊であり、その饗宴を無

煙のパンと一緒に保たなければならないことを明確に教えています： 



7クリアアウト古い酵母、あなたは種入れぬしている限り、生地の新鮮なバッチになるよ

うに。 私たちの小羊の子羊のために、キリストは犠牲にされました。 8そこで私たちは

、しかし、誠実さと真実の種入れぬパンと、古い酵母、悪意と邪悪の酵母で、ごちそう

を祝うませんしましょう。 （コリント第一5：7-8、NAB） 

祝宴は誠実さと真実の無形のパンと一緒に保持されることに注意してください。 使徒パウロは

、イエスはユダヤ人が使用した過ぎ越しの子羊の代用品であることを認識しました。 彼はまた

、クリスチャンはまだ過越を観察し続けるべきだと教えました。 

しかし、基本的にどのようにキリスト教徒がこれをするのでしたか？ 

使徒パウロは次のように説明しています。 

;主イエスは、彼は裏切られたのと同じ夜にパンを取っていること：23私はまたあなたに届

けたことを主から受けたために 24と彼は感謝を与えていたとき、彼はそれを破ったと、

言った「食べて、テイク;これはあなたのために壊れている私の体である;。私の記念と

してこれを行います」 彼はまた、と言って、夕食後にカップを取ったと同じように25「私

の記念として、できるだけ頻繁にあなたがそれを飲むように、このカップは私の血液中

の新しい契約である。これはやります。」 彼が来るまで26は、できるだけ頻繁にあなたが

このパンを食べ、この杯を飲むようするために、あなたは主の死を告げ知らせます。 
（コリント第一11：23-29） 

そこで、使徒パウロは、キリスト教徒が、パンとワインをもってイエスの最後の過ぎ越しを観

察するように、過ぎ越しを保つことを教えました。 それは思い出や記念碑としての夜だった - 
メモリアルは週刊誌ではなく毎年のものです。 

カトリック教会のカテキズムが 正しくことを指摘し、「イエスは過越の時間を選んだ...パンに

取り、そして...彼はそれを破った」とも食べられるし、それを与えました。 

聖書には、無煙のパンを裂き、それを信者に渡して食べさせることが書かれています。 イエス

はまた、少量を飲むためにワインを信者に渡しました。 神の継続的な教会で私たちは祈る、ブ

レークと種入れぬパンを配布し、消費する彼の忠実な信者のためにワインを配布します。 しか

し、（他の多くのような）、ローマの教会は、もはや、種入れぬパンを（それが全体の「ホス

ト」を使用しています）もその信者は、ワインの分布は、ローマの教会ではオプションと見な

される（飲みするのは通常のワインを配布しない壊れませんプロテスタントの教会ではしばし

ば行われていない）。 

「しばしば...あなたが宣言する」について 

過ぎ越しはどのくらいの頻度で取られるべきですか？ 

イエスは、「 彼が来るまでのように頻繁に使用すると、このパンを食べ、この杯を飲むように

は、あなたが主の死を告げ知らせる 。」 と述べました 

それは、これが記念というイエスの死であることを考えてみましょう。 

キリストの死は私たちを神と調和させ（ローマ5:10）、イエスは救いのために人生を与えまし

た（ヨハネ3：16-17;ヘブライ5：5-



11）。 彼の死は、キリスト教徒が私たちの死体の上で罪を治めることではないことを教えてい

ます（ローマ6：3-12）。 キリスト教の過ぎ越しの祭りは、イエスの死の年記念です。 

イエスはあなたが望むように、この儀式をあなたが望むとおりに行うと言っていませんでした

。あなたがそれをするとき、あなたは彼の死を宣言しています。 1本のコリント11時26分、で

しばしばギリシャ語は 、新約聖書の中で一つの他の時間に使用されています。 「あなたが望

む、」または 、 ギリシャ語も 存在し ない限り 、 それは （：6;この特定の用語が使用されて

いる聖書の中で唯一の他の場所、それは黙示録11である） など、多くの場合、あなたが望むよ

う意味するものではありません 。 しかし、これはコリント第11章26節にはないので、パウロ

はわたしたちが望んでいるように主の過ぎ越しを観察するように言っているのではなく、過ぎ

越しにそれを観察しているときだけではありません 

セレモニーは、キリストの死を示しています。 

さらに、ポールはこれを書きました： 
27 したがって 、このパンや飲み物を食べる誰値しない方法で、主のこのカップは主の体と血

の有罪となります。 28しかし、男は自分を調べてみましょう、そのため彼はカップのパ

ンと飲み物を食べてみましょう。 自分自身に値しない方法を食べると飲み物判断で食

べ、飲み物、彼は、主の体を目の肥えない29。 （コリント第一11：27-29） 

パウロはこのパンとワインを取ることを明らかに教えています。 に付随することになっている

堕落は、私たちが私たちの間違いや罪に集中するのを助け、ポールから自分自身を調べるとい

うこの命令を果たすのに役立ちます。 脱落が多くの努力を払うことができるので、これは毎年

の検査の概念を支持しています（人々は毎日または毎週の粕を取り除かなかった）。 

新約聖書は、イエスとパウロの両方がキリスト教の方法で過越祭を観察するよう教えたことを

記録しています。 そしてそれは毎年の観察でした。 

フットウォッシュ 

フットウォッシングは謙虚さを示し、キリストの信者さえも清潔にする必要のある領域がある

傾向があります（参照、ヨハネ13:10）。 

イエスは、追随者がこれを行うべきであると教えました： 
13 あなたは教師と主私を呼び出すと、そう私はあなたのためには、よく言います。 私
は、その後、あなたの主と教師は、あなたの足を洗った場合は14、あなたはまた、互いの

足を洗うべきです。 15私はあなたに私はあなたに行ったように、あなたが何をすべき例

を、与えているため。 16はほとんど確実に、私はしもべが主人より大きくない、あなたに

言います。 また、彼を遣わした人よりも大きく送られる人もいません。 あなたがそれ

らを行う場合には恵まれ17あなたはこれらの事を知っている場合は、あなたがしていま

す。 （ヨハネ13：13-17） 

比較的少数のキリスト教徒が、イエスが言われたように足を洗います。 



しかし、神の継続的な教会で、私たちは毎年、この上のイエスの指示に従ってください。 

聖書外の資料 

聖書の中で、過ぎ越しは毎年キリスト教徒によって保持されていることがわかります。 忠実に

オリジナルの使徒の時からと年齢（ティールB.継続神の教会の歴史。第2版 。ナザレブックス、2
016年）を通じて14 日に毎年過越祭を守っ履歴レコード。 

の生命 として知られて壊れたテキストで、いくつかの興味深い情報があります （この文書は

、第二世紀に執筆に基づいているようだが、私たちは今見現存バージョンは、第四世紀に追加

されているように見える情報/変更が含まれています。を参照してください。スミルナ教会：原

始的キリスト教共同体の歴史と神学編、2015、p.31）。 面白いのは、アジア小児の過ぎ越しの

観察が、使徒ヨハネからスミルナに来たのではなく、早くに使徒パウロから来たことを示唆し

ているということです（、ポリカーフの生活、第2章）。 

の人生は 種入れぬパンとワインとの新しい契約過越祭は、種なしパンのシーズン中に観察され

るようになったことを示唆しています。 異端者はそれを別の方法でしたと言います。 そして

その執筆はまた、無煙パンとワインが取られ、毎年奪取されたという考えを支持しています。 

だけでなく、司教/牧師の、スラシーズ、、メリート、ポリュクラテス、アポリナリス、および

その他（フィリップとジョンを含む）聖書上場の使徒たちは、14 番目 （ユーセビアス。歴史の上

で毎年過越祭を守っ履歴レコード教会、第5章、第24章2-
7節）。 ローマ、東正教会、聖公会の各カトリック教徒はすべて、その指導者が聖人であると

考えていますが、これらの信仰のどれも、 

小アジアのフリギアでヒエラポリスの司教/牧師アポリナリスは、14 日に過越を維持するために1
80人の言っキリスト教徒を中心に書いています： 

14日、主の本当の過越祭。 大いなる犠牲、小羊の代わりに神の御子、縛られた者、そ

して過ぎ越しの日に葬られた者、石は墓の上に置かれた。 

イエスは食べたと14 日に死亡した、14 日に過越祭を続け、14 日に埋葬されました。 これは、15 日

にはなかった、と彼の死の年に、これは日曜日にされませんでした。 イエスは日没の直後に過

ぎ越しの日を過ごし、昼間に殺され、太陽が再び始まる前に埋葬されるでしょう（新しい日を

始めるため）。 

ビクターは、14 番目の代わりに日曜日に過越の遵守を強制しようとしたとき、後半二世紀、エフ

ェソスの司教/牧師ポリュクラテスは、ローマン・ビショップビクターへの手紙を送りました： 

は次のように書いています。 
"私たちは正確な日を観察します。 追加も、持ち去りもしない。 アジアでも大いなる光

が眠りに落ち、主が来る日に再び上がり、天から栄光をもって来て、すべての聖人を探

し出すでしょう。 これらの中にヒエラポリスで眠っていた12人の使徒のひとりである

フィリップがいます。 二人の年老いた処女と、もう一人の娘が、聖霊に住んでいて、

今ではエフェソスにいます。 また、証人と教師の両方だったヨハネは、主の胸を仰ぎ

、司祭であり、聖なる皿を身に着けていました。 彼はエペソで眠りに落ちた。 そして



、監督と殉教者であったスマーナのポリカーポ スミルナで眠ってしまったユーメニア

の司教と殉教者のスラヤス。 なぜ、私はラオディケアで眠ったビショップと殉教者サ

ガリス、あるいは聖霊の中に完全に住んでいた祝福されたパピリウス、メリート、ユヌ

フ、そしてサルディスに立って天国の監督を待っている死んだ？ これらのすべては、

福音に従って過ぎ去った14日目を観察しましたが、信仰の支配に従いました。 そして

、私も、皆さんの中で最も少なくても、私の親戚の伝統に従います。 私の親戚のうち

の7人は司教だった。 私は8番です。 そして私の親戚は、人々がパン種を捨てた日を常

に観察しました。 それゆえ、私は、主に65年間住んでいて、世界中の兄弟たちと会い

、すべての聖書を通って行った兄弟たちは恐ろしい言葉に怯えていません。 私は、「

私たちは人よりも神に従うべきです」と言いました...私はあなたの願いで召集した司教

に言及することができます。 その名前を書くべきかどうかは、大きな群衆を構成する

でしょう。 彼らは私の潔白さを見て、私の灰色の毛を無駄にしていないことを知って

、主イエスによって私の人生を常に支配していたことを知って、手紙に同意しました。 

彼の手紙で、： 

1）彼は使徒ヨハネから渡された教えに従っていると言いました。  
2）彼は福音の教えに忠実であると言いました。  
3）聖書の教えがローマで受け入れられた伝統の教えよりも上にあるという立場に頼っ

た。  
4）彼は初期の教会指導者によって彼に伝えられた教えに忠実であったと述べた。  
5）彼はアジア小児の忠実者のスポークスパーソンであることを示した。  
6）彼と彼の前任者は、無煙パンの時間を観察したと言いました。  
7）聖書よりも聖書的でないローマの伝承の権威を受け入れることを拒否した。  
8）ローマの司教の権威を受け入れることを断った - 
彼は別れようとした（参照、黙示18：4）。  
9）彼の人生はイエスに支配され、人の意見ではないと述べられました。 

あなたはポリケラトのようなイエスと使徒の模範に従いますか？ 

初期のキリスト教徒が14 日に過越祭を守っているので、彼らとそのようにした他は、多くの歴

史家によって（ためのラテン語）標識しました。 

初期のキリスト教徒は、過ぎ越しは神の救いの計画と関係していることに気付きました。 サル

ディスのビショップ/メリート牧師は、西暦180年までに次のように書きました。 

今や、法律で書かれているように、過ぎ越しの謎が起こります...人々は、したがって、

教会のモデルとなり、法律は放物線のスケッチとなりました。 しかし、福音は法とそ

の実現の説明となり、教会は真理の倉になりました...これは私たちの救いの過ぎ越しで

す。 これは多くの人々に多くのことに辛抱強く耐えられた人です...これは、処女で人間

になった人、木にぶら下がった人、地球に埋葬された人、死者の中から復活した人、人

を育てた人です下の墓から天の高さに上がる。 これは殺された子羊です。 

過越祭は後で世紀に忠実で他の人がニサンの14 日に毎年維持しました。 カトリックの学者（ユ

ーセビアス、ソクラテススコラスティカス、ビード）は、これが4 番目 、5 番目 、6 番目 -



8 回目以降数世紀に発生した記録します。 様々な神の教会の作家たちは、使徒時代から現代に至

るまでの遵守を追跡してきました（例えば、の歴史、第3版、エルサレム、1972年、神の教会、

7日目）。神の教会の歴史を継続する、2016）。 

グレコローマ学者は、足の洗浄のように、早朝の忠実なキリスト教徒であると見なされていた

（例えば（1912）、カトリック百科事典の足と手の洗濯）。 

過越はレビ記の23 番目の章に記載された最初の年次ごちそうです。 

過ぎ越しはキリスト教徒の救済と恵みを描いています。 キリスト教の初期の書物は、それを「

主の晩餐」ではなく、「過ぎ越しの日」と呼ぶことが最も多いことに注意してください。 

グレコ・ローマ人と神の教会が聖人であると考えている指導者たちは、それを文字通りそのま

まにしていました。 

神の継続的な教会で私たちは、今もそう。 

神の継続的な教会で私たちは、過越を維持し、洗濯互いの足の歴史、そして聖書、練習が含ま

れます。 

初めからの計画 

過越は、神が私たちの罪のために死ぬように、神が私たちを愛しているように（ヨハネ3:16）
、神が私たちを救うことができるように、そして御子私たちのために苦しんで死んだ。 過ぎ越

しは、クリスチャンが死によって罪から解放され、罪の中に留まらないことを示しています（

ローマ6：1-5）。 

しかし、単にイエスの犠牲を受け入れるだけでは、神の救いの計画にすべてがあるわけではあ

りません。 

さまざまな人々が、過越祭および/またはペンテコステを多少認識することによって神の救いの

祝宴の始まりを守りますが、神の恵みの 
"深み"（ローマ11:33参照）を知ることは決してありません（2ペテロ3:18）他の聖書の饗宴に描

かれています。 

キリストは私たちの救いの創始者（ヘブライ5：9）であるだけでなく、救いの仕上げ人でもあ

ります（ヘブル人への手紙第12章2節;ペテロ第1章1-
9節）。 彼の真の信者は、彼の春と秋の聖なる日々を保ちます。 

3.観察される夜と無酵母の日々 

聖書は、エジプトはイスラエルの子供たちが救われなければならない罪の一種であると示して

います（出エジプト記13：3、啓示11：8参照）。 聖書によれば、今日のキリスト教徒は、霊的

な「バビロン」の一種である世界に住んでいます（黙示17：1-
6）。 聖書は、神がバビロン（：1-
8黙示録18）時に彼の災いを注ぐ後にキリスト教徒が比較的すぐにそれから配信されることを示

しています。 黙示録に記載されている災害のいくつかは、エジプトで一度使用されたものと似

ています。 



イスラエルの子供たちは、無煙パンの初めの日にエジプトを離れました。 

レビ記23：7-
8の聖書は、無酵母パンの初日と最終日の両方が聖なる「会合」（NKJV）、「神聖な集会」（

NJB）の時代であると教えています。 その聖なる日を始めるニサンの15日の夜は、食事に関わ

る無煙の祝宴が始まります（参照、出エジプト記12:16、レビ記23：6）。 

聖書は次のように記録しています： 

42これは、夜はずっとエジプトの地から彼らを引き出すために主の許に観察される。こ

れは彼らの世代では、イスラエルのすべての子を観察することが主のその夜です。 （出

エジプト記12:42、KJV） 

これは私たちの主の目に見える夜で、エジプトの国から彼らを引き出しました。今夜、

イスラエルのすべての子どもたちは、その世代に守らなければなりません。 （オリジナ

ル） 

クリスチャンにとっては、観察される夜の写真は、霊的なエジプトを離れるための行動をとっ

ています（参照、啓示11：8参照） - これはキリスト教徒に喜ばせるべきものです。 

歴史的に、観察される夜には通常、お祝いの夕食が含まれていました。 夕食は通常、含まれて

いましたが、これに限定されませんでした。 

ユダヤ人の大部分は15 番目の過越祭を呼び出し 

ユダヤ人の指導者たちは、過ぎ越しに関連する日付とその習慣を変更しました。 ラビの源泉に

よっては、これは忠実なキリスト教徒と同じであることを望んでいなかったからだと示唆して

いる（狼リビカルとラビの過ぎ越し狼、1991）。 

しかし、恐らくユダヤ人がディアスポラ（イスラエルの国外のユダヤ人）とカレンダーの問題

のために聖なる日々を扱う傾向にあったのと一緒に、観察されるべき夜の食事や特定の伝統が

消費されたためです神聖な日。1906年のユダヤ人の百科事典）、ユダヤ人は、ほとんどのユダ

ヤ人はそれニサン/の15 番目の夜に保つとして過越祭を観察するために夜を呼び出すする傾向があ

ります。 一部は過越と14 番目と15 番目の両方を保持します。 

イエスの時には、サドカイ派15 番目の14 番目とパリサイ人に過越を維持する傾向があった（アメリ

カのユダヤ人は2つのセーデル・シェル・ペサハを持っていないのはなぜ。ラビジェフリーゴー

ルドワッサー？）。 

しかし、聖書は2つの異なる時代は2つの異なる目的のために教えています。 旧約聖書の過ぎ越

しは、イスラエルの子供たちが保護され、死の天使に苦しんでいないことを示しています。 新
約聖書の過ぎ越しは、キリスト教徒のために、イエスが死によって自分の罪のためにペナルテ

ィを受けたことを示しています。 

しかし、観察されるべき夜は、エジプトの奴隷の束縛からの神の救済に感謝しなければならな

いとユダヤ人に思い出させました（出エジプト記12:42）。 観察される夜は、キリスト教徒のた

めに、イエスが罪の束縛から解放されたことを喜び、感謝しなければならないと教えています

（ヨハネ8：34-36）。 



特定のユダヤ人の学者は、聖書が過ぎ去られたパンの祝祭とは異なる日に過ぎたとして、 

レビ記 xxiii。しかし、月の14日に設定されている過ぎ越しのものと、（無宗教の祭り;
ルクxxii。1;ヨセフス、  ii。1、§3 
）、15日目に任命された。 （過越のユダヤ人百科事典1906年） 

そのため、ほとんどのユダヤ人は、彼らは過越として15 番目に保つ何を呼び出すにもかかわらず

、15 番目は聖書種入れぬパンの7日間の祭りの一部であると考えられています。ユダヤ人はエジプ

トからの出発点を強調し、ある種の聖書的でない伝統に頼っている傾向があるので、ほとんど

の場合、第二の日のみを観察する傾向があります。 

出エジプト記第12章では、過越を論じ、神がモーセとアロンに人々に何を教えているのか、何

が起きるのかを教えています。 14 番目の始まり-
この命令はと呼ばれ、この最初の月の十日に、子羊の取り出し、そしてそれは夕暮れ時に殺さ

れることになっていた14日目までそれを保存含まれていました。 

過ぎ越しに関する以下の指示に注目してください。 
21 モーセはイスラエルのすべての長老たちのために呼ばれ、「アウト選んで、自分があ

なたの家族に応じてのために羊を取り、過越の小羊を殺し、彼らに言った。22そして、あ

なたはヒソップの束をとらなければならない、その血でそれを浸しあなたのうちの誰も

が朝まで自分の家の戸口から出ることはありません（出エジプト記12：21-22）。 

「朝まで」という表現は、「昼光の侵入」、「昼光の到来」、「日の出の到来」を意味するヘ

ブライ語の言葉に由来します。 

だから、イスラエル人は14 回目の夜明け後まで自分の家の外に出ていませんでした。 その夜早く

何が起こったのですか？ 
29 そして、それはダンジョンにあった捕虜の初子に彼の王座に座っていたファラオの初

子、および家畜のすべての初子から、主はエジプトの地ですべての初子を打った真夜中

に渡すために来ました... 33そしてエジプト人は、彼らは急いで土地からそれらを送信す

る可能性があることを、人々を促しました。 彼らは言った、「私たちはすべて死んで

しまう」 （出エジプト記12：29,33） 

モーゼとアロンは夜のうちに外出しませんでした。それは多くの人が誤っていることです。 
28は、 その後、ファラオは、「自分自身に注意を取らず、これ以上私の顔を見る！私か

ら離れて取得します！一日にあなたが死ぬ私の顔を見る！」、彼に言いました 
29 モーセは、「あなたがよく話されている。私は再びあなたの顔を見ることはないだろ

う。」と述べました （出エジプト記10：28-29） 

最初の死後、イスラエル人はエジプトを出る前にいくつかの任務を遂行しました。 彼らは午前

中まで自分の家の中に留まり、昼光を砕き、食べられなかった子羊の残骸を焼いて、エジプト

人が住んでいた村や町に行って、銀、金、彼らが運ぶべき所有物を集めて積み上げ、エジプト

から彼らの編成された旅が始まるラムズエスまで、20マイルほどのところで、彼らの群れと群

れが徒歩で移動する。 通知： 



それは発酵前に 34 そして、人々は彼らの混練谷が彼らの肩に自分の服にまで拘束され

るもので、その生地を取りました。 35イスラエルの人々はモーセの言葉に応じていまし

た。 彼らは銀のエジプト人宝石の借り、金の宝石、そして衣服：36主は、彼らが必要とし

て、彼らは彼らにそのようなことを貸したように、人々は、エジプト人の前に恵み与え

ました。 彼らはエジプト人を傷つけた。 37イスラエルの人々は、スコテにラメセスから

およそ60万子供のそばに、男性で徒歩での旅しました。 38および混合群衆は彼らとも上

りました。 群れ、群れ、さらには非常に多くの牛でさえ。 39そして、彼らはそれが発酵

されていなかったため、彼らは、エジプトから出もたらした生地の種入れぬケーキを焼

きました。 彼らはエジプトから追い出されていたので、彼らは自分たちのために何か

犠牲を払うこともなかった。 （出エジプト記12：34-39、KJV） 

観察される夜はラムセスを離れた夜です。 彼らが実際にエジプトを出た夜。 

神が彼らに言われたことをした後、彼らは去った。 

出エジプト記13:18には、「イスラエルの人々は、エジプトの地方から順番に上ってきた」と言

われています。人々の数と年齢の範囲を考慮すると、彼らはすべてをこの夜の終わりまでに達

成することができたことは注目に値する過ぎ越し。 

無酵母パン 

私たちのキリスト教徒は、イエスが御子の過越の罪のために罰金を払い、罪と偽善なしに生き

ようと努めなければならないことを認識しています。 

ハーバート・W・アームストロング（ハーバート・W・アームストロング） 

また、イスラエル人は高い手で出て行ったので（民33：3）、新しく生まれたキリスト

教徒も、幸福と喜びの雲の中でキリスト教の生活を始めるのですか？ しかし、どうしま

すか？ 

悪魔と罪は、新しく生まれた神の息子の後で直ちに追求されます。そして、まもなく新

しく経験の浅いキリストは、彼が失望の深いところにいることを知り、あきらめてやめ

ようとします。 

お知らせ14、10節から始めます。イスラエル人がこの大軍を追いかけてくるのを見てす

ぐに、彼らは勇気を失いました。 恐れが彼らの上に来た。 彼らは不平を言うと不平を

言うようになった。 彼らはファラオと彼の軍隊から逃げることは不可能であることを知

った。 そして、彼らは無力でした。 それは私たちと一緒です。 

私たちの強みは十分ではありません！ 

しかし、モーセを通して、神のメッセージに気づきなさい。「エジプト人のために、あ

なたがたは恐れてはならない。主の救いを見なさい...あなたはもう永遠に彼らを見ない

だろう。君は"！ なんて素敵なの！ 

無力な、私たちは静かに言われ、主の救いを見ます。 彼は私たちのために戦うでしょう

。 私たちはサタンと罪を克服することはできませんが、彼はすることができます。 私
たちを浄化し、私たちを浄化し、私たちを救いなさい - 



彼が私たちを離れることも、私たちを捨てることもないと言ったのは、上昇したキリス

ト - 私たちの大祭司です！ 

私たちは、自分たちの力と強さで戒めを守ることはできません。 しかし、米国のキリス

トは彼らを守ることができます！ 私たちは信仰によって彼に頼る必要があります。 ア
ームストロングハードウェア。 神の聖なる日 - 異教の祝日 - 
どちらですか？ 世界の教会、1976年） 

祭りの目的 

しかし、これの完全な意義を学ばせてください。 なぜ神はこれらの祝日を命じましたか

？ 彼の偉大な目的は何ですか？ 今度は出エジプト記13章3節に目を向ける： 
"モーセは民に言った、この日を思い出して、エジプトから出てきた..."これはアビブの1
5日です。 第6節：「七日、あなたは無煙のパンを食べるべきであり、七日目は永遠に至

福となるでしょう...これは、永遠の[記念]をしたことのために行われます...そしてそれは

符号" - （奇跡のアイデンティティ） - "あなたの手に、あなたの目の間の記念碑 " - 
なぜ？ - 
「主の律法があなたの中にあるかもしれない...あなたはこの条例を守らなければならな

い...」 

ああ、愛する兄弟たち、あなたは素晴らしい意味を見ますか？ あなたはそれの真の意味

を全部把握していますか？ あなたは神の目的を見ますか？ パウサワーは過去の罪の赦

しのために死を描いています。 彼の血を受け入れることは、私たちが約束しなければな

らない罪を許しません。それは罪の中で継続することを許しません。それゆえ、私たち

がそれを受け入れるとき、私たちの罪はその時までしか許されません。 

しかし、私たちはそこでやりますか？ 過去の罪は許された。 しかし、私たちはまだ肉

体です。 私たちはまだ誘惑に苦しむでしょう。 罪は私たちを抱きしめていました - 
私たちは罪を犯しています。 そして、私たちはそれから自分を救うために無力です！ 
私たちは罪を犯してボンデージにいました。 絵を理解しよう。意味。 （アームストロ

ングハードウェア。無駄なパンの過ぎ越しや祝祭について知っておくべきこと、良いニ

ュース、3月1979） 

キリスト教徒はどの程度罪を捨てるべきですか？ 完全に、イエス様が教えているように、「天

におられるあなたの父が完全であるように、あなたは完璧です」（マタイによる福音書第48章
）。 リーブンは象徴的には罪の一種になることがあります（1コリント5：7-
8参照）。 罪と同じように、パン種は立ち上がる。 
7人が完全性を象徴する神の数であるので、クリスチャンは7日間の無煙パンを使って過ぎ越し

の日を過ごさなければなりません。 意味と象徴はただの過ぎ越しでは完全ではありません。 
過ぎ越しは、過去の罪の赦しとイエスの死のためにキリストの血を受け入れることを描いてい

ます。 
私たちは、キリストを死の木に象徴的にぶら下げなければなりません（参照、ガラテヤ3:13）
？ いいえ。過ぎ去った後の7日間の無煙のパンは、過去の罪がイエスの犠牲の結果として赦さ

れた後、罪を完全に捨て、戒めを守るのを助けます。 



無人のパンの日は、立ち上がったイエスの生涯と仕事を描いています。 イエス・キリストは神

の御座に上がりました。そこでは、今や大祭司として私たちのために積極的に働いており、私

たちを罪から救済しています（ヘブル2：17-18）。 
ここでは、ヘブライ語聖書が無敗の日のことについて述べていることのいくつかがあります： 

あなたは種入れぬパンを食べなければなら 15 の7日。 あなたは最初の日にあなたの家か

ら排泄物を取り除くでしょう。 初めの日から七日目までのパンを食べる者は、その人

をイスラエルから切り離すであろう。 16初日には聖なる招集がなければならない、そし

て七日目にあなたのための神聖な招集がなければなりません。 それらの作業方法は一

切行われません。 誰もが食べなければならないもの - 
それはあなただけが準備することができます。 17この同じ日に、私はエジプトの地から

あなたの軍隊を持ってきますのためにあなたは、種なしパンの饗宴を遵守しなければな

りません。 ですから、あなたはこの世を永遠の儀式としてあなたの世代を通して観察

しなければなりません。 18は最初の月では、夜の月の十四日に、あなたは夜の月の二十一

日まで、種入れぬパンを食べなければなりません。 19七日にはパン種は誰でも発酵され

ているものを食べることから、その同じ人が、彼は見知らぬ人や土地のネイティブであ

るかどうか、イスラエルの会衆から断たれるであろう、あなたの家で見つけてはなりま

せん。 20あなたは発酵何も食べてはなりません。 すべてのあなたの住まいで、無煙パン

を食べるであろう」」（出エジプト記12：15-20） 

レビ記第23章6-
8節ではそれについても教えています。 新約聖書第16章16節では、無捏造のパン、ペンテコス

テ、秋の聖なる日に供物が与えられることが期待されています。 

もともと、神が「エジプトの地から人を引き出した」ときには、「燔祭や犠牲」はありません

でした（エレミヤ書7:22）。 彼らは不平等のために追加されました（エレミヤ7：21-
27）。新約聖書は、今や燔祭や動物の犠牲を必要としないことが明らかです（ヘブル9：11-
15）。 

私たちは無形のパンを毎日食べるので、私たちは周りの世界で非常に流行している罪を避けな

ければならないことを認識しています。 

去ったか消えた？ 

無敗のパンの日はなくなったのですか？ ハーバート・W・アームストロングが書いた何かを考

えてみましょう。 

旧約と廃止されていない 
無酵母の日は2日間の安息日を持つ期間であることを観察してください。 そして、この

期間は永遠に確立されました。イスラエル人はエジプトにいましたが、モーセの儀式の

法律が授与されたり書かれたりする前に、神が古い契約を提案する前にも確立されまし

た！ モ - 
セの律法や古い契約は、彼らを導いたり教えたりしませんでした。 フェントンの翻訳

では、17番目の詩が翻訳されています。「結果的に、この期間を永続的な機関として保

存してください。 全体の期間が含まれています。 



このアローンは、聖なる日と、7日間の無煙焼パンが、今日、そして永遠に拘束されて

いることを証明しなければなりません！ 
さて、もしこれらのテキストが確かにそうしているように15日に適用され、14日には適

用されず、最終的に証明されれば、過ぎ越しは確立されていますか？ 確かにそれです

！ しかし、上のこれらの文章は、を指していて、を指していません。 出エジプト記12:
21の段落では、パサウバーが再び言及され、24節がそれを永遠に確立します！ ... 
過ちを単独で観察してから、7日間の無煙パンを観察することを怠ると、象徴において

、キリストの血を受け入れ、罪のために継続することを意味する - 
法が廃止され、恵まれている免許を意味して、罪の中で続けること！ 
7日間の無煙化されたパンは、罪を捨てるという別の方法である、戒めの守りを描いて

います。 （アームストロングハードウェア。無駄なパンの過ぎ越しや祝祭について知

っておくべきこと、良いニュース、3月1979） 
初期のキリスト教徒は、無酵化のパンの日は終わったと信じていませんでした。 使徒パウロは

、饗宴を無酵去のパンで守ることを正しく支持しました（コリント第一5：7）。彼と他の人た

ちは依然としてそれを守って観察し、ユダヤの外でそれを観察しました： 

6しかし、我々は、種なしパンの日後に離れピリピから出航し、5日に、我々は7日間滞在

しトロアス、でそれらを参加しました。 （使徒20：6） 

クリスチャンが無煙パンの日を守っていなかったら、聖霊はこれをこのように記録するよう促

していないでしょう。 フィリッピはマケドニアの異邦人の町でした。 それはローマ人によって

支配されました - 
したがって、これらの日々を維持することは、エルサレムのような場所に限られていませんで

した。 新約聖書の少なくとも2つの場所で、無煙パンの日は異邦人の地に留まらなければなら

ないことが分かりました（コリント第一5：7;行为20：6）。 

使徒12：3節の「無煙の日の間にあった」という声明も考慮してください。 異邦人の著書「ル

ーク」は、行為の本を別の異邦人に話したので（使徒1：1）、異邦人クリスチャンに知られて

おらず、存在しなくなっていたなら、なぜこれらの日を言いましたか？ 

おそらく偽の3 番目の世紀エピスポは、イエスは彼が戻るまで彼の信者は、種なしパンの日を維持

する必要があります教えて主張していることを追加する必要があります。 私たちはその文書に

頼ることはできませんが、それはいくつかは、3 番目の世紀に当時を保ったことを示しているん。 

聖書の外からの情報によると、使徒パウロ、ヨハネ、フィリップは、スミルナのポリカールや

他の初期のキリスト教徒と共に、無酵母パンの日々を保管していたと報告しています（ピオニ

ウス、の生涯、第2章）。 

それにもかかわらず、第四世紀のラオディケア評議会のキヤノン38（363-
364）は、種なしパンの日の観測を禁止しました。 神の教会の人々は、聖書と忠実な者の初期

の伝統に反するこの理事会の多くの令に従うことができませんでした。 

それゆえ、様々な安息日を守る者たちは、その後、無宗のパンの日々を続けた（プリッツナザ

レヌユダヤ教のキリスト教マグナス、エルサレム、1988、p.35、プリッツに引用されたジェロ

ーム、pp.58,62,63、エピファニウス。サラミスのエピファニウス：第2章（第1-



61節、第1章、第19章、7-9節、ブライ、1987、p.117-
119）および中世以降（16世紀のリヒティ・D・サバトタニズム。ジョン・トラスカス・ユダヤ

教とノヴェント・ファンティーズのブリーフィング反論、第57〜58頁、ボールBで引用されて

いる：第7回男子：サバタリアンとサバタリアンイングランドとウェールズのサバトタニズム、

1600-1800、第2版、ジェームスクラーク＆、2009、pp。49-50）。 

神の継続的な教会で、我々はラオディケアの評議会は真のキリスト教の教会のために話したこ

とを受け入れないように、我々はまだ種なしパンの日を保ちます。 聖書が勧告するように、私

たちは7日間、無形のパンをいくつか食べます（出エジプト記12:15; 13：6; 23:15; 
34:18）。 このパンはさまざまな穀粒/ナッツで作れます。小麦の使用は聖書的に必要なもので

はありません。 

（この祝宴では、この祭りでは無酵母パン以外の食べ物を食べることができると言われるべき

ですが、それはパン種を食べることがないということだけです、と違って、無添加パンの最初

と最後の日は毎週の安息日、それは働かないことです）。 

聖書の多くの部分を扇動するのが好きな人もいますが、確かに聖なる日々に精神的な理解があ

りますが、物理的なものもあります。 肉体的な遵守は私たちが精神的な教訓をよりよく理解す

るのに役立ちます。 

無煙ブレッドの日は、私たちのキリスト教徒が私たちの生活の中から罪と偽善を守るために努

力することを示しています（マタイ16：6-12; 
23:28;ルーク12：1参照）。 それらを物理的に保つことによって、神が意図した霊的な教訓をよ

り良く知ることができます。 

4.ペンテコステ：あなたの電話と神の信じられないほどの贈り物

の真実 

キリストを告白したほとんどの人は、ペンテコステについて何かを知っています。 多くは、そ

れを新約聖書教会の始まりとみなしています。 

イエスが死んだ後、弟子たちは聖霊の力を受けるのを待つように言われました。 
5ジョンのための真の水で洗礼を受け、しかし、4そして彼らと一緒に組み立てられている

、彼はエルサレムから逸脱するが、「」彼は言った、「あなたはわたしから聞いた父の

約束、待つしないよう命じあなたは今から数日後に聖霊によってバプテスマを受けなけ

ればなりません。 （使徒1：4-5） 

だから彼らは待っていた： 

ペンテコステの日には完全に来たときに 1は 、彼らが一つの場所で一つにして、すべて

のでした（使徒2：1）。 

その文は、 ペンテコステの日には完全に来ていた という事実を強調していることに注意して

ください 。 聖書はそれを明確に従うイベントが直接 ペンテコステの日には完全に来ていた と
いう事実に関連していたことを行って います。 そして、彼らは一緒にそれを観察していたの

で、弟子たちに起こった。 



ここで何が起こったのです： 
2 そして、突然急いで強大な風のように、天から音が来て、それは彼らが座っていた家

中に響きました。 3は火のように、それらに分割された舌が現れ、一方がそれらのそれぞ

れの際に座っ。 4そして、彼らはすべて聖霊に満たされ、御霊が彼らに発話を与えたと

して、他の舌で話し始めました。 ... 
38 ペテロは彼らに言った、「悔い改めなさい、そしてあなたの一人一人が寛解のために

、イエス・キリストの名によってバプテスマを受けるましょう 

罪; あなたは聖霊の賜物を受けなければなりません。 約束のために39はあなたにとあなた

の子供たちに、そして、遠く離れて私たちの神が呼び出す主な限り多くのあるすべての

人にあります。」 
40 そして、彼は証言したと、言って、それらをを他の多くの言葉で「この邪悪な世代か

ら救われます。」 41は、その後、喜んで彼の言葉を受けた人たちは、洗礼を受けました。 
その日に約3000人の魂が彼らに加えられました。 42そして、彼らは使徒たちの教義との

交わりで、パンの破壊に、と祈りに断固として続けました。 ... 47神を賛美し、すべての

人に好意を持ちます。 主は救われた人々を毎日教会に加えました。 （使徒2：2-4,38-
42,47）。 

彼らは聖霊の力の一部を受けました。 そして、これは、ローマカトリック教会、東正教会、ほ

とんどのプロテスタント、エホバの証人、神の教会によるキリスト教教会の始まりと考えられ

ています。 聖霊は特定の時に（多くのユダヤ人がペンテコステを観察したのと同じ時期に）与

えられ、イエスの弟子たちはまだそれを観察していました。 

それは偶然ではありませんでした。 

ペンテコステには何かありますか？ 

多くの人は、ペンテコステが聖霊の献上と新約聖書教会の始まり以上のものであることを認識

していません。 

旧約と新約聖書のパッセージを見ると、この日とその意味についてのより多くの情報が得られ

ます。 

ペンテコステの祝宴は、最初のものの後にキリスト教徒によって守られましたが、舌で話すこ

とは言及されていませんでした。 使徒パウロは、行為の第2章で言及されたペンテコステ後の

何十年も、ペンテコステを維持し続けました。 彼が書いたもの、約56広告： 
8 私は途中で今を表示したくないため。 主が許せば、あなたとしばらく一緒にいたいと

思います。 しかし、私はペンテコステまでエフェソスに着いて行きます（コリント第

一16：8）。 

これは、ペンテコステがいつの時かをパウロが知っていたことを示しています。ペンテコステ

がいつの時であるかを知る必要があり、ペンテコステが知られていたと思います。 したがって

、明らかにパウロとエフェソスとコリントの異邦人によって観察されていました。 



また別の年に、使徒パウロも60年ごろにペンテコステのためにエルサレムにいたいと望んでい

ました。 

ポール 16は、 彼がアジアでの時間を費やす必要がないように、エフェソスを過ぎて航海

することにしました。 可能ならば、ペンテコステの日にエルサレムにいることを急い

でいたからです（使徒20:16）。 

こうして、エルサレムのキリスト教徒はペンテコステをまだ観察しており、ポールもそれを観

察していました。 さもなければ、パウロがペンテコステの日にエルサレムにいたがっていた理

由は明らかではありません。 

用語ペンテコステは50 番目を意味するギリシャ語の用語です。 その言葉は、日付を計算する以下

のヘブライ語の記述から得られます。 
15 そして、あなたはあなたが波の提供の束をもたらした日から、安息日の翌日から自分

のために数える：7回の安息日が完了されなければなりません。 七安息日の翌日に16カウ

ント50日（レビ記23：15-16）。 

ペンテコステの日にはいくつかの名前があり、そのためにいくつかの名前が混乱しています。 
他の聖書的な名前には、収穫の饗宴、週の祝祭、初めの日の日が含まれます。 

ユダヤの伝統とペンテコステはいつですか？ 

歌は、しばしば日没時に始まった神の聖なる祝祭を伴いました。 
29 あなたは神聖な祭りが保たれているとき、夜のように歌を持っている、そして、もう

一つはイスラエルのマイティ一つに、主の山に入って来るために、フルートとなったと

きのように心の喜びばなりません。 （イザヤ30:29） 

現代のユダヤ人は、用語 シャブオット でペンテコステを呼び出すする傾向があります 。 

何人かは、ペンテコステが混乱しているときに混乱しています。 多くのユダヤ人は 神の 継続 
教会がそれを保持し 、同じ日にそれを維持しないでください 。 

しかし、ユダヤ人のサドカイ師たちは正しく「「ペンテコステはいつも日曜日に降るだろう」

と言っていたが、「タルムーディスと地理学の文学の後には...ペンネストはシワンの6番目の地

位にある」（ "ダーケー棚トーラー" 
、ウィーン、1861年、ペンテコステ、1906年のユダヤ人百科事典）多くのユダヤ人が現在使用

している日付（旧約聖書の後にまとめられ、聖書ではないタルムド語の文学にある）は、後の

変更であり、聖書の日付ではない。 神の 継続的 な教会 で私たちは、 聖書の方法を観察します

。 

元首相ラビ・ロード・サックス（ラビ主サック）も次のように注意してください。 

口頭法を信じていたパリサイ人と書かれた者を信じた者は、ここでペサハ（15ニサン）

の初めの日を意味する 
"安息日"を理解しました。 書面による法律のみを信じたサドカイ派は、本文を文字通り



取った。 安息日の翌日は日曜日です。 したがって、カウントは常に日曜日に開始し、5
0日後のシャヴオも常に日曜日に降ります。 （サックスユダヤ教：シャヴオの思想、、

2014年6月3日） 

キリスト教徒は、書記法（口頭7：5-
13）よりも口頭の法律にあまりにも頼っているために、パリサイ人をイエスが非難したことを

覚えておくべきです。 イエス・キリストは、「あなたが伝えた伝統を通して効果のない神の言

葉を作っています。そしてあなたがそうすることはたくさんあります」（マルコによる福音書

第7章13節） 

そして、以下に示すように、ペンテコステは、最初の果物と関連していると50を数えた時を指

します： 

七安息日の翌日に 16 カウント50日。 あなたは新しい穀物を主にささげなければならな

い。 17あなたは、あなたの住居からエファの2割の2波のパンを持って来ます。 彼らは罰

金の粉でなければならない。 彼らは枯れ葉で焼く。 彼らは主のための最初の果実です

（レビ記23：16-17）。 

第七日の安息日の後の日に五十日を数えると、ペンテコステはいつも日曜日に来ることが分か

ります。 ペンテコステは、土曜日の日没から日曜日の日没まで続く。 のに会ったと主張して

いるは、使徒たちが日曜日にを執筆したと書いています（の断片、7）。 

ファーストフード 

「初穂」という用語の使用は、2回目の収穫を示唆している。 実際、これも旧約聖書で指摘さ

れています。 
16 ...収穫の饗宴、あなたがフィールドに播種しているあなたの労働者の初穂。 17、あなた

はフィールド（出エジプト記23：16-
17）から、あなたの労働のフルーツで集まった今年の終わりに、収穫の饗宴。  
 
22そして、あなたは週の、小麦の収穫の初穂の饗宴を観察し、今年の終わりに収穫の饗

宴（出エジプト記34:22）ものとします。 

あなたは週のあなたの饗宴で、主に新しい穀物のささげ物を持ったときに 26は また、初

穂の日に、あなたは聖なる招集（数字28:26）を持たなければなりません。 

いくつかのプロテスタントの解説者は、最初の果実の饗宴として波束を参照していますが（例

えば、ネルソン聖書を学ぶ、トーマスネルソン出版社、ナッシュビル、1997、p。213） これは

誤解です。 上に示されているように、「最初の果実の束」が提供されていましたが（レビ記23
：10-11）、聖書は祝祭日を初めの果物の時代と呼んでいます。 

ファーストフードのアイデアは、今日の私たちの理解を助けますか？ 

ペンテコステまたは霊子の祝宴（出エジプト記34:22）は、神が栄えある小さな「初穂」を召し

ていることを思い起こさせています。 大部分の春の収穫は、秋の収穫よりもはるかに小さく、

これは神の人類救済の計画と一致しています。 



しかし、イエス様はどうですか？ 彼は最初の果物の一種ではありませんでしたか？ 

はい、彼は確かにありました。 は次のように述べています。 
20 しかし、今、キリストは死者の中からよみがえらされ、眠っている人たちの初穂とな

っています。 男で男によって、死が来たので、21も死者の復活を来ました。 アダムのよう

にのために22のすべては、すべてが生かされなければならないとしても、キリストにあ

るので、死にます。 23しかし、彼自身のために、それぞれ1：キリスト初穂、その後キリ

ストの彼の来るのである人。 （コリント第一15：20-23）。 

キリストはレビ記23：10-
11で波束の奉仕を成就させています。 彼は最初の果実の束です。 また、イエスが復活した後

、日曜日に天国に昇天したとき（ヨハネ20：1, 
17）、その役割も果たしました。 しかし、イエスも彼の真の信者も、今はイースターと呼ばれ

るものを見ていませんでした。 

また、ジェームズは、イエス様が最初のフルーツの一種になるように私たちを連れて来たこと

を述べています。 

彼自身の 18は、 彼は我々が彼の生き物（ジェームズ1時18分）の初穂の一種であるかもし

れないことを、真実の言葉で私たちを生み出しただろう。 

だから、イエスは波の捧げ物を表す最初のフルーツでしたが、真のクリスチャンはペンテコス

テの日に代表される一種の初生です。 「最初の果実」とは、この時代の収穫の一部であること

を意味します（参照：ルカ12:32;ローマ9:27; 
11：5）が、収穫がより多くなることを暗示しています。救いの機会を得たことのないすべての

人が後に真実の本当の機会を得る時間です。 

ペテロがペテコストについて述べたことに注目してください。 
29「男性と兄弟、私は彼が死んだと埋め込みの両方で、彼の墓は、この日に、私たちにあ

ることを、パトリアーチ・デイビットのあなたに自由に話してみましょう。30そこで、預

言者であること、そして神はと誓っていたことを知っています彼の体の果実の、肉によ

ると、彼は彼の王座に座って、キリストを引き上げることを彼に誓い、31彼は、このこと

を予見、彼の魂がハデスに残されていなかったことを、キリストの復活について話を聞

きました、また彼の肉は腐敗を見ました。32このイエスの神は、私たちは、すべての証人

であるの、上げました。33。したがって、神の右手に称揚されている、と父から聖霊の約束

を受けた、彼が注がこれはあなたが今見て聞くものです（使徒2：29-33） 

ピーターはペンテコステで、イエスを果実と呼んでおり、イエスは育ちました。 ペンテコステ

は、この小さな収穫を神が 
"この現世の悪の時代"（ガラテヤ1：4）に住んでいるにもかかわらず、私たちが克服し、霊的

に成長し、克服できるように、 

今やイエスは最初の果実の最初のものばかりでなく、多くの兄弟の中でも初生まれでした。 



29 彼が誰のため、彼はまた、彼は多くの同胞（ローマ人への手紙8：29）の中で長子で

あるかもしれないことを、御子の画像に適合するように運命づけ。  
 
5イエス・キリスト、忠実な証人、死者からの長子（黙示録1：5）。 

イエスは初子であるので、これは確かに彼のようになる他の人になることを意味します。 した

がって、イエス・キリストのようになることは、ペンテコステのメッセージの一部でもありま

す。 もちろん、キリストのようになるという考えは、聖書を通して教えられ、ペンテコステに

限定されるものではありません。 ジョンが書いたことに注目してください。 
2 ...我々は彼のようなものでなければならない（1ヨハネ3：2）。 

それは神聖な集会であるため、毎週の安息日に似ていますが、奉仕があります（申命記16:16）
。 旧約聖書では、最初の果実を含む週の祝祭は、過ぎ越し後の安息日の50日後に守られました

。 

キリストの死後、使徒たちはその日に一緒に集まった。 そして、その日に聖霊が注がれ、キリ

スト教徒に一種の初生としての神へのアクセスが与えられました。 イエス・キリストはこれら

の最初の果実の最初のものであり、この時代に呼ばれるキリスト教徒も、イエスのように最初

の果実である（後に呼ばれる者もイエスのようになりますが、最初の果実ではありません）。 

聖なる日はエルサレムの外で守られますか？ 

何人かは、聖書の聖なる日々は、誰もがエルサレムに行くことを要求するように今は維持でき

ないことを示しています。 

しかし、それは歴史的に、イエス様とあってもそうではありませんでした。 

イエスは、ナザレの間に彼の使命の始まりに向かって、「安息日の日」（ルカによる福音書第4
章16節）について語りました。 ペンテコステは週の祝祭/安息日とも呼ばれています（申命記1
6：10,16）。 ルークは、実際のギリシャ語を見ることで複数形が確認できることを意味してい

ました。 （：1、単数形であるσαββάτωは、ルーク14のように）安息のための 実際の単語（ 単
語等 の強く ない グルーピング）、σαββάτωνは、複数あります。 通訳は次のように文字通り翻

訳されています： 
16 そして彼は、彼が育ったナザレに来ました。 そして彼の習慣に従って、彼は安息日

の日に、シナゴーグに入り、読んで立ち上がった。 （ルカ4:16、緑） 

これは、エルサレム以外の場所で、イエスのように聖なる日を守ることができることを示して

います。 彼は、ルカ6：1-2（グリーン・ジャーナル・インターライン・ギリシャ語 - 
英語新約聖書、第3版、ベーカー・ブックス、2002年）のガリラヤに別の聖なる日をおそらく置

いているようにも見えました。 

おそらく、サマリア人の女性が、礼拝がエルサレム地域に限定されるべきであると述べたとき

（ヨハネ4:19）、イエスは、エルサレムの礼拝の制限がないと言ったと言わなければなりませ

ん。 



21 イエスは女には、私を信じて」、彼女に言ったあなたは、どちらもこの山に、またエ

ルサレムで、父を礼拝しないだろうと、時間が来ている22あなたが知らないものを崇拝;
。私たちが崇拝するものを知って、救いがあるためユダヤ人の23しかし、時間が来て、

そして今、真の崇拝者は霊と真理に父を礼拝する時期、です;。24神は霊である父は彼を崇

拝するように求めているため、彼を崇拝する人々が崇拝しなければなりません。精神と

真実の中で。 （ヨハネ4：21-24） 
新約聖書は、聖なる日や他の礼拝がエルサレムに限定されていないことを明確に示しています

（マタイ10:23; 23:24参照）。 

グレコローマ教会では、旧約聖書のレシピエント（レビ記23：15-
16）や初日の日（28:26）と呼ばれることもあるペンテコステはクリスチャンの意義を持ってい

たと認識しています。 そして彼らはその遵守を一つの都市に制限しない。 

また、キリスト教徒が最初の実を結ぶという考えが新約聖書において確認されていることも考

慮してください（ヤコブ1:18）。 古代イスラエルでは、春に収穫が少なくなり、秋に収穫が増

えました。 春の聖なる日のペンテコステは、神が救いのために今すぐ呼んでいるだけであるこ

とを示しています（ヨハネによる福音書第6章44節、ローマ11:15） 38）。 

多くのグレコローマ教会はペンテコステのいくつかの版を見ます。 しかし、一部の聖書の聖な

る日々を守っていないという理由のために、なぜ神が今何を呼んでいるのか、そしてすべての

救いを提供する計画を持っているのか理解できていない（ルカ3：6、イザヤ書52:10）。 慈悲が

裁きを勝ち取る "（ヤコブ2:13）。 

5.トランペットの饗宴：キリストの復帰とそれにつながる出来事 

グレコローマ教会のほとんどは、秋に一般的に起こる聖書の聖なる日々を保たない。 しかし、

これらの聖なる日々は、神の計画において多くの重要な出来事を描いています。 

トランペットの祭典は、最初の果実を死者から復活させるためにキリストが来ることを描写す

るだけでなく、まさに荒廃の恐ろしい時代と、全滅から生きることを救い、神の王国を確立す

るイエス・キリストの介入地球。 

この祭りが神の偉大なマスタープランにどのように適合しているかを理解しよう。 

ペンテコステの日とトランペットの饗宴との間に大きな時間差があることを考えてみましょう

。 新約聖書教会はペンテコステで始まり、最後のラッパ（1コリント15：51-
57）でイエスが復帰するときに基本的に終わるので、ペンテコステとトランペットの祭壇の間

の時間は教会の年齢を表すと考えることができます。 

第四聖日、トランペットの饗宴は、（レビ記23：23-
25）「月の最初の日に、第七の月」で観察されます。 

神の計画の7番は完成と完結を意味します。 神の暦の7番目の月（9月および/または10月に発生

）には最後の4つの祭典があり、神の偉大なマスタープランの完成を描いています。 今月初め

のフェスティバルは、神様の計画の最後の出来事の始まりです。 



それは、定期的な仕事から休息する別の年の安息日であり、それはトランペットの吹き飛ばす

記念碑となりました（レビ記23：24-25）。 また、神の道を学ぶ時です（ネヘミヤ8：2-
3;エズラ3：1-
7参照）。 イスラエルの子どもたちに起こったことの大部分は、私たちの「例」のために書か

れたものであり、年齢の終わりが来た私たちの戒めのために書かれたものです（1コリント10:1
1）。 
トランペットの饗宴がその名を唱えるのはトランペットの吹きからです。 

これらのトランペットの吹き込みには、特に私たちが生きている終わりの時代に関して、象徴

的な意味がたくさんあります。 この日の現代ユダヤ人の名前、ロシュ・ハシャナは、ユダヤ人

のために聖書的でなくオリジナルでもないことに注意してください。 それは、神がそれを彼ら

に与えた後、そして旧約聖書が書かれた後、何世紀にもわたって採用されたものでした（クレ

イマー、エイミーロッシュハシャナ起源。著作権©1998-1999すべてユダヤ人、）。 

聖書は、人々に集会を呼びかけるだけでなく、神の祝宴を告げるためにトランペットが吹き飛

ばされたことを教えています（民数記10：1-3,10）。 

生命の本 

興味深いことに、ユダヤ人の学者は、トランペットの祭典を「生命の本」と結びつけました（

ペルツラビ、ロッシュハシャナの挨拶は何ですか？ハアレツ、2012年9月17日）。 なぜ興味の

あるのですか？ 

まことに、聖書は、「生命の本」（フィリピ4：3;黙示3：5）に列挙されている人々は復活する

と教えています（ヘブル人への手紙第12章22-23節）。 いつ？ 7番目と最後のトランペットで： 

51見よ、わたしはあなたの謎を教えて：我々は、すべてのスリープてはならないが、我

々はすべて変更されなければならない-
現時点で52を 、あっという間に、最後のトランペットで。 ラッパが鳴り、死人は腐敗し

ないで上げられ、私たちは変わるでしょう。 この朽ちる53は 不滅に置く必要があり、こ

の現世は不死に置く必要があります。 （コリント第一15：51-53） 

啓示の書は、7つのラッパが吹き飛ばされ（8：2）、神によって保護されていない者（9：4）に

罰が下され、神の王国と判断が来ると教えている（11：15-
18）。 最後に、命の書に記されていない人たちは、二番目の死を経験すると教えています（黙

示録20：14-15）。 

トランペット爆破 

イスラエルの歴史の中で、紛争や反乱が頻発していた時期に、ラッパを警戒装置として使用し

続け、重要なメッセージの序文として使用することが示されていることを考慮してください。

国家 

神はまたイスラエル人、エゼキエル人、ホセア人、ヨエル人の中の預言者たちを使って、イス

ラエルに、彼の法律に対する反逆のために彼らにもたらす罰について警告しました。 これらの

預言者たちは、彼らの警告を神の民に向けて鳴らすために、自分の声をラッパのように使いま

す。 



1つの 声を出して叫び、スペアません。 あなたの声をラッパのように上げてください。 
わたしの民に彼らの罪を告げ、ヤコブの家に彼らの罪を告げてください。 （イザヤ58
：1） 

神の 継続的 な教会 で今日は それを行うに取り組んでいます。 私たちは、社会の罪と、世界の

出来事が正しく理解された預言とどのように調和しているかを大胆に伝えます。 

しかし、黙示録の啓典のとおり、将来に来る文字通りのラッパ爆撃もあります（黙示録8：1-
13,9：1-18）。 しかし、ほとんどの人は、その警告に耳を傾けません。 

啓示の冊子には多くのものが吹き込まれており、祭りには多くのものが吹き飛ばされました（

レビ記23:24）。 

しかし、最も重要なトランペットは、ある意味では、最後のもの、第7番目のものです。 それ

はが教えていることです。 

、と言って、そして天に大声で声があった ：15は、 その後、第七の天使が響き、「この世

の王国は、私たちの主のと彼のキリストの王国となっている、と彼は永遠に君臨なけれ

ばなりません！」 16そして、彼らの王座に神の前に座って二十から四長老が自分の顔の

上に落ち、神を崇拝し、17は、言った：「我々はあなたに感謝し、主よ全能の神、され、1つ
があって来て誰が、そのためあなたは、あなたの偉大な力を取られ、君臨してきた。18カ

国が怒ったし、あなたの怒りが来て、そして死んだ時、彼らは判断されるべきであるこ

と、そしてあなたのしもべ預言者や聖人に報いるべきだとしている、そして、それらの

人あなたの名前は、小さくて偉大な恐怖、そして地球を破壊する人を破壊する必要があ

ります。 19は、その後、神の寺院は天にオープンした、と彼の契約の箱は彼の寺院に見ら

れました。 そして、稲妻、騒音、雷鳴、地震、そして大きな雹がありました。 （啓示1
1：15-19） 

トランペットの饗宴は、トランペットの将来の吹き出しと、イエスが来て地上に神の王国を確

立する現実を描いています。 キリストの到来の朗報は、イエスが彼のしもべが今宣言したいと

思うものの大部分です（マタイ24:14; 28：19-
20）。そして終わりが来るでしょう（マタイによる福音書第24章14節）。 トランペットの饗宴

は、この世界に対するキリストの勝利を指し示しています。 

ジェロームとエピファニウスのようなグレコローマンの歴史家たち（カトリック教徒オムニア

タビリヌム教会エクリシエーパトリヴァス博士博物館ミルゲイエ引数パトロロジーラティーナ

ボリュームMPL025アブコルマナムカルメン1415 - 
1542、922,930頁、エピファニオス（エピファニオス。サラミスのエピファニオスのパナリオン

：ブックII（第1-61節、第1章、第19章、7-
9頁、ウィリアムズ、編集者、出版者ウィリアムズ、1987、p。117-
119）は、「ナザレヌキリスト教徒」がフォール・ホーリー・デイズエルサレムにある忠実なキ

リスト教徒が、エルサレムで元のキリスト教の建物を4世紀に築いたと主張した忠実なキリスト

教徒によっても維持されていました（シオンの使徒たちの教会。聖書考古学レビュー、5月/6月
1990：16-35,60）。 



反ユダヤ人のジョン・クリソストムは、4世紀後半に人々がトランペット祭を守ることを特に試

みました（ジョン・クリソストム、ホーリー・アイ・ユダヤ人対ユダヤ人5：6：5、7：2）。 
しかし、忠実にしようとする者は、歴史を通じてそうし続けました。 神の継続教会は今ありま

せん。 

6.贖いの日：サタンは追放される 

次の秋の聖なる日は償いの日です： 

26主は言って、モーセに語った：27「また、この第七の月の十日は贖罪の日でなければなら

ないそれはあなたのための聖なる招集しなければならない、あなたはあなたの魂を苦し

める、およびに火によるささげを提供しなければなりません。それはあなたの神、主の

前にあなたのための償いをするために、贖罪の日であるため、主。28そして、あなたは、

その同じ日に何の仕事をしてはならない。29でなければならない、その同じ日に、魂に悩ま

されていないすべての人のために。30そして、その同じ日にすべての仕事をするすべての

人に彼の人々から切り離され、その人は私が彼の民の中から滅ぼす31あなたは仕事のな

いやり方を行わないものとする。それはすべてあなたの中にあなたの世代全体で永遠の

法令ものでなければなりません。住居32それはあなたに厳粛な休みの安息日でなければ

ならない、とあなたはあなたの魂を苦しめるものとする夜の月の九日には、夕方から夜

に、あなたは安息日を祝福しなければなりません「。 （レビ記23：26-32）。 

7「この第七の月の十日にあなたは聖なる招集しなければなりません。 あなたはあなたの

魂を苦しめます。 あなたは仕事をしてはならない。 （民数記29：7） 

断食は、歴史的に、主に「あなたの魂を苦しめる」というフレーズがユダヤ教と神の教会によ

ってどのように解釈されているのか（これは詩編35:13; 
69:10とイザヤ58：5のような節でも断食、何らかの形で病気がなく、すでに罹患している場合

を除きます。 夕方から夜は、日没から日没までを意味します。 

新約聖書自体は、使徒パウロがそれを守っていたことを示すだけでなく（使徒21：18-24; 28:17 
）が、ギリシャ語のテオフィラス（使徒1：1の行為の書に記されているキリスト教徒）もまた

、代用されていたに違いない。 

神の教会に所属する見事な人は、この夜から夕方まで日没まで急いでいます（肉体的に能力が

あれば - 
授乳中の母親、小児、妊娠中の女性、そして様々な苦しみのある人たちは、この地域にもユダ

ヤ人の慣行があります）。 この速く、私たちは食べ物や飲み物なしで行く。 

奇妙なことに、あるプロテスタントの報告によると、キリスト教徒が贖罪の日を守る必要がな

い理由の1つは、今日のユダヤ教の寺院がないからです（コシェルBL。 しかし、聖書の現実は

、イスラエルの子どもたちが何世紀にもわたって贖罪の日を守っていたことです。そして、も

う一つの現実は、新約聖書にはキリスト教徒が現在神の寺院であることが示されています（1コ
リント3：16-17） 。 

二頭のヤギ 



旧約聖書では、アザゼル山羊が荒野に送られた式典（レビ記16：1-
10）がありました。 特定のキリスト教徒は、アザゼル山羊をこの千年の間に、底なしのピット

で千年の間拘束される時を描いていると見ました（黙示録20：1-
4）。 これは、彼がその時間に誘惑して欺くことができないことを意味します。 イエスの犠牲

のために、この日にヤギは犠牲にされることはありません（ヘブライ10：1-10参照）。 

イエスは私たちのために捧げられた過ぎ越しの子羊であったのに（コリント第一5：7-
8）、彼は一度だけ殺されました（ヘブライ9:28）。イエスが儀式によって殺された過ぎ越し以

外の時もあります。 

どうして？ 

多くの人が推測しているが、この犠牲が第二ヤギの解放の前に起こるという事実とともに手掛

かりがあるかもしれない。 

元々の過ぎ越しの過ぎ越しは、イスラエルの子どもたちが罪のために渡されただけです。 この

時、真のクリスチャンである人々は、私たちの罪のためにペナルティを払うために、最後の地

上の過ぎ越しのためにイエスの犠牲を主張します。 しかし、真のクリスチャンは、世界の人口

の少数です（ルカ12:32;ローマ11：5）。 

聖書が世界を盲目にしている（2コリント4：4）サタンを「この時代の神」と呼んでいるので、

ほとんどが盲目にされていて、まだイエスの犠牲によって覆われていません。 しかし、これは

、この時代や来る時代（マタイ12:32）のいずれかと呼ばれるほとんどすべての人に起こります

。 教会の年齢が終わった後、正式に犠牲を捧げることは、神の計画が今日の選出者だけでなく

、すべてに救いを提供することを含むので、イエスの犠牲が教会時代に呼ばれた人々のためで

はなかったことを示します。 

他のヤギが解放される前に犠牲を示すことによって、これはイエスがサタンの罪を取り去って

いないことを示しています。 

イエスはすべての人間の罰を受けました。 しかし、神が私たちに電話して私たちに悔い改めを

与えてから、悔い改めをするまで、人間には当てはまりません（ヨハネ6:44）。イエスだけで

なく、私たちは御子を信じて、私たちは父を信じます、つまり、彼らは彼らが言うことを信じ

ます。 また、わたしたちはバプテスマを受けて悔い改め、バプテスマを受け、聖霊を与えられ

（使徒2:38）、実際に生きようとしていると証明します（1ヨブ2：6参照）。 

歴史を通して 

贖罪の日は（ヨハネクリュソストモス説教Iユダヤ人に対するIは：5; VI：5; 
VII：2）それに対して説教ヨハネクリュソストモスに応じて4 世紀に維持しました。 

また、これは（シーバーそれを禁止しようとしたその時、この近くシリア使徒参事のキヤノン7
0分の69で見ることができローマ帝国（300から438）でのユダヤ人の迫害、カンザス大学の出版

物の発行30：人文研究、カンザス大学出版物、1952、pp.34-35）。 

5世紀からのムスリム文書は、イエスと弟子たちがユダヤ人と同じ日に断食を続けていたと述べ

ています。 それは、ユダヤ人キリスト教徒が依然として贖罪の日を守っていたことを示してい

ますが、グレコローマ人は50日間のレンテン - 



（トムソンユダヤ教とキリスト教の古代文明におけるユダヤ・キリスト教徒のイメージ、第158
巻、2003年、70-72頁、スターン、。ジャーナル神学研究の、ボリューム。18、（1）1967：34-
57）。 他の歴史家の報告がこの見解を支持している（例：パインズ、pp.32-
34）。 さらに、我々はそれがまだ16 世紀にトランシルバニアに保管されていたことを履歴レポー

ト（リヒティ、PP。61-62）を参照してください。 

神の古いラジオ教会は、20 世紀を通じて贖罪の日（および他の聖なる日）を観察しました。 神の

継続的な教会で今日はそれを観察し続けています。 

7.幕屋の饗宴：キリストの治世下で世界が見えるものを垣間見る 

幕屋の饗宴は、神の計画の最高の出来事を描いています。 イエスが人類を贖うために私たちの

罪のために亡くされた後、そして聖霊を私たちに送り、地上の王と統治するために王の名と祭

司になる人を選んだ後（黙示5:10）、彼の再臨の後、最終的にすべての罪をサタンの頭に置い

てから、神とその民の前から（神との一人になって、償いをするように）、彼と罪の両方を分

けてしまったのです。地球上の神の千年王国の設立の始まりです。 

幕屋の饗宴は、人々がサタンの欺瞞なしに神の律法を守るとき、イエス・キリストの千年世の

治世の間に起こる霊的で物質的な豊かさを描いています（黙示録20：1-
6）。 これは、サタンによって欺かれた世界で今起きていることとは対照的です（黙示12：9）
。 （黙示録20：1-
3）は、キリスト教を信じる者の大部分が「いい人」の虚偽の司祭によって欺かれた理由と、そ

の大臣の多くが欺かれた理由（コリント第二11： 14-15）。 

イエス自身も、催眠術を守り、また、ヨハネによる福音書第7章10節26節を教えました。 

ヘブライ語聖書からのそれに関するいくつかの指示があります： 

33すると主は言って、34「は、イスラエルの子供たちに話す、と言って、モーセに語った：

「この第七の月の十五日には、主に7日間仮庵の祭しなければならない35の最初の日がな

ければなりませんあなたはそれについて慣習的な仕事をしてはならない。 

41あなたは年に7日間、主にごちそうとして、それを守らなければなりません。 それはあ

なたの世代で永遠に法律となるでしょう。 あなたは7ヶ月目にそれを祝うでしょう。 42

あなたは七日のブースに住むものとします。 ネイティブなイスラエル人のすべてがブー

スに住みます（レビ記23：33-35,41-42） 

13、「あなたは14 ...、7日間仮庵の祭を守らなければならない。そして、あなたは、あなたの

ごちそうにあなたとあなたの息子とあなたの娘、あなたの男性のしもべと、あなたの腰

元とレビ人、見知らぬ人と母子及び寡婦を喜びますあなたの門の中に誰であるか。あな

たの神、主はそう、すべての生産にとあなたの手のすべての作業であなたを祝福されま

すので、あなたは、主が選ぶ場所であなたの神、主に神聖なごちそうを守らなければな

らない15の7日あなたは必ず喜んでいる。 

16「を3回、すべての男性は、彼が選択した場所にあなたの神、主の前に表示されなけれ

ばなら年：種なしパンの饗宴で、週の饗宴で、及び仮庵の祭で、彼らが前に現れてはな



りません。彼ができているよう手ぶら主17は、すべての人は、彼があなたを与えている主の

祝福あなたの神によると、与えなければならない（申命記16：13-17）。 

神は古代イスラエルが約束した土地に入る前に何十年もの間、荒野でブース/幕屋（ヘブライ語

で「」）に住んでいました。 それらのブースは、ある意味では、彼らは約束された土地への相

続人だと描写しました。 ミレニアム時代、神の王国が死の諸国を支配する時でさえ、死人は王

国の相続人に過ぎないでしょう。 彼らは、約束を継承するために知識と知恵で克服し成長しな

ければなりません。 

神はエフライムについて言います（時には祝宴の時のように幕屋に住むこともある）（ホセア1
2：9、ダウエ・ライムス）。 イスラエルは、荒野で、約束を継承するための試練と苦難を経験

しなければならないすべての人々の一種でした（コリント第一10章11節）。 彼らは、神の約束

を継承するのを待っていた居留者でした。 

私たちクリスチャンは、この時代には恒久的な都市がないことを認識し、来る人に目を向ける

べきです（ヘブル人への手紙13:14）。 幕屋の祝祭の間の一時的な住居に滞在することは、それ

を私たちに思い出させるのに役立ちます。 できるだけ宗教上の礼拝の日に教会に出席しなけれ

ばなりません（申命記31：10-13;ネヘミヤ8：17-
18）。これは私たちの「合理的な奉仕」（ローマ12：1）であり、 。 

仮庵の祭りは（; 
16：15申命記14：26）を喜ぶための時間です。 関連する十字架（一般的に「二番目の十字架」

と呼ばれる）の使用は、これが豊かな時であることを示していますが（申命記14：22-
26）、この時代には、 
27）。 タバナクルの饗宴は、千年の豊かさの時を描いています。 これは、イエスが復帰してか

らの時間を垣間見ることができます。 

千年は、神の7,000年計画の七日目です。 興味深いことに、7年ごとに、律法の本は幕屋で読ま

れるよう命じられました（申命記31：10-
13）。 聖書は、法律は（その後、イザヤ2教えられます示し、これは、十戒を含む法律は、ミ

レニアムに保持されます絵を助け：2-
3;戒めの詳細は、私たちの無料のオンライン小冊子ザ・で見つけることができます十戒 ）。 千
年の間に祝福と豊かさをもたらす神の法律に従って生きています。 

私たちのクリスチャンは今、来るべき千年紀と最後のトランペット（1コリント15:52）で起こ

る変化を待っています。これは第一の復活とも呼ばれます。 

4そして、私は王座を見て、彼らは彼らの上に座って、そして判断は彼らに約束しました

。 それで、私は、獣や像を崇拝せず、額や手に印をつけていなかった神の言葉と、イエ

スの証しのために斬首された人々の魂を見ました。 そして、彼らは千年の間キリストと

共に生き、統治しました。 （黙示録20：4） 

聖書は、イエスが教会を自分自身に集めた後、イエスが彼と共に治める王座に着座した後、国

の前で国を集めてクリスチャンに言うと、 

34は、王国を継承し、あなたは私の父の祝福を受け、来ます 

世界の基盤からあなたのために準備されました。（マタイ25:34） 



今、幕屋を守っている人々は、千年王国を描写するのに役立つように、これを楽しみにしてい

ます。 

第二世紀の初期に、ヒエラポリスのパピアスは言った： 

ここでは、死者の復活後数千年の期間があり、キリストの王国はこの地上に物質的な形

で設立されるでしょう。 

幕屋祭の遵守は、忠実なキリスト教徒が新約聖書時代から守ってきた千年の神の王国の影です

。 

それはどこに保存できますか？ 

幕屋の饗宴は本質的に「巡礼」（詩編84：1-
5）の期間であり、それは通常、通常の共同体の外を旅することを意味します。 彼がここにい

たときに人間とつながれていました（ヨハネ1:14のギリシャ語のἐσκἠνωσενはグリーンジャーナ

ルの「インターラインギリシャ語 - 
英語新約聖書」、ベイカー本、1996年、第5版2002年、282ページ）。 

過去から現在までの幕屋の祝宴はエルサレムにしか保管してはならないと間違って主張する人

もいますが、これは間違いです。 レビ記23章の遵守の戒めが記録されて以来、イスラエルの子

どもたちは何世紀にもエルサレムにいませんでした。それゆえ、エルサレムは彼らにとって初

期の選択肢ではありませんでした。 聖書は礼拝祭がエルサレム以外の都市でも維持できること

を示しています（ネヘミヤ8:15;参照、申命記14：23-
24）。 第二の神殿時代（530〜70西暦）に、ユダヤ人はしばしばそれを他の場所に持っていま

した（は、「はエルサレムの外ですら大きな祭典でした」ユダヤ人の祭典：彼らの歴史と遵守

の指針、 1938.p.184）。 

また、小アジアにエルサレム仮庵の祭をないまま後半4 世紀に2 番目の世紀に小アジア（の命、第19章
）と特定の他者をスマーナののを注意することが重要である可能性があります。 。20 世紀枢機卿

ジーン・ダニエルー（、枢機卿ジャンマリーユダヤ教、キリスト教の神学によって行われた研

究-
これは、カトリックの聖人ジェローム（1542ラティーナMPL025アブ広告1415）などのソース

によって確認されました.著、964、pp。343-346）。 

ジョヴァンニ・バティスタ・パガニは19世紀の反千年紀の学者で、3世紀のエジプト司教ネポス

と、千年紀を支えた人々について以下のように書いています。 

ユダヤ教のアイデアに基づいて千年紀を教えているすべての人々は、千年の間にモザイ

ク法が修復されると言っています...ユダヤ人としてではなく、千年紀を発明し支持して

きたユダヤ人のミリナリアンです...プリンシパルこのミスの著者は、アフリカの司教ネ

ポスであり、聖ディオニシウスは約束に関する彼の2つの本を書きました。聖エピファ

ニウスが異端に対して彼の仕事で混乱させた。 （パガニ、ジョバンニ・バッティスタ、

チャールズ・ドルマン出版、1855、pp。252-253） 

司教ネポスもアポリナリスもユダヤ人ではなく、「ユダヤ人」の信念を持った宗教を持つと非

難されたことに注目するべきである。 アポリナリスはカトリック聖人と



呼ばれているので、3世紀初めの尊敬された非ユダヤ人のキリスト教徒の指導者は、寓意主義者

によって非難されたアイデアを明確に保持していたことは明らかです。 彼らが「モザイクの法

則」を持っていたという事実は、彼らが幕屋の意味を理解していて、キリスト教を強調してい

るという証拠です。 

後半3 回目または早期4 世紀におけるオリンパスのグレコローマン司教＆聖人は、仮庵の祭りが命じ

られたことを教えられ、それはキリスト教徒のためのレッスンを持っていたこと： 

6日の間に、神は天と地を造り、全世界を終え、彼が造られたすべての業によって七日

目に休んで、七日目を祝福し、それを聖別しました。地球の果実が集まった月に、わた

したちは主に祝宴を捧げるように命じられました。...催し物の祝宴が主に祝われること

が命じられました...イスラエル人のように、エジプトの国境を去り、最初に幕屋にやっ

てきたので、そこから再び出てきて、約束の地に来ました。 わたしも、旅をして、この

世のエジプトから出て行って、幕屋の真の祝祭である復活に最初に来て、美徳の成果で

飾られた幕屋を、裁きの日である復活の初日は、安らかな千年という安らかな安息日で

あっても、七日目と呼ばれる安息日をキリストと共に祝います。 （メソジオス、テン・

ヴァルジンの宴会、談話9） 

カトリックの司祭と学者ジェロームは、ナザレのキリスト教徒がそれを保管し、イエス・キリ

ストの千年統治を指摘していると信じていたと言いました（パトロロギア・ラティーナ・ヴォ

リュームンMPL025アブコルタ・カルメン1415-
1542）。 4世紀後半のナザレ教徒のキリスト教徒による催眠祭の開催は、サラミのカトリック

と東方正教会聖者エピファニウスによっても確認されました。 

イスラエル人とのキリスト教の違い 

主に新約聖書の聖句に基づいて、キリスト教徒は七月の饗宴をイスラエル人とは少し違ったも

のにしています。 

記録は、催眠術の祝典が中世の間にヨーロッパに保管されていたように見えることを示してい

ます（レッスン51のアンバサダー・カレッジ・コミュニケーション・コース、「女性が荒野に

逃げ、彼女は場所を取っていました...」黙示録12：6 
1968年）、特に1515年代のトランシルバニア（pp。61-
62）、手のひらの枝のない場所。 それが1600年代と1700年代にアメリカ大陸に保管されたこと

を示唆する証拠がいくつかあります。 それは、20 世紀に世界各地の古い神のラジオ教会と神の世

界の教会で維持しました。 

神の継続的な教会で私たちは、世界中の場所でそれを維持し続け、我々はまた、神の王国でイ

エス・キリストの千年統治への仮庵の祭りがポイントということを教えます。 

幕屋の饗宴は、イスラエル人が通常使っていた手のひら小屋ではなく、テントやモーテル/ホテ

ルの部屋の中の現代の多くのクリスチャンによって、「幕屋」 - 
現代の住居として機能しています。 新約聖書は、キリスト教徒が別の幕屋を持っていることを

示しています（ヘブライ8：2; 9：11-
15）。これは個人的に手のひらブースを建てる必要がないことと一致しています。 聖書によれ

ば、イスラエルの子どもたちは主に出エジプト記第33章8節（神殿4：45-



49、家庭ごとに一時的に見られる一時的なテント）に40年間荒野にいて、レビ記23:43「幕屋」

。 テントやモーテルの部屋に住んでいるのは、今日の似たタイプの一時的な住居/幕屋です。 

聖書によれば、キリスト教徒は、七月の祭り（レビ記23：36-
37）でイスラエルの子どもたちが提供していた焼いた供物のように、動物の犠牲/奉仕（ヘブル

9：9）をする必要はないと示しています。 代わりに、私たちは生きた犠牲として自分自身を提

供しなければなりません。それは通常、礼拝祭の期間中に定期的に教会に出席することを含む

合理的な奉仕（ローマ12：1）です。 

なぜなら、幕開けの祭りでは、すべての日に奉仕が行われているのですが、これは裸ではない

日のために必要なことではありません。 基本的な聖書的理由は、「七日の祭りを守らなければ

ならない。あなたがたは、主が選ぶ場所であなたの神、主に祝福を捧げなければならない」（

申命記16：13,15）無農薬の日に関連してそのように言及されていません - 
レビ記23：6と新改譯16：3では、7日間の祝宴を観察するのではなく、無酵母パンの7日間はそ

れぞれ無酵母パンを食べて犠牲にする）。 聖書はまた、催眠術（レビ記23:42）中の一時的な住

居にいると言いますが、これは他の聖なる日に関連したものではありません。 

サタンは千年の治世に拘束されるので（黙示録20：1-
2）、欺瞞は少なくなります。 の饗宴と毎日の会合のために離れて行くと、今の世界とはまっ

たく違う時があります。 

"あなたの王国が来る！"（マタイ6:10）。 

聖書は、幕屋の祝宴がミレニアムに守られ、神は最終的にわたしたちと「幕屋」になると教え

ています 

聖書の預言は、幕屋の祝宴が千年紀に保持されることを示しています： 
16 そして、それは王、万軍の主を礼拝するために毎年上がるものとし、仮庵の饗宴を保

つためにエルサレムに対して来たすべての国のままにされているすべての人を渡すため

に来ます。 17そして、それは地球の家族の方は、王、万軍の主を礼拝するためにエルサ

レムに来ていない彼らの上に雨がないことをしなければなりません。 18エジプトの家族

が出てくると中に入らなければ、彼らは雨があってはなりません。 彼らは祭壇を守る

ために上ることのない国々に主が襲う疫病を受けなければならない。19これはエジプト

の罰と仮庵祭（ゼカリヤ14：16-
19）を維持するために来ていないすべての国の罰しなければなりません。 

ですから、聖書は、神が将来すべて催眠術を守ると期待していると教えています。 カトリック

のコメンテーターでさえ、神の計画には祭りの饗宴が含まれていることを認識しています。 ゼ
カリヤ14章でのパッセージに関するカトリックの解説： 

その間、迫害される前などに、教会は改宗され、大きな献身は祭りを祝い、神の栄誉に

宗教儀式を行使し、大きな報酬を授ける。 （元の真の旧約聖書の 
1610第2巻、824ページ） 

神の王国はこの世のすべての王国を置き換えるでしょう（黙示11:15）。この祭りは、キリスト

教の巡礼者（啓示18：4;ヨハネ2：18-19参照） 1-12）を通常のルーチンから削除します。 



幕屋を守ることは、将来の千年王国で何が起こるのか、この時代を垣間見ることができます。 
聖書はまた、「神の幕屋」が地上にあることを示しています。そして、彼は「私たち」（黙示

録21：3）に住むでしょう。 
今や幕屋の祭を守ることは、神の国に来ることの前触れです。 

8.最後の偉大な日：人類のための神の驚くべき救いの計画 

この八日目は、七日目の七日の直後に償還の計画が完成したことを描いています。 

救いを代表する「命の書」が開かれます（黙示20:12）。 これは新しい天と新しい地の直前です

（黙示21：1）。 ユダヤ人は（も仮庵の祭りの前の7日間は、アセンブリの日であったことを示

唆している） 
『アセンブリの第八の日』を意味し、シェミニ「アゼレットこの祭りを呼び出します。 

聖書からの8日目のことです。 

34 ...「この第七の月の十五日には、主に7日間の仮名の祭りでなければならない... ... 36 
8日目に、あなたは聖なる招集しなければなりません 
...それは神聖な集会であり、あなたはその上で習慣的な仕事をしなくてはならない（レ

ビ記23：34,36） 

この日は、しばしば新約聖書はそれについて述べて何の、 最後の偉大な日として、教会の神の

サークルで言及されています。 

饗宴の偉大な日は、イエスが立って、誰もが渇いた場合は、彼が私に来て飲みましょう

」、と言って、叫んだことを最終日に37、38聖書は彼の外に、言ったように、わたしを信

じる彼は、心臓は生きた水の川を流れます。 （ヨハネ7：37-38） 

それで、イエス様は今日、千年紀を描いている祭りの直後に来て、教えました。 

千年の後、何が起こるのですか？ 

復活（黙示録20：5）。 

神の前で死んだ立場。 これには、今日の真のキリスト教徒は含まれません。イエスが復活した

ときに復活するからです。 この復活の者は、神の真の計画を知らないうちに死んだ者でなけれ

ばなりません 

過去の年齢で これは、イエスが繰り返し言及した判断の日です。 

7そして、あなたが行くように、と言って、説く「天の御国が手元にあります。」 ... 14そ

して、誰でもあなたを受けるも、あなたの言葉を聞く、あなたがその家や都市から離れ

たときに、あなたの足からほこりを振り払うことはありません。 15まことに、私はあな

たに言う、それはその都市のより裁きの日にはソドムとゴモラの地のためのより許容さ

れます！ （マタイ10：7,14-15） 

23そして、あなたは、天国に高貴されカペナウムは、ハデスにまでもたらされるだろう

。 あなたの中でなされた偉大な業がソドムでなされたなら、それは今日まで残っていた



であろう。 24しかし、私は、それはあなたのためよりも、裁きの日にはソドムの地のた

めのより許容しなければならないことをあなたに言います。 （マタイ11：23-24） 

ソドムとゴモラで破壊された神（創世記19:24）は、故意にキリストとその王国のメッセージを

拒否した人々よりも、裁きの日にはより耐えがたいことに注目してください。 

イエスはまた、「赦されない罪」を除いて、「すべての罪は赦される」と述べました（マーク3
:28）。 救いの機会を得られなかった人は、本当にその機会を得て、ほぼすべてがその申し出を

受け入れるのは最後の大いなる日の成就です。 

今まで住んでいたほぼすべての人間は救われるでしょう！ 

2 番目の世紀には、スマーナののは伝え仮庵の祭りと最後の偉大な日の生命、第19章）について教

えてくれました。 

聖書の真実は、神の愛のゆえに、イエス・キリストが来たのです。 

神のために16は誰でも彼を信じていることは永遠の命を滅びるが、持つべきではないこと

を、彼は彼のひとり子をお与えになったほどに、世を愛されました。 神のために17の世界

を非難する世界に御子を送信しませんでしたが、彼を通して世界が救われるためです。 
（ヨハネ3：16-17） 

それで、愛する神は、息子を相対的に少数しかない、あるいは世界のために死にさせましたか

？ 

しばしばヨハネ3:16を引用プロテスタントは、世界を保存することができることが、今まで住

んでいた大半は永遠に苦しみに苦しむことを教示する傾向があります。 彼らはまた、イエスが

すべての人のために死ぬことを見落としているようです（ヨハネ3:17）。 それは、すべてを知

り愛している神が思い付く救いの計画のタイプですか？ 聖書は誰もが今救われるという考えを

支持していますか？ もしそうでなければ、それは公平でしょうか？ 

神はすべて知っており、すべての力があり愛であるので（ヨハネ4：8,16）、永遠の苦しみのた

めに生きてきた人の大半は神様が予定していたでしょうか？ 

いいえ。 

確かに神は実際に働く計画を立てるのに十分な賢さを持っています。 

ローマ人への手紙9章14-15節 

14は、我々はその後、何を言おうか。 神に不義がありますか？ 確かにそうではありません

！ 15彼はモーセに言うために、「私は慈悲を持っています誰に慈悲を持っています、と

私は思いやりを持っています誰に同情を持っています。」 

私たちは、旧約聖書の中で神がイスラエルの一部を選ばれたことを知っています。 もし残りの

人が永遠の拷問に罰されれば、その愛はどうですか？ 

神は「すべての人が救われ、真実の知識になることを望んでおられる」（テモテ第二2：4） こ
の時代に全員が呼ばれたわけではない理由は、ほとんどが救われるべきではないと主が答えて



、最後まで真実に耐えられることを知っていたからです（参照、マーク13:13、ルカ8：5-
15）。 しかし、それは今呼び出されていない人たちがすべて切断されて失われたことを意味す

るものではありません。 

聖書は、この時代には多くが意図的に盲目になっていると教えています（ヨハネ12：37-
40、イザヤ44:18）。 この時代に目が見えなかった人々にはチャンスがあります（参照、ヨハネ

9:41;イザヤ42：16-18）。 通知： 

14は、私は再びこの人々の間で素晴らしい仕事を行います... 24これらも精神で誤った人は、

理解に来る、と訴えている人は教義を学びます。 （イザヤ29：14,24） 

神には偏っていません（ローマ2:11）。 「地球のすべての終わりは、われわれの神の救済を見

る」（イザヤ書52:10）というすべての人のための機会があります。 

この最初の復活の一部ではなく、「死者の残りの部分」（黙示録20：5）は、千年紀が終わった

後に復活します。 これは肉体的な復活であり、彼らの希望が絶たれたと感じる人たちを巻き込

むでしょう（エゼキエル37：1-14）。 

彼らは罪で有罪判決を受けますが（黙示20:12;ローマ3:23;ペテロ1：1参照）、「裁きを勝ち誇

った」（ヤコブ2:13）。 神はすべての肉体に賛美します（エレミヤ25:31;イザヤ3:13）。多くの

人が答えます（イザヤ65:24）。 すべての人がその申し出を受け入れるわけではありませんが、

これは2番目のチャンスではありません（本当にチャンスがあり、神の聖霊を完全に拒否した者

はマーク3時29分に赦される機会を得られません）。 最後の偉大な日は、これを示すのに役立

ちます。 

以下も考慮してください： 

苦悩の日に私の避難所19主よ、私の強さと私の要塞は、異邦人は地の果てからあなたに

来ると、言う「確かに私たちの父親が嘘、無価値と不採算のものを継承しています。」 
20人は神ではない、自分自身のために神々を、作るのだろうか？ 21「それゆえ見よ、私は

この一度、私は彼らが私の手と私のかもしれないが知っていることになります、彼らが

知っていることになります。そして、彼らは私の名前が主であることを知るであろう（

エレミヤ16：19-21）。 

17彼は神、彼の彫刻が施された画像になり、それの残りの部分。 彼はそれの前に落ちて

、それを礼拝し、それを祈り、「あなたが私の神であるので、私を届けなさい」と言う

。 18彼らは知っているにも理解していません。 かれは目を閉じて、見ることができない

ように、また心を理解することができないようにする。 ... 22私は厚い雲、あなたのそむ

きの罪、そして雲のように、あなたの罪のように、消されています。 私はあなたを償い

ました。 （イザヤ44：17,18,22） 

イスラーム教徒（イザヤ44：17-
18）を含む偽の伝統を受け入れた人々でさえ、最初の本当の救いの機会が与えられます（イザ

ヤ44:22）。 アフリカ、ヨーロッパ、アジア、南北アメリカ、そしてイエスと、王国の真の福音

を聞いたことのない島々、そして神はこれを前もって思いついて計画を立てていました（ロー

マ11：2）。 



神の継続的な教会で我々は（詩篇68:20）「私たちの神は救いの神である」ことに同意し、彼が

実際には相対的な数よりも多くの作品救いの計画を持っていることを教えます。 

人間が救われることができるのは、天に唯一の名前です（使徒4:12;イザヤ43:11参照）。それは

イエス・キリストです（使徒4:10;ヨハネ3:18）。 人類のほとんどは、イエスについての真実と

神の国の福音を聞いたことがないので、すべての肉が救いを見るであろう「（詳細については

、当社の無料小冊子www.ccog.orgで神の国の福音を参照）、および（ルカによる福音書第3章6
節）、この世にも来る時でも、すべての人が救いを得る機会があります（マタイ12：31-
32;ルカ13：29-30参照）。 

2番目の復活後に到来する未来の時代は（その時の真のキリスト教徒は黙示録20：5-
6の最初の復活時に育てられた）、白い玉座の判断の時代を含んでいます（黙示20：11-
12）。イザヤ書（イザヤ書65:20）、ローマ正教会の正教会の聖者イレネオス（に対して異端、

本V、第34章、2〜3節、4節）、 この特定の年齢は約100年もかかると指摘した。 

この考えは、中世においても、審理官の（バーナード：調査官の手引、第5章）によって報告さ

れたように、ローマ教会が迫害された人々によってまだ保持されていました。 

この教義は、20 世紀には、神のラジオ/世界の教会によって教えられ、それはまだ神の継続的な教

会によって教えられました。 

神の救いの計画 

聖書の聖なる日々を維持することは、真のキリスト教徒に神の本当の救いの計画を思い出させ

ます。 神の継続教会は、このに関する神の計画は彼のお祭り（レビ記23：37）の遵守によって

レイアウトされている方法を理解しています。 

神は、神に崇拝するために異教の習慣が使われることを望まないと明確に教えています。 

29あなたの神、主は、あなたが滅ぼされる国々をあなたの前から切り落とし、あなたが

彼らを置き去りにして彼らの土地に住むとき、30あなたがたの前から滅ぼされた後、あ

なたが彼らの神々の後で、「これらの国々はどうやって彼らの神々に仕えましたか」と

は問いません。 私も同様にします。 31あなたはあなたの神、主をそのように崇拝して

はならない。 主が憎んでいるすべての憎まれのために、彼らは彼らの神々に行ったこと

があります。 彼らは彼らの息子たちも火の中で彼らの神々に焼き尽くすからです。 32
あなたが何を命じても、それを観察するように注意してください。 あなたはそれに加え

たり、それを取り除いてはならない。 （申命記12：29-32） 

異教徒の礼拝の習慣と聖書の崇拝の習慣を組み合わせる者は、神の救いの計画をあいまいにし

、一般的にそれを理解しません。 

新約聖書は、使徒パウロが聖書の聖なる日々を観察したことを示しています（例えば、使徒18:
21; 20：6,16; 27：9;コリント5：7-8,16：8）。人。 

パウロは、特に異教の習慣を聖書の慣習に取り入れたと非難しました（1コリント10：20-
23）。 パウロは自分の人生の終わり近くに、ユダヤ人が必要としていたすべての習慣を守らな

ければならないと述べました（使徒28：17-19;使徒21：18-
24参照）。それはレビ記に記されている聖別の日々 23。 



原則として、グレコローマ教会は、使徒パウロがイエスを模倣する模倣（コリント第一11：1）
や、使徒ヨハネがイエスとイエスの歩こうと歩み続けようとしている忠告に従わない。 、18-
19）、それは聖書の聖なる日々をすべて保たないからです。 また、これらの教会は通常、使徒

たちが反対した礼拝カレンダーで異教徒の習慣を結合しています（コリント第一10：20-
23;コリント第二6：14-18;ジュード3-4,12;ヨハネ2：6）。 

神の聖なる時代を守ることによってではなく、聖書以外の代用物ではなく、多くの人が、罪が

本当に私たちの生活から外れている必要があることを認識していません。来るべき年齢、およ

びこれまでに住んでいたほとんどの人は後の収穫で救われるでしょう。 

神の聖なる日は、ほとんどが理解できない救いの計画の一部を描いています。 それはすばらし

い、愛情のある計画です。 

9.誤訳と安息日 

なぜイエスを信じる者のほとんどが聖書の聖なる日々を守らないのですか？ 反ユダヤの感情、

妥協、無知、そして伝統に関する誤った考え方に加えて、誤訳は多くの人々が神の祭りを観察

する必要があると受け入れることを望んでいない理由です。 

通常、聖書の聖なる日々が終わったという「証拠」として人々が指摘しがちな誤った翻訳/誤解

された言葉がいくつかあります。 

コロサイ2：16-17 

おそらく、聖書の最も一般的な部分は、安息日と聖書の聖なる日々が廃止された「証拠」とし

ばしば引用されていますが、コロサイ2：16-
17です。 ですから、それを少し誤って調べてみましょう： 

16 だれが、そのため肉、または飲み物で、またはの点であなたを判断していないしてみ

ましょう、または新月の、または安息日日の：17来るものの影です。 しかし、体はキリス

ト（：16-17、KJVコロサイ2） です 。 

上記の翻訳が近くにあり、しかし、それは本来のギリシャ語にはない単語（KJVの翻訳者はイ
タリック体である置く理由である）「である」と付け加えました。 

真に文字通りの翻訳は、それがそこにないので、それを放棄するでしょう。 17節のため の強

力な訳語 番号や関連語を 注意してください ： 

3739. 2076 4639 ... 3588 ... 3195 .... 3588 1161 4983 9999 3588 5547  
来るべきものの影です。 ...。 だけど…。 体の............ ...キリスト。   

9999は、聖書の言葉には単語がないことを意味することに注意してください。この言葉は、こ
の聖文にはありません。 

同じ3つ の強力な 言葉（＃4983、3588、および5547）は新約聖書の中で他の4回使用し、それ

らの時にKJVは、ローマ人への手紙7（「キリストの体」としてそれらを変換している ので ：4



; 1本のコリント10：16;コリント12:27;エペソ人への手紙第4章12節） - 
NKJVのように、KJVもそうするべきです。 

したがって、それらの翻訳者が単に自分と一貫していれば、コロサイ2：16-
17を国家に（そしてカッコまたはカンマを含む）翻訳したでしょう： 

16 したがって 、飲食やお祭りのか新月のか、安息日17（それらのものが来るべきものの影され

ているため）が、キリストの体の遵守に関していかなる人の裁判官にあなたを聞かせて

いません。 

つまり、「キリストの身体」（教会、コロサイ1:18）の外にいる人は、聖なる日についてあな

たを判断させるのではなく、真の教会そのものだけを教えてください。 コロサイ2：16-
17は、安息日と聖なる日々が終わったと言っているわけではありません。 

ミラノの初期の正教会のアンブローズも、コロサイ2章17節がその詩に次のようなコメントを書

いているように、「キリストの体」を指していたことを認めています。 

私たちは、キリストの体を求めましょう。キリストの体は、真理があります。 （ミラ

ノのアンブローズ、第2巻、復活の信仰、第107節） 

現代のギリシャ語の翻訳者は、表現が本当に意味することをしばしば無視しているのは残念で

す。 

聖なる日々がなくなったと主張する誤訳に依拠することは、貧しい注釈（聖書的解釈）です。 

ガラテヤ4：8-10 

別の一般的な反対は、聖なる日々を守ることです、ガラテヤ4：8-
10です。 いくつかのプロテスタントは、これを使って、聖書の日付は観察されないと言います

。 ですから、実際に教えられていることを見てみましょう。 
8 しかし、あなたは神を知らなかったときに、確かに、あなたは自然に神々ないものを

務めました。 9しかし、今、あなたが知っていた後、神、あるいは、むしろ神に知られ

ており、どのようにそれはあなたが奴隷であることを再び望むために、あなたが弱いと

要素に再び電源を入れているのですか？ 10あなたは日と月と季節と年を観察します。 

反聖歌の議論にはいくつかの問題があります。 

一つは、ガラテヤ人が異邦人であったことです（後の節で述べられているユダヤ人がいたよう

ですが）が、変換する前に聖書の聖なる日々を守っていませんでした。 

さらに、聖書が聖書の要求を「乞食的要素」と呼ぶ方法はありません。ガラテヤ人が「本来神

ではないものに仕えた」ため、パウロは、異教徒の儀式に対して明確に警告していました。 

もう1つは、カトリック教徒/プロテスタント/東方正教会は、数日から数年（日曜日、復活祭、

クリスマス、新年）を頻繁に見ていることを考慮する必要があるので、宗教の日がないと感じ

たら何も観察しないでください。 



ガラテヤ人への手紙第4章8-
10節は、聖書の聖なる日々とは離れているのではなく、聖書以外の戒めに執着することに対す

る警告です。 

七日目の安息日はどうですか？ 

七日目の安息日は、レビ記第23章に列記された神の祭典の最初のものです。年に1回の聖なる日

ではありませんが、簡単なコメントが整然としているようです。 

今週の第七日、聖書の安息日は、今や土曜日と呼ばれています。 日曜日は週の第七日に特定の

カレンダーに表示されますが、実際は日曜日が週の最初の日です。 新約聖書は、使徒たちと忠

実な人たち（使徒13：13-15,42-44; 17：1-4; 
18）と同様に、イエス様（ルカによる福音書第4章16節、21節、6章6節、13章10節） 
：4;ヘブル人への手紙第4章9-11節）は七日目の安息日を維持しました。 

多くの人が、第七日目の安息日は新約聖書の中で禁じられていないと主張しているので、今日

もそれを維持する必要はありません。 しかし、その主張をする唯一の方法は、聖書の誤訳に頼

ることです。 オリジナルのギリシア語、元のアラム語、そして元のラテン・ヴルゲーテである

と信じられているものを見ると、7日目の安息日がキリスト教徒のために命じられていることは

、これらすべての言語において明らかです。 

聖書の特定のカトリックとプロテスタントの翻訳によれば、七日目の安息日は、神の従順なキ

リスト教徒のために残ることでした。 

彼のために4は 、このように約7日どこかで語られた「神はすべての彼の作品から七日目

に休みました」。 5と、再び、以前の場所に言及して、「彼らは私の残りの部分に入力

してはならない。」6ので、それが原因で不服従のいくつかは、それに入りますと、以前は

良いニュースを受け取った人は入らなかったことに変わりはないので、.. 9そこで、安息

日の残りの部分は、まだ神の民のために残っています。 10そして、誰でも神は彼から行

ったように、彼自身の作品からかかっている、神の休みに入ります。 11したがって、誰

もが不服従の同じ例の後に落ちないことができるように私たちは、その休みに入るよう

に努力しましょう。 （ヘブライ4：4-6, 9-11、NAB） 

4どこかのために、彼はこれらの言葉には、七日目について話しました：「そして、七日

目に神はすべての彼の仕事から休みました。」 5そして再び彼は言う上記通路に、「彼

らは私の残りの部分を入力したことがないものとします。」 6それはまだいくつかは、

その休みに入ることに変わりはない、と以前は彼らに説教福音を持っていた人たちは、

その不従順で、中に行かなかった...が残っ9、そして、神の民のための安息日、残り; また

、神の休みに入る人のため10は、神が彼からやったとして、彼自身の仕事からかかっていま

す。 11誰もが不服従の彼らの次の例で落ちませんように、私たちは、それゆえ、その残

りを入力するためにあらゆる努力をしてみよう（ヘブル4：4-6, 9-11を、NIV） 

新約聖書には、クリスチャンが七日目の安息日を保つことが明確に述べられています。 霊的成

長と個人的な若返りを可能にすることに加えて、安息日はまた、神の千年の休息の来る時間を

描いています。 

多くの人は、七日目の安息日は聖なる日であるとは考えていませんが、聖書はそうしています

（レビ記23：3; 出エジプト20：8; 



イザヤ書58:13）。 新約聖書はそれを守らないこと（ヘブライ4：4-
11）にもかかわらず、「空の言葉」（エペソ人への手紙第5章26節）には多くの理由があります

。 

アンティオキアの二世紀のイヌナティウス司教は、安息日の7日目を日曜日に置き換えないと言

いました（ティエル・B・イグナティウスと安息日）。安息日センチネル、ボリューム69（3）
：18-21 、2016年とティエと安息日の詳細。安息日センチネル、ボリューム70（2）：15-
17、2017）。 古代の文書がディダケー呼ばれました（。ティールザ・ディダケーと安息日安息

日センチネルを、巻69（2）：10、19-20、2016）。 

教会の歴史に関する詳細文書化については、 真のキリスト教会が今日ある小冊子をチェックし

てください！ そしてwww.ccog.orgで神の教会の継続的な歴史 。 

10.悪魔の祝日の再パッケージ 

クリスマス、イースター、および他の宗教的な日々は、キリストの多くの教授が観察すること

はどうですか？ 

彼らは聖書から来ますか？ そうでない場合、彼らはどこから来ますか？ 聖書によれば、もしあ

なたがそれらを守っていれば、それは重要なのでしょうか？ 

世界の教会が支持する多くの休日がありますが、それらのすべてがそれらのすべてによって支

持されているわけではありません。 歴史のなかで、いくつかの教会は時々、同じ休日を支持し

、時には非難されることがあります。 

各休日とその起源に関するすべての詳細に入るのはこの小冊子の範囲を超えていますが、現実

には、多くの場合、当初は異教徒の神/女神を敬う意図があったため、または名前を変更しまし

た。 

グレコローマン神学者たちは時々のために異教や不適切とこれらの休日を非難していることを

知って驚くだろう多くのクリスチャン-
にもかかわらず、様々なグレコローマン教会は21 世紀にそれらを推進しているという事実。 

新年の日ヤヌス（時間の神）と激しいです（浄化と幸福の女神） 

聖書は、春に年を開始します（ 出エジプト記 12：2）、しかし、一般的に元旦は現代のカレン

ダーに1月1 日に観察されると呼ばれるもの。 後半の2 番目の世紀の広告では、グレコローマンの

神学者テルトゥリアヌスは、それのバージョンを祝ったキリストを公言する人を非難しました

。 しかし、それは祝うことを望んでいた多くの人を止めませんでした。 

カトリック百科事典は、 報告されます。 

クリスチャンの作家と評議会は、祭りに関係する異教徒と過度を非難しました。年初に

祝われました：テルトゥリアヌスは、正月を主宰した女神のストレナ（激しいです 
（オウィディウス、ファッティ、185-90参照） - 
友好的な性交の単なるトークンとして（デッドアイドル、xiv）。 （ティアニー新年の

日、カトリック百科事典第11巻、1911） 



487年頃、ギリシア・ローマ人は1月1 日に「割礼の饗宴」を採用するように見えました。 しかし

、これはすべての異教徒の活動を止めませんでした。 

カトリック百科事典ノート ： 

私たちの日でさえ、新年の開かれた世俗的な特徴は、万事の宗教的遵守を妨害し、聖な

る日の神聖な性格を持つべきものを単なる休暇にする傾向があります。 聖アウグスティ

ヌスは、異教徒とその日を祝うキリスト教の方法の違いを指摘しています。異教徒の祝

宴と過度は、キリスト教の断食と祈り（PL、XXXVIII、1024 sqq; 
サーメ。cxcvii、cxcviii）によって告発されました。 （Ibid） 

それはまた、 

...オセール評議会（することができます。私は）キリスト教徒ストレナジアバルカスの
観察を禁じ第六世紀の終わりに向かって。 

表現ストレナジアバルカスはおよそとしてラテン語から英語への翻訳観察する「悪魔の新しい

時間を観察する。」新年の決議を一度異教の女神のために与えられた祈りと実践に関連してい

る可能性が高いです。 

1月1 日は、聖書の休日ではない、とさえローマの教会は悪魔のようにその属性の一部を禁じられて

います。 

バレンタインデーファウヌス/パン（群れと肥沃の神） 

聖書にはバレンタインデーのような休日はありませんが、多くの人がそれを観察しています。 

カトリックの源がそれについて書いたものはここにあります： 

聖バレンタインデーのルーツは、2月15日に祝われたルペルカリアの古代ローマ祭りに

あります。800年の間、ローマ人はこの日をルペルーカス神に捧げました。ルペルカリ

アでは、若い男性が宝くじで若い女性の名前を描き、その女性を今年の性的仲間にして

おくだろう... 

カトリック教会は、もはや正式に聖バレンタインを尊重するが、休日はローマ・カトリ

ックと根の両方を持っています 。 （聖バレンタインデーの起源、http：//www.american 
catholic.org） 

異教のルーツと性的搾取の日は、確かにキリスト教徒が観察する日ではありません。 このタイ

プの行動は、新約聖書の中で警告されました（コリント第一6章18節;第4節）。 

バレンタインデーに関するいくつかのイスラムのコメントに注目してください。 

バレンタインデーを祝う理由は、次の理由によるものです。まず、革新的な休日です...
クリスチャンはバレンタインデーの異教徒のルーツを知っていました。 キリスト教徒

は聖バレンタインデーは、イスラム教徒のための教訓であるべき採択の方法は ... 私た

ちは、家族、友人と結婚した人々の間の愛は、そのような一日に祝われる必要はありま

せん... 異教の不道徳な慣行に関連したものを避ける必要があります 。...起源。 （バレ

ンタインデーを祝うことに関する判決http：// www。contactpakistan.com） 



イスラム教徒は、バレンタインデーをキリスト教（明らかに偽の妥協の種）と罪と関連付ける

ことに注意してください。 

言い換えれば、バレンタインデーは、キリストの名を（キリスト教という言葉を通して）異邦

人の間で冒涜させます（ローマ2:24; 
イザヤ52：5）。 異教徒の祝日を守って、「あなたのために神の名を冒涜」（ローマ2:24）を

してはいけません。 

本当のキリスト教徒は悪魔の祝日を再パッケージ化しない（cf.コリント人への手紙第10章21節
）。 

マルディグラ：悪魔のカーニバル 

マルディグラとバレンタインデーのようなカーニバル（以下、ルペルカリアと呼ばれます）は

、異教から来ました： 

毎年恒例の春祭りの最初に記録された例の1つは、エジプトのオシリス祭です。 それは

ナイル川の年間洪水によってもたらされた人生の更新を記念したものです。 アテネでは

、6セントの間。 BC、ディオニュソス神を称える年に一度のお祝いは、フロートの使用

の最初に記録されたインスタンスでした。 ローマ帝国時代にカーニバルは民間の乱れや

怠慢の比類のないピークに達しました。 主要なローマのカーニバルはバカナリア、サト

ルナリア、ルペルカリアでした。 ヨーロッパでは、春の豊饒の祝典の伝統はキリスト教

の時代にうまかった...カーニバルは異教の迷信とヨーロッパの民俗に深く根ざしている

ので、ローマカトリック教会はそれらを踏み外すことができず、ついに教会活動の一部

として多くを受け入れた。 （カーニバル。コロンビア百科事典、第6版、2015年） 

バカニアリーアは、ディオニソスとも呼ばれる神バッカスにあった。 彼は、ブドウ収穫の神、

ワイン造りとワイン、儀式の狂気、肥沃度、劇場、そしてギリシア神話の宗教的エクスタシー

でした。 性的な猥褻は、バカナリアのお祝いの一部でした。 彼の礼拝は、3世紀にグレコロー

マの指導者コモジアヌスによって非難された（コモディアヌス、キリスト教の規律については

、アンテ・ニケネ・父親から、第4巻）。 

アルコール、特にワインはギリシャ文化において重要な役割を果たしました。ディオニソスは

騒々しい生活様式の重要な理由です（ドリンク。ゴッサム書籍、2008、p。11）。 マルディス

・グラスとカーニバルはこれに関連しているようです。 

2世紀後半、ローマカトリック司教と東方正教会の聖者イレナイウスは、彼が書いたように異教

徒のバレンティーノ教徒が肉食祭に参加したことを非難した。 
それゆえに、「最も完璧な」者たちは、恐れなしに、「このようなことを行う者は神の

王国を継ぐことはない」と聖書が保証するあらゆる禁じられた行為に自分自身を耽溺さ

せます。 例えば、彼らは、このようにして汚れを収めることができないと想像して、

アイドルを犠牲にして提供された肉を食べることについて誇りを持ちません。 そして

、再び、アイドルの名誉で祝われたすべての異教徒祭りで、。 。 。 他の人たちは、精

神的なものが霊的なもののために提供されている間、肉体の性質に許容されるべきであ

ることを維持しながら、最大限の貪欲で肉の欲望に自分自身を産む。 彼らの中には、

また、ある人が迷ってしまった女性たちによって頻繁に告白されたように、神の教会に



帰ってきた時に、彼らが上記の教義を教えている女性たちを汚す習慣があります。残り

のエラーと一緒にこれを認めます。 （イレネオス。異端者に対して、本1、章6、詩3） 
その後、正統派のカトリック教徒の謝罪師アルノビウス（330）は、異教徒が持っていた断食の

種類に対して警告した。 
エレインゲの賢い子よ、あなたは何と言うのですか？ 何、の市民ですか？ 心は、維持

するのがとても危険なことをどのような言葉で守るか、人に安全を与えるためにあなた

が持っている芸術や負傷者を致命的に知っていることを熱望しています。 これは間違

った不信ではなく、あなたは横たわっている告発でも攻撃されません。あなたのの不名

誉は、基本的な始まりと古代文学の記録の両方によって、神聖なもの、 - 
"私は断食し、ドラフトを飲んだ。 私は神秘的な手のひらから取り出して、籐のバスケ

ットに入れました。 私は再び受け取り、小さな胸に移した。 （アルノビウス、異教徒

に反対、第5章、第26章） 
アルノビウスは「マルディグラ」の宴会に続いて速いことを警告するように見えた。 

木星の饗宴は明日です。 木星、私は、夕食、と大きな宴会に満ちていなければならな

い、と空腹で食べ物の熱心な渇望で長く満ちている、通常の間隔の後に空腹。 （アル

ノビウス、異邦人に対する、第Ⅶ章、第32章） 

したがって、初期の作家は、異教徒の偶像崇拝との関係のために、のように聞こえる休日を非

難しました。 

聖書は教えています： 
13私たちは一日のように、ではないお祭り騒ぎと酩酊ではなく、好色と欲望ではなく、

争いとねたみに、適切に歩いてみましょう。 14しかし、主イエス・キリストの上に置く

と、その欲望を満たすために、肉のための準備をしません。 （ローマ13：13-14） 

聖書は喜びを非難するわけではありませんが、マルディグラと関連する儀式は聖書に反するも

のです。 ボリビアでは、彼らはそれを「悪魔のカーニバル」と呼び、サタンを彼らの神として

公然と崇拝しています！ 

悪魔のカーニバル毎年春、オルロはカーニバルモードに入ります...ハイライトの1つは悪

魔のダンサーです。その伝統は独特の悪魔の崇拝に由来しています。 オルロは鉱山の

町で地元の人々は地下鉄の時間を費やして、地下世界の神を採用することに決めました

。 キリスト教の伝統は、これが悪魔でなければならないと指示しており、オルロ忠実

な者はサタン、すなわちサペイを彼らの神として採用しました/ 
Frommes。http://events.frommers.com/sisp/  
index.htm？fx = event＆event_id = 5769） 

は悪魔の休日であり、確かにキリスト教のものではありません。 それはイエスや彼の初期の忠

実な信者のいずれにも保たれませんでした。 

レンタル：無煙パンとペンテコステの日々の倒錯者？ 

はどうですか？ 



「貸し手」という言葉は春の季節を意味しますが、現在はマルディグラの直後の冬に主に観察

されています。 

世界のブック百科事典は述べています： 

春は春に見られる宗教的な季節です。灰の水曜日、イースターの40日前から始まり、日

曜は除き、復活祭の日曜日に終わります（ラム貸した、ワールド・ブック百科事典、50
。1966）。 

灰水曜日はどうですか？ 

まあ、元のキリスト教徒でも、聖書の聖なる日でもありません。 

カトリック百科事典は、 報告されます。 

灰の水曜日 の名前は、 それがローマン・ミサでクマ（灰の日）はグレゴリオ聖礼典の

最古の既存のコピーで見つかった、おそらく少なくとも8世紀にさかのぼるされ 死亡し

ます 。 

この日、古代の習慣に従ったすべての忠実者は、ミサの始まり前に祭壇に近づくように

奨励されています。そして、司祭は、以前に祝福された灰に親指を浸して、額に印をつ

けます（水曜日、カトリック百科事典1907 ）。 

だから、ローマの教会は、8 世紀に正式に採択されました。 

額に灰の十字架を置くという考えは、太陽神の崇拝や他の異教の形態から来ていることにも留

意すべきである。 

今度は、彼らの額にがあるだろう。 キリスト教の灰水曜日の額に作られた灰の十字架と

の類似点は印象的です。 これは、カルトから借り入れた初期のキリスト教徒の例である

ことを示唆している人もいます。 他の人たちは、両方のカルトが同じプロトタイプを描

いていたことを示唆しています。 （スラの謎：キリスト教の世界を形作った異教徒の信

念。、2005、p.36） 

灰の水曜日このキリスト教の祭典は、ローマの異教徒から来たもので、順番にそれはヴ

ェーダのインドから取ったものです。 灰はすべての罪を赦す力を持って火の神アグニの

種と見なされました... 
3月のローマの新年の贖いで、人々は荒布を身に着け、罪のために償いをするために灰

を浴びました。 それから、今年の大晦日は、翌日、すべての罪が一掃されるという理論

に基づいて、食べ、飲んで、罪を犯すお祭りでした。 3月の瀕死の神として、火星は彼

の崇拝者の罪を彼と一緒に死に連れて行った。 したがって、カーニバルは火星の日であ

るマーティスに落ちた。 火星はサクソン神と関係していたので、英語では火曜日だった

。 フランス語では、カーニバルの日は、灰の水曜日の前のメリー・メイキングの日であ

る「火曜の火曜」と呼ばれた。 （女神の神話と秘密の百科事典、、1983、pp.66-67） 

40日のレンテン・ファーストはどこから来たのですか？ 



聖書は、50日間を数えることを指示しています。それは私たちがペンテコステという名前を得

る場所です。 4世紀から6世紀にかけて、グレコローマ人は、ラマダンのイスラムファスト（パ

インズ、p.32）に似ていた50日間の速さを保っていました。 時間が経つにつれて、これは1つ
以上の（通常は食品）アイテムの40日間禁酒に変わった。 

初期のキリスト教徒はもちろん、5世紀にカトリック教徒の聖職者アボット・カッシアン（アボ

ット・カッシャン） 
あなたは原始的な教会がその完成度は切れ目のない保持限り、四旬節のこの遵守が存在

しなかったことを知っている必要があります。 （カッシアン・ジョン、カンファレン

ス21、アボット・テオナスの第一回会議、祝祭日の救いについて第30章） 

従って、彼はLentが加えられ、元の忠実な者がそれを保有しなかったことを認めた。 

使徒パウロは、過越祭と無酵母の日々を守るよう呼びかけました（コリント第一5：7-
8）。 しかし、彼はというもののためにそうしなかった。 しかし、無酵母の日は、パン種から

7日間の「速い」ものであるため、多くの人がイースターを呼び寄せる頃には、ローマとエジプ

トの関係者の一部は禁欲期間が適切であると感じているかもしれないが、彼らが棄権したもの

だけでなく、さまざまなものがありました。 

ソクラテス奨学金は、5世紀に書いた： 

復活祭の前の断食は、異なる人々の間で異なって観察されることがわかります。 ロー

マの人々は、土曜日と日曜日を除いて、復活祭の3週間連続して急いでいます。 イリー

リカやギリシャ、アレクサンドリアの人々は、6週間の速さで、「40日間の速さ」と言

います。 イースターの前の7週目から断食を開始し、3日間だけ断食をしている人もい

れば、それは間隔をあけて断食をしても、その時間は「40日間の速さ」と呼ばれます。

 ...いくつかのファンシーによれば、ある人はそれのために一つの理由を割り当て、他の

人は別のものを割り当てる。 食べ物からの禁欲の方法や日数についても意見が分かれ

ています。 いくつかの人は人生を持つものを全面的に控えます。他の人はすべての生

き物の魚だけを食べます。多くは魚と一緒に食べ、鶏も食べて、モーセによれば同様に

水から作られます。 いくつかの人は卵から、そしてあらゆる種類の果物を控える。他

の人は乾燥したパンのみを食べる。 まだ他の人はこれを食べません：他の人は9時間ま

で断食をしていますが、その後は何の区別もなしに食べ物を取るのですが...誰も権限と

して書かれた命令を出すことはできません...（ソクラテス・スコラテウスス、第22章） 

使徒たちはいろいろな必要条件を持っていても、断食が異なっていなかったでしょう（1コリン

ト1：10,11：1参照）。 40日の短冊の断食は、すべての食物と水がなくなったという聖書の40
日の断食とは異なります（出34:28、ルカ4：2）。 

貸し手の起源に関して、ある学者が書いたことに気づく： 

バビロニアのイシュタルの崇拝者と、偉大なエジプトのメドトリアル・アードニスまた

はオシリスの崇拝者によって、40日間の貸しが観察されました。異教徒の間では、この

レンツ・ピリオドは大きな年次（通常は春）に欠かせない暫定的だったようです）フェ



スティバル。 （聖書の見解、1995、p。108）聖書と歴史における神の祭典第1部聖書の

展望 

エジプトやギリシャのアレクサンドリアから来た40日の速報のアイデアは、異教徒の女神イシ

ュタルに関連している可能性が高いです。 バビロニア人がギリシア人とエジプト人を引き継い

だので、彼らはこの練習を始めたのかもしれません。 

初期のキリスト教徒は無酵母の日々を観察していたので、再パッケージ化された異教徒のファ

ストは明らかにグレコローマ人によって様々な方法で置き換えられました。 

使徒パウロは、異教の戒めに関わることに対して警告しています。 
14は 不信者との不均一なチームで自分を利用しないでください。 どのように正直さと法

律違反はパートナーになることができますか、明暗が共通することができますか？ 15は、

どのようにキリストはとの合意に来ることができるし、信者と不信者の間でどのような

共有が存在することができますか？ 16神の神殿は、偽りの神々と妥協することはできま

せん、それは我々が何であるかである-生ける神の寺院。 （コリント第二6：14-
16、NJB） 
19 これは何を意味するのでしょうか？ 偽の神々に食べ物を捧げることは、何にも及ぶ

ということですか？ それとも、偽の神々が何かに掛かるのか？ 20いいえ、それはしてい

ません。 単に異教徒が犠牲を払うときには、犠牲にされたものが神ではない悪魔に犠

牲にされるということです。 私はあなたが悪魔 の と共有する必要はありません 。 21あ

なたにも主の杯と悪霊の杯を飲むことはできません。 あなたは主のテーブルと悪魔の

テーブルで分け合うことはできません。 22は、私たちは本当に主の嫉妬を喚起したいです

。 私たちは彼よりも強いのですか？ （コリント10：19-22、NJB） 

エジプト、ローマの異教、または他の悪魔の出所から、レンテが来なかった1つの場所は聖書で

した。 それは、イエスの最初の信者の初期の伝統から来るものでもありませんでした。 

彼らは異教を混ぜることができるように精神的に十分強いと思う人もいますが、使徒パウロに

よれば、彼らは本当に神の怒りを喚起しています。 

イースター 

多くの人々はイースター（イシュタル）が過ぎ越しになっていると気づかず、臆病者のために

、そしてユダヤ人の憎しみのために日曜日に移動しました（pp。101-103）。 

プロテスタントの学者が2世紀について報告したことを尊重したことに注目してください。 

このフェスティバルで最も重要なことは、過ぎ越しの日、ニッサンの14日です...それで彼らは

無敗のパンを食べました、おそらくユダヤ人のように、8日間...毎年の復活の祭りの跡はありま

せん...アジアのクリスチャンマイナーは、第14回ニサンからジョンへの過ぎ越しの荘厳さに賛

成しました。 （ジーゼラー、ヨハン・カール・ルートヴィヒ。教会史のテキストブック。ハー

パー＆兄弟、1857、p。166） 



キリスト教徒があるため、ローマ当局の目にはユダヤ人であるため反乱の身を遠ざけるしたい

の、ニサンの14 日に過越祭を保って、エルサレム、ローマとアレクサンドリアのギリシャ・ロ

ーマ（ただし、小アジア）の多くを日曜日に切り替えることを決めた。 最初は、彼らは過ぎ越

しのバージョンを保ちました、そして、それは復活の休日を保たれませんでした。 

スナイダーの次のことにも注意してください。 

最初のキリスト教徒はユダヤ人の過ぎ越しの月の日にパシュアの食事（聖体）でイエス

の死を祝った（注1：コリ5：7-8）。 

最初は、復活の年次祭典はありませんでした。 結局のところ、異世の世界では、復活

の日がパスチャ祭に追加されました。 その日は日曜日だった。 （アイルランドのイエ

ス、ローマのイエス様：初期のアイルランドのキリスト教の形成、トリニティ・プレス

・インターナショナル、2002年、183ページ） 

アジアの若者やその他の地域の一部が日曜日に日付変更に伴われなかったため、コンスタンテ

ィヌス皇帝を崇拝するミトラはグレコローマ人の日曜日に宣言したニケア評議会と呼ばれた。 
コンスタンティヌス自身はそれから、 

それで、憎むべきユダヤ人の群衆と何の共通点も持たないようにしましょう。 私たち

は救い主から別の道を受けています。 （ユーセビアスのコンスタンティンの生涯、第II
I章18章）。 

キリスト教徒は、多くのユダヤ人がそうしようとしているからといって、ユダヤ人を憎んでは

いけません。 

イエスは、ユダヤ人の人種が忌み嫌われている（ユダヤ人であった）人でも、ユダヤ人の人生

が忌まわしい人でもないこと、また、ユダヤ人の人生が忌まわしい しかし、太陽を崇拝するコ

ンスタンティヌスはそうでないと結論づけました。 そして、日曜日の遵守は現在、イースター

として知られています。 しかし、太陽を崇拝する習慣とあまりにも「ユダヤ人」と考えられて

いた習慣の回避が、本当にイースターがそれがある時に観察される理由です。 

イースターの卵、イースターのウサギ、イースターの火のような多くの行為は、ローマカトリ

ックの資料による異教徒のものでした（ホルウェックFGイースター、カトリック百科事典、ボ

リュームロバートアップルトン会社、1909）。 

英国国教司教のライトフットは次のように書いています。 

...アジア小教会は、イースターフェスティバルをユダヤ人の過越祭によって規制してい

ましたが、ローマとアレクサンドリアとガウルのものは別のルールを見ました。したが

って ユダヤ教のさえ姿を回避することができます 。 （ライトフット、ジョセフ理容師

。ガラテヤ人への聖パウロの手紙：はじめに、ノートと論文とともに改訂されたテキス

ト、マクミラン出版、1881、pp。317、331） 

名前はイースター？ これは、日の出の女神と '天の女王'イシュタルのです： 



彼女は肥沃度と戦争の女神の両方だった。 ...イースターやセレネはセミラミス血液のた

めの欲望を持っていた戦士女王によって設立古いバビロニアのセックスカルトの同じ崇

拝は有効です。 （ハミト人の顔のクッシュ顔株式会社、2010、p。164） 

は惑星の人格化として見られ、太陽神、そして、月神と一緒に、彼女は恒星三つ組を形

成した。 （リトルトン神、女神、神話、巻6、マーシャルキャベンディッシュ、2005 
p.760） 

聖書は「天の女王」に奉仕することに対して警告しています。 

17あなたは彼らがユダの都市で、エルサレムの街で何を見ていないのですか？ 18子どもた

ちは木材を集め、父は火を、そして女性は天の女王のためにケーキを作るために、生地

をこねます。 彼らは他の神々に飲み物を注いで、わたしを怒らせてしまうでしょう。 
（エレミヤ7：17-19） 

ケーキは「ホット・クロス・バンズ」（プラット・ソーシャル・ライフの心理学、1922年、71
頁）に類似していた。 天国の女王？ 

天の女王 （V 18） にエレミヤ7 ... ケーキ 。 おそらく、バビロニアの豊饒 - 
女神、惑星の金星の女神への言及。 （ウィクリフ聖書解説、電子データベース。著作権

（c）1962ムーディー・プレス） 

クリスチャンは、聖書が非難する偽善の女神の後に休日を命名すべきではありません。 それで

も、キリスト教を信じる人の大部分はそれに問題がないようです。 

木曜日と聖体拝領ホスト 

過ぎ越しのための別の代用品として、いくつかは木曜日にを保ちます。 ここではカトリック百
科事典はそれについて教えの一部です： 

木曜日の午前（または聖）の饗宴は聖体拝領の施設を厳粛に記念し、聖週間に特有の儀

式の中で最も古いものです。 ローマでは、この記念日に様々なアクセサリー式典が早期

に追加されました...それは典礼機関設立記念日です。 ... 

聖なる木曜日は、楽しい人格の連続式で取り上げられました。 新生児のバプテスマ、懺

悔者の和解、聖なる油の奉献、足の洗髪、祝福された聖体拝領の記念...（レクレック木

曜日、カトリック百科事典第10巻：ニューヨーク：ロバートアップルトン会社、1911） 

本質的に「聖体の施設」は、過ぎ越しに関連したイエスのシンボルの変化を指すと考えられて

います。 ローマ教会は、それが毎年のイベントであり、フットウォッシュが実践されたという

儀式をそれに加えたことを認めています。 ローマ教会は、他の場所では、一般人が足踏みをし

ていたことを認めていますが、 それはもはやその習慣ではない（サーストン足と手の洗濯、カ

トリック百科事典第15巻、ニューヨーク：ロバートアップルトン会社、1912）。 

現在ローマ教会で使用されている「聖体宿主」は、元のキリスト教徒とは異なります。 

カトリック百科事典は、教えて： 



聖餐式の奉献を受ける予定のパンは一般に宿主と呼ばれ、この言葉は犠牲のパンとワイ

ンにも同様に適用されるかもしれませんが、それは特にパンに捧げられています。 によ

ると、この言葉はホステスから来ています。敵： 
"敵ホストはあり"は、古代人が彼らの征服した敵を神の犠牲者として提供したためです

。 しかし、ホステリアはに見られるように、ストライキのためにホステルから派生する

可能性があります。最初のキリスト教徒は...単に食糧として使われたパンを使いました

。 それは今日のような形とは少し異なります。 （レクレック 
"ホスト"カトリック百科事典第7巻、ニヒルスタンド、1910年6月1日） 

初期のキリスト教徒は、異教に使われた「太陽」のような円形の宿主ではなく、無形のパンを

使用しました。 

メアリーの仮定 

初期のキリスト教徒はもともとイエスの母マリアを崇拝しませんでした。 では、メアリーの仮

定はどこから来たのでしょうか？ 

基本的には、4世紀の外典文学（おそらくは3世紀後半の早い時期） - 
しかしそれよりも後であっても。 カトリック・エピファニウスはそれを調査しようとしたが、

彼は本当に最初に発展した時期は不明であった。それは異教の崇拝をした女性と明らかに関係

していた（パパリオン・オブ・エピファニウス、78.11.4）。 

古代ローマ人はダイアナ女神にとって1〜3日間の祭りを持っていました。 最初の日、彼女は地

上に来たと言われ、3日目の8月15日、彼らは天国の女王として天国への彼女の前提を明らかに

祝いました。 これは、マリヤの前提のカトリック祭の同じ日です（カー・ウィリアム・フォー

クナーの「ヨナパタワ」：「宇宙の台形の一種」、フォードハム大学出版、1985、p.61）。 こ
の事件は事故や偶然ではないと考えている（グリーン、ローマ宗教、アリシアのダイアナ宗教

、第0巻、問題521-85150、ケンブリッジ大学出版、2007、p。62; 
フレイザーキングシンガー出版、2006、pp.14-17）。 

ダイアナと他のさまざまな女神との関係や、メアリー（フィッシャー=ハンセン、49頁）の見

方がいくつかあります。 しかし、カトリック教徒聖アウグスティヌスは、ダイアナをいくつか

の「偽りの嘘つき神」と呼んでいました（アウグスティヌス、福音の調和、第1章、第25章）。 

これはムハンマドの「処女」娘ファチマが天国に上ったとされるイスラム教の影響のために、

ローマ教会で公式に採択されたと思われる。 「仮定」は聖書の聖なる日ではありません。 それ

は再パッケージ化された「天の女王」（エレミヤ7：17-
19）、異教徒のキャリーオーバーです。 

ハロウィーン/オールセインツの日 

聖人のような人の生と死の記憶を讃えるという考えは聖書に反していないが（裁判官11：38-
40参照）、聖人を崇拝し、それらを犠牲にすることは使徒的教えに反対する。 

サタンはキリストが拝んで礼拝することを望んでいましたが（マタイ4：9）、イエスは拒否し

ました（マタイ4:10）。 彼の信者は彼を崇拝/崇拝するように奨励されていたと伝えられていま

す（アドレナス、に対して異端、本1、章23、詩1-5）。 



使徒ペテロは、サイモン・マガウスを非難しただけでなく、異邦人が礼拝したり、敬意を表す

ることを禁じました（使徒10：25-
26）。 使徒パウロは、異邦人が彼とバナナを犠牲にすることを禁じました（使徒14：11-
18）。 基本的には、使徒たちは彼らが人であると主張しました。 初期のキリスト教徒はこれを

理解していませんでした。 しかし、時間の経過とともに、2世紀後半にいくつかの異端者たち

は遺物を崇拝し始めました。 

主張された聖人の崇拝は、それが使徒行為ではなかったにもかかわらず、4世紀以降のグレコロ

ーマ教会で重大な問題となり始めました。 

次の点に注意してください。 

ケルト族の神、グリーンマン、教会や大聖堂内の二頭頭のようなよく知られた異教徒の

イメージを取り入れることで、教会職員は人々の心に二つの精神的伝統を混ぜて、新し

い宗教の受容を緩和し、新しい方法への古い方法。 

ある本では、上記のステートメントは、ポープ "グレゴリー"大 
"が約600を書いた、以下の切り詰めバージョンに先行しています： 

アウグスティヌスに、彼は神の寺院を破壊する手段ではなく、むしろそれらの寺院の中

の偶像を破壊するべきだと教えてください。 神聖な水で浄化した後、祭壇と遺物を聖

所に入れましょう。 これらの寺院がうまく構築されている場合のために、彼らは真の

神のサービスに悪魔の崇拝から変換する必要があります。 ...そのため、彼らの教会の

献身の日に、あるいは遺物が保存されている殉教者の饗宴に、1回限りの寺院のまわり

で小屋を作り、宗教的な宴会を祝う。 彼らは犠牲にして食べる動物ではない任意のよ

り多くの悪魔の提供として、それだけには神の栄光のために 、すべての物事の寄贈者

として、彼らは飽き飽きしていたために感謝を与えるだろう 。（グレゴリー：アボット

メリトゥスへの手紙、エピスコラ76、PL 77：1215-1216） 

教皇グレゴリーは異教徒の慣習への取り入れを提唱しました。 しかし、聖書はこれと犠牲を悪

魔とみなしています（コリント第一10：20-
21）。 さらに、聖書は、動物犠牲の必要がないというイエスの犠牲の後に（ヘブル10：1-
10）教えています。 上記の「聖人の日」を許可することは、これも異教の遺物であり、本当に

悪魔の祝日であることを示しています。 

多くの人は聖書的に不適切に（1テモテ2：9参照）、時には魔女として（聖書が非難する - 
出エジプト記22：8）、ハロウィーンで服装します。 これは聖書にふさわしいお祝いではなく

、確かに初期のクリスチャンではありませんでした。 

すべての聖人の日は、七世紀に宣言し、以降STと夕方前にハロウィン（メルシャンオールセイン

ツとして知られるようになった11月1日に移動したの日。カトリック百科事典。巻。1.ニヒル19
07年3月1日）。 

10月31日は古代ドルイドが観察した日でした： 

ドルイドと古代ガリアと英国の司祭の秩序は、ハロウィーン、幽霊、霊、妖精、魔女、

そしてエルフの人々が人を傷つけるために出てきたと信じていました。 ...これらのドル

イドの信念から、ハロウィーンのお祭りでは、魔女、幽霊、猫の現在の使用があります.



..ハロウィンの装飾として葉、カボチャ、トウモロコシの茎を使用するという習慣はド

ルイドから来ます。 ヨーロッパの初期の人々はまた、700番台では...ドルイドの休日に

似た祭りがあったが、 すべての聖人の日として11月1日という名前のローマカトリック

教会。 古い異教の習慣やキリスト教のごちそうの日はハロウィン祭りにまとめました 
。 （ハロウィン。ワールド・ブック百科事典、ボリューム.9、シカゴ、1966：25-26） 

カトリックの作家が書いたことを考えることは興味深いかもしれません： 

なぜ、教皇は異教徒の死者のお祝いの上にカトリックの死者のお祝いを置くのだろうか

？ カトリックの祝宴は連続しており、異教徒の祭典の意味を果たしているからです。 
（キリスト教のブライアン、ハロウィン、秋の祝典として、神の名が神聖であることを

思い出させるカトリック・オンライン・インターナショナル・ニュース10/31/06） 

ローマ教会に関連する多くの人々が信仰のために異教の関係を味わい、自慢していることは事

実です。 彼らは、すべての人が教義の源泉とみなされるべき聖書であり（2テモテ3:16参照）、

異教の形態の礼拝を非難する（申命記12：29-32; エレミヤ10：2-6; コリント第一10：21, 
コリント第二6：14-18）。 

クリスマス 

聖書は、イエスの誕生日を含む誕生日のお祝いを決して支持しません。 ローマ初期の教会はク

リスマスも他の誕生日も祝いませんでした。 誕生日の慣例はまだ（異教徒、ブックI、第64章
に反して）アーノビアスで後半3 番目の世紀に非難されました。 

さらに、テルトゥリアヌスは、花輪と贈り物で冬のお祝いに参加することは、異教徒の神々に

見られるようにすることを警告しました。 12月下旬に異邦人によって祝われたとして知られて

いるそのようなお祝いの1つがあった。 

主張された「ラテン神学の父親」は、彼が書いたようにクリスマスに変身したのような冬のお

祝いを非難しました（名前が豊富な異教の神から） 

ミネルヴァは、サターンハリア土星と同様に、ミネルヴァのものです。 土星は土星の

時代にはほとんど奴隷でさえ必ず祝われなければならない。 同じように、新年の贈り

物は捕らえられなければならず、九月堂は守られなければなりません。 真冬の贈り物

と親愛なる親切な祝宴の贈り物はすべて厳密にしなければなりません。 学校は花で飾

られなければならない。 フラメンコの妻と寓話家は犠牲を払う。 学校は指定された聖

日に授与されます。 同じことがアイドルの誕生日に起こります。 悪魔のすべての盛り

上がりが頻繁に起こります。 これらのことは、主人ではない人にも同様に適任者と思

われる人でなければ、キリスト教の主人にふさわしいと思うでしょうか？（奇妙な、偶

像崇拝の章X） 

テルトゥリアヌス時代、ローマ司教ゼフィリヌス（199-217）とカリストゥス（217-
222）は、妥協と腐敗の評判を持っていました（そしてこれはヒッポリュトスのようなローマカ

トリックの聖人によって確認されています（ヒッポリュトス、第IX章、第6章）、教会の中の

異教徒らと妥協した人々を許した。 



ローマ土日祭とペルシャのミトレー主義自体は、古代バビロニアの謎のカルトのものよりも早

い異教の宗教の適応でした。 古代のバビロニア人は、生まれ変わったニムロッドを常緑樹を崇

拝して新生児タムズと称しました。 聖書は常緑樹の礼拝を非難しています（申命記12：2-3; 
エレミヤ3:13; 10：2-6）。 

バビロニア人はまた、冬至の季節に太陽の再生を祝った。 サターナリアおよびその他の太陽神

崇拝は、今年のその時に起こったので、12月25日目は、最終的には 、イエスの誕生日の日として選

択しました： 

広告の354年に、ローマのリベリウス司教は、人々に12月25日に祝うよう命じました。

ローマの人々が太陽の誕生日を祝って、すでに土星の饗宴としてこれを観察したため、

おそらくこの日付を選んだでしょう。 （セクストクリスマス、ワールド・ブック百科

事典、ボリューム3、フィールドエンタープライズ教育公社、シカゴ、1966、pp。408-
417） 

ヘリオス・ミトラスは神の一人です...日曜日はミトラの名誉で守られ、毎月16日はメデ

ィエーターとして彼に神聖でした。 12月25日は彼の誕生日、ナタリスのインビジ、シ

ーズンの厳しさによって征服されない冬日の復活、と観測されました 。 （ミトライム

、カトリック百科事典、ボリュームX. ニヒル、1911年10月1日） 

皇帝コンスタンティヌスは太陽の神ミトラスの追随者でした。ミスラは征服されていない太陽

と見なされ、地下の洞窟の岩から生まれたものでした。 おそらくこのために、彼の母親ヘレナ

は、イエスが地下の岩場の洞窟で生まれたという神話を信じることにします。 

ローマは現在これを教えている（そしてこの著者はバチカン市で複数回出生していると見てい

る）が、3世紀には支持者の1人、コモディアヌスが岩神を非難した。 

征服されていない人は、神とみなされるならば、岩から生まれました。 この2つのうち

の最初のものは、もう一方の手で教えてください。 岩は神を克服しました。それから

、岩の創造者は追求されなければなりません。 さらに、あなたはまだ彼を泥棒として

描いています。 彼が神であれば、確かに盗難で生きていない。 確かに彼は地球の、そ

して怪物であった。 そして彼は他の人々の牛を彼の洞窟に回した。 バルカンの息子カ

カスと同じように、 （コモディアヌス。キリスト教の規律について） 

イエスは岩から生まれたわけではありませんが、それは部分的には彼の誕生が今描かれている

方法です。 彼が12月25日番目に生まれたことを教えることも事実ではありません。遅くとも12月
25日番目として、また聖書に述べた（ルカ2：1-
5）という「国勢調査が持っているでしょう：学者は（8聖書はルーク2に示したように）羊飼い

たちがフィールドに群れで出なかったであろうことを認識します冬には不可能だった 
"（クリスマス、カトリック百科事典、1908）。 

クリスマスに関連する習慣や習慣の多くは、実際の学者が認めるように異教徒から来ています

。 イエスの使徒も初期の信者も、クリスマスを観察しませんでした。 

改装された異教徒の祝日 



聖書は永遠の祝日を禁じるものではありませんが、初期のキリスト教徒は死んだ聖人に祈るこ

とも、聖書の日やクリスマスのようなものを見ることもしませんでした。 多くの異教の神々は

本質的に「何かの神」から「何かの聖人」と呼ばれるように変わった。 

異教徒の慣行の一部は変更されているかもしれませんが、再パッケージ化された悪魔の祝日は

まだクリスチャンではなく、イエスと彼の初期の信者が保持していたものでもありません。 人
々が保持する多くの休日は異教から来て、さらに古代バビロニアの謎の宗教との関係を持って

います。 神がバビロンの影響を受けたイスラエルの人々を助けるためにネヘミヤを遣わしたと

き、ネヘミヤが言ったことに気づきましょう。 

30 私はすべての異教のそれらを清め。 （ネヘミヤ13:30） 
新約聖書は、妥協した信仰と「偉大な謎のバビロン」（黙示録17：5）について警告しています

。 「バビロン大王」に関して、神の民がすべきことを聖書が教えていることに注意してくださ

い。 

4あなたが彼女の罪で共有しないように、彼女は、私の民の出てくる、あなたは彼女の疫

病の受信といけません。 （黙示録18：4） 

クリスチャンは誘惑と罪から逃れるべきです（1コリント6:18; 
2テモテ2時22分）。 彼らは、異教の習慣を真の神の崇拝と組み合わせるべきではありません（

コリント第一10：19-21;コリント第二6：14-18）、伝統でさえ（マタイ15：3-9）。 

11.神の聖なる日や嘘？ 

どの日が忠実な人によって保持されるべきか？ 

1600年以上前、神の聖なる時代は、現在、カトリック教と正教会聖人とみなされている反ユダ

ヤ主義者、ジョンクリソストムによって非難されました。 数年前、プロテスタントの 出版キ

リスト教今日は 実際にジョンクリュソストモス「初代教会の最大の伝道師」と呼ばれる（ヨハ

ネクリュソストモス早期教会の最大の説教者。今日キリスト教、2008年8月8日）。 

キリストを公言人もが彼らを観察したので、 ジョン・クリソストム公に 、387に 落ちる聖なる

日に対して 説教しました 。 彼は特にトランペット、贖罪の日のごちそうを（「速い...ドアで

」）に述べた、と仮庵の祭り ： 

悲惨で悲惨なユダヤ人のお祭りはすぐに私たちに次々と次々に行進するでしょう：トラ

ンペットの饗宴、催眠術の饗宴、断食。 私たちと同じように彼らが考えると言ってい

るランクには多くの人がいます。 しかし、これらのうちのいくつかは祭りを見ること

になり、他の人々は祝宴を守り、祝福を観察するためにユダヤ人に加わることになりま

す。 私は今この教会からの邪悪な習慣を運転したいと思っています...もしユダヤ人の儀

式が由緒あるならば、私たちは嘘です...神は祭りを嫌うのですか？ 彼はこの祭りやその

祭典を言っていませんでしたが、それらのすべてを一緒にしました。 
ユダヤ人の邪悪で不潔な禁断は今や私たちの門のところにあります。 それは速いと思

って、私がそれを汚れていると思っているのだろうかと疑問に思ってはいけません...し
かし、悪魔があなたの妻をトランペットの饗宴に呼び寄せ、彼らは彼らを拘束しません



。 あなたは彼らが敬虔さの告発に絡み合ってもらうように、あなたは彼らを馬鹿げた

方法に引きずることができます。 （ジョンクリソストム、ユダヤ人に対するホミリー2
世1：3：4、西暦387年9月5日日曜日、シリアのアンティオキアで説教された） 

ジョン・クリソストムは、ユダヤ人が行ったのと同時に2世紀の彼の地域の教会が過ぎ越しを維

持し、カトリック教会がペンテコステを維持していることを認識したに違いないことを理解す

ることは重要です。 したがって、ジョン・クリソストムは、ローマ正教会と正教会のカトリッ

ク教徒が、過ち祭とペンテコステの両方を守ると主張しているように、彼が行ったことを宣べ

伝えることによって、自分の教会に対して説教しました。 

さらに、ジョン・クリソストムは実際にペンテコステと呼ばれる「ユダヤ人の祭り」に賛成し

ていました（クリソストム・J・コンスタンティノープル大司教ジョン・クリソストムの同胞：

使徒行為について）。 したがって、彼はイエスの復活後、忠実な者が「ユダヤ人の祝宴」とみ

なされる時に出席する必要があったと認めました。 

神が当時のすべてに反対していたなら、なぜ使徒たちは彼らを守ったでしょうか？ 明らかな理

由は、彼らがイエスの模範に従っていて、何らかの形で捨て去られたと信じる理由がなかった

ことです。 

前述したように、新約聖書は、いわゆる「ユダヤ人」の聖なる日の一つを「偉大なもの」と呼

んでいます。カトリックの翻訳から、次のことに気づくでしょう。 
37 そして最後で、 イエスは立って、叫んだ 祝祭の 大いなる 日 （ヨハネ7：37、ランス

新約聖書）。 

だから誰が正しい？ 

イエスの習慣に従う者か、またはそれらを非難する者？ 

この事例では、ジョンクリソストム（John 
Chrysostom）が幾分正しく述べたことを思い出してください。 

「 ユダヤ人の儀式は、由緒あると大きい場合、我々は嘘です。」 

だから、どの日を守るべきか？ これは 聖書によると 、「 素晴らしい一日 」 があり ますか？ 

どの日が嘘ですか？ 

ジョン・クリソストムはクリスマスやイースターのような異教の関係で日を支えた。 12月25日
にクリスマスのための彼の論理も明らかに間違っていて、嘘や誤報に基づいていた（アディス

、アーノルドカトリック辞典：カトリック教会の教義、規律、儀式、儀式、協議会、ベンザイ

ガーブラザーズ、1893、p.178）。 

神の時代は嘘ではないことは明らかですが、ジョン・クリソストモム（そして彼が昇進させた

時代を採用した教会の人々）は明らかに嘘でした。 カトリックの聖者トーマス・アクィナスは

、安息日は基本的にすべての聖書の聖なる日々  
クリスチャンのための意味（聖トマスアクィナスの要約神学）。 



興味深いことにカトリック百科事典は、レポートが含まれ、「ポーランド人は、多くの場合、

早期かつ純粋なキリスト教（フォーテスキューポーランド人）の生存率として記載されていま

す。 11 世紀グレコローマンはポーランド人は「偶像の崇拝と神の私たちの礼拝を表していること

を書きました。 われわれが十字架の印と聖なる絵を敬う者のように、まだ悪魔を崇拝していた

かのように」（ix 
III：真実の鍵：アルメニアの教会の手引きクラレンドン押す、オックスフォード、 
1898、p.149）。 

キリストを公然と宣言した多くの人々が悪魔の祝日を不適切に観察したという認識は、新しい

ものではなく、何世紀にもわたっていくつかの者によって非難されました。 

伝統および/または聖書 

惑星の比較的少数の人々は、神の聖なる日々を守ろうとしています。 聖書と関連付ける宗教を

持っていると主張するほとんどの人は、他の日々を過ごしています。 

家族からの圧力のために、聖書以外の宗教上の祝日を守る者もいます。 彼らの社会や雇用主か

らの圧力のために聖書の聖なる日々を保たない者もいます。 

イエスは、イエスに従った者は家族（マタイ10:36）と世界に問題があると予想するべきだと警

告しました。 彼は、自分の真の信者を憎むべき世界（ヨハネ15：18-
19）と妥協するようにと言うのではなく、完璧のために努力する（マタイ5:48）と言いました

。 

新生活訳は、神の民について次のように教えています： 

3彼らは悪と妥協していない、と彼らは彼のパスにのみ歩きます。 （詩編119：3） 

あなたは悪と妥協するつもりですか？ サタンは罪が （創世記3：1-
6） 良い見えるようにしようとすると、「光の天使」（2コリント11：14-
15）として表示されます。 あなたは彼らがあなたに良い見える場合でも、彼の休日を保つだろ

うか？ 

グレコローマンの信仰は、休日の遵守は伝統に基づいていると考える傾向がありますが、しば

しばそれらの伝統は異教に始まりました。 過去（および現在）の信者の指導者の多くがこれら

の伝統を支持していたため、多くの人が神に受け入れられるかのように行動します。 

神の言葉と一致する伝統は良いものですが（1コリント11：2,2テサロニケ2：15参照）、聖書と

矛盾する人々は守られるべきではありません。 新約聖書がこれを明確にしていることに注目し

てください。 

8誰が男性の伝統によると、世界の基本的な原則に従って、およびないキリストによると

、哲学と空の詐欺を通してあなたをだますないように注意してください。 （コロサイ2
：8） 

？！3彼は答えて彼らに言った、「なぜあなたはまた、あなたのための伝統の神の戒めを犯

すん... 7偽善者まあ言って、あなたについてイザヤの預言をしました： 



8「これらの人々は、彼らの口で私に近づき、そして、彼らの唇でわたしを敬う、しかし

、彼らの心はわたしから遠く離れている9そして無駄に彼らは人の戒めを教として教え、

私を崇拝"。。」（マタイ15：3 、7-9） 

神の言葉には、多くの人が伝統を受け入れてはならないと言われています。そして、それが実

現すれば、悔い改めを奨励します。 

苦悩の日に私の避難所19主よ、私の強さと私の要塞は、異邦人は地の果てからあなたに

来ると、言う「確かに私たちの父親が嘘、無価値と不採算のものを継承しています。」 
（エレミヤ16:19） 

聖書は、外国の宗教的な観察は悪魔であると教えています。 

16彼らは外国の神々と嫉妬に彼を挑発。 憎むべき事をもって、彼らは怒りを起こさせま

した。 17彼らは新しい神々 
、あなたがたの先祖が恐れていなかった新しい到着のため、神に、神に彼らは知らなか

ったではない、悪魔に犠牲に。 （申命記32：16-17） 

このコンセプトは、ローマカトリック教徒の後期フランスの枢機卿であるジャン=グノーレ=マ
リー・ダニエルロー（ジャン=ゲノーレ=マリーダニエル） 

異教徒の世界とキリスト教の教会は完全に互換性がありません。 神と偶像の両方を同時

に奉仕することはできません。 （ダニエロウ.ラテンキリスト教の起源デビッドスミス

とジョンオースティンベイカー、ウェストミンスタープレス、1977、p.440） 

本当に、異教徒の世界とキリスト教の教会は完全に互換性がありません。 神と偶像の両方を同

時に奉仕することはできません。 

それでも、教会を始めとする多くの人が、キリスト教の言葉や練習の変更によって改宗された

異教の祝日を観察すると、今日そうしています。 イエスが「あなたがわたしの言葉に従えば、

あなたは本当にわたしの弟子であり、真理を知るようになり、真実があなたを自由にする」と

理解しています。 （ヨハネ8：31-32）。 神の聖なる日々は異教から解放されます。 

使徒パウロが警告したことを考えてみましょう。 

14は不均等に不信者と一緒に結ばれないでください。 どのような交わりが無法と正義を持

っていますか？ そして、どのような聖体拝領は闇と光を持っていますか？ 15そして、何

アコードベリアルとキリストを持っていますか？ あるいは信じる者に不信心者がいるの

はどの部分ですか？ 16そして、何の合意偶像を持つ神の寺院を持っていますか？ あなた

は生ける神の宮です。 神が言ったように： 

「わたしは彼らの中に住み、彼らの間を歩み、彼らの神となり、彼らはわたしの

民となる」。 

17したがって、 

"彼らのうちから出て行き、別れて、主に告げなさい。汚れたものには触れない

でください。 



18「私はあなたに父となり、そして、あなたは私の息子や娘でなければならない、全能の

主は言います。 （コリント第二6：14-18） 

神は異教の習慣の一部にならない人たちの父親になるでしょう。 崇拝の一環として彼らを抱く

人々にとって、父ではありません。 

異教徒が神を喜ばす習慣を持つような行為をしている人もいますが、彼らは自分自身を欺いて

います： 

32あなたは 、「私たちは木や石を果たす世界の人々のように、国のようになりたい」と言

うしかし、あなたが持っている心の中では決して起こらないだろう。 （エゼキエル20:3
2、NIV） 

26人の彼女の司祭は私の法律に暴力を行うと、わたしの聖なるものを汚します。 彼らは聖

なるものと共通のものを区別しない。 汚れたものと清潔なものとの間に違いはないと教

えています。 彼らは私の安息日を守るために彼らの目を閉じて、私が彼らの間で不名誉

になるようにしました。 （エゼキエル22:26、NIV） 

神はそれが違いをもたらすと言います。 この楽しい主の代わりに、異教の習慣を含むことは、

彼の怒りをもたらすでしょう（エゼキエル30:13）！ 官能的な世俗的習慣を守ることは悪魔的で

す（参照：ヤコブ3：13-15）。 

神の聖なる日、何ですか？ 

聖書は、神の祝宴を「聖なる召会」（例えばナンバー28:26; 
29:12）または「聖なる祝祭」（イザヤ30:29参照）と呼んでいます。 

聖書は、異教の戒めが間違って悪魔であると繰り返し断罪しています（コリント第一10：20-
21;テモテ第一4：1）。 聖書は、聖書以外のお祝いを神の崇拝に結びつけてはならないと言い

ます（申命記32;エレミヤ10;コリント第一10：20-21）。 

しかし、多くの人が聖書が崇拝する暦を守ることに決めました 

保証しない。 使徒ヨハネが反キリストと関連づけた慣行を用いて（ヨハネによる手紙第2章18-
19節）。 

非聖書的な休日は悪魔によって促進され、年齢にわたって何十億という神の計画をあいまいに

するのを助けました。 

イエスは神が真実で崇拝されることを望んでいたと言いました。 

24神は霊であり、礼拝者たちが霊と真理で礼拝しなければなりません。 （ヨハネ4:24、N
JB） 

再構築された悪魔の祝日は、真の神を敬うものではありません。 神はあなたがたを信じて、あ

なたのものではなく、自分の道で行うことを望んでいます（箴言3：5-6）。 

聖書の聖なる日々は、神の救いの計画を描いています。 過越の時にイエスの犠牲を払って、「

無垢」の人生を生きようとすること、この時代の最初の御子（ペンテコステ）の召し、啓示と



復活のラッパ、私たちの罪の中のサタンの役割を思い起こさせること、キリストの贖いの犠牲

は、地球上の神の千年王国（七月の饗宴）を描くこと、神がすべての人に救済を提供すること

（最後の偉大な日）を実現するために、神の計画の一部が明らかになり、キリスト教徒にとっ

てより具体的になります。 

聖書は、キリスト教徒に、彼がイエスを模倣するように使徒パウロを模倣するように指示して

います（コリント第一11：1）。 

イエスは聖書の聖なる日々を保ちました（ルカ2：41-42; 22：7-19; ヨハネ7：10-38; 
13）。 彼が教えたようにあなたがたの模範に従うべきではありませんか（ヨハネ13：12-
15）？ 

使徒パウロは、聖書の聖なる日々を維持しました（使徒18:21; 20：6,16; 21：18-24; 27：9; 
28：17-18;コリント人5：7-8; 
16：8）。 パウロは、悪魔の習慣で彼らを傷つける者たちに警告しました（コリント第一10：1
9-21）。 聖書の神に従うと主張する人々は異教から浄られるべきです（参照、ネヘミア13:30; 
ペテロ1：9）。 

使徒ヨハネは聖書の聖なる日々を守っていましたが、キリスト者であると主張している人々に

は、 
18人の リトルの子供たち、それが最後の時間です。 あなたが反キリストが来ていると聞

いたように、今でも多くの赤キリストが来ています。それによって、最後の時であるこ

とが分かります。 19彼らは私たちから出て行ったが、彼らは私たちのありませんでした

。 彼らは私たちのしていた場合のために、目EYは私たちを続けているだろう。 しかし

彼らは出て行って、明らかにされたかもしれない、彼らのどれも私たちのものではなか

った。 （ヨハネ2：18-19） 

クリスチャンは聖書の聖なる日々を使徒と同じように保たなければならないのですか？ ヨハネ

は、自分の習慣に従わないキリスト教徒であると誤って主張している者は、赤キリストとして

機能していると書いていました。 

聖なる日や休日については、誰が聞いていますか？ 神の言葉か、人間の伝統？ 伝統のための

適切な場所があるかもしれませんが、誰も神の言葉と矛盾する伝統を受け入れるべきではあり

ません。 

神の言葉は教義のために有益なので（2テモテの福音書第3章16節）、当時の宗教指導者に対す

るピーターと他の使徒たちの反応から、 
29 私たちは、むしろ男性よりも神に従うべきです。 （使徒5:29） 

あなたはイエスと使徒たちの例に従い、神の聖なる日々を守り、人の協議会の伝道があなたを

止めることを許さないでしょうか？ 

神聖な祭典であると宣言している人々（レビ記23：8,21,24,27,35,36）は、神の聖書の祭典です

（レビ記23:37）。 



イエスは言われました： 
21 私の兄弟は、神の言葉を聞き、それを行う人々です。 （ルカ8:21） 

あなたは本当にイエスの兄弟の一人ですか？ キリスト教徒は（ローマ8:29）とされています。 
私たちは真実によって釈放されるべきです（ヨハネ17:19）。 

あなたやあなたの家は神の言葉を聞いてそれをしますか？ あなたは神の聖なる日や悪魔的な影

響を受けている伝統を守っていますか？ 

「14は、主に仕えます！ 15そして、あなたがその土地あなたが住んで「異教の神々のように

」機能します誰この日自分のために選択し、主に仕えるためにあなたに悪思われる場合

。 しかし、わたしとわたしの家は主に仕えます」（ヨシュ24：14-15） 

神の聖なる日を選ぶ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



聖なる日のカレンダー 

聖なる日*   2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

過ぎ越し   Apr 22  Apr 10 Mar 30  Apr 19  Apr 8  Mar 27  Apr 15 

無酵母パン  Apr 23-29  Apr 11-17 Mar 31- Apr 20-26 Apr 9-15 Mar 28- Apr 16 
                                         Apr 6    Apr 3  -22 

ペンテコステ  Jun 12  Jun 4 May 20  Jun 9  May 31  May 16  Jun 5  

トランペット  Oct 3  Sep 21 Sep 10  Sep 30  Sep 19  Sep 7  Sep26 

償い   Oct 12  Sep 30 Sep 19  Oct 9  Sep 28  Sep 16  Oct 5 

催眠術の饗宴  Oct 17-23  Oct 5-11 Sep 24- Oct 14-20 Oct 3-9 Sep 21-27 Oct                  
                                         30    10-16 

最後の偉大な日  Oct 24  Oct 12 Oct 1 Oct 21 Oct 10 Sep 28 Oct 17 

 

*すべての聖なる日は夕方に夕方に始まります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



神の継続的な教会 
 
神の継続教会の米国事務所は、: 1036 W. Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA. 
 

継続的な教会（CCOG）のウェブサイト 
 

CCOG.ASIAこのサイトはアジアに焦点を当て、複数のアジア言語での記事や英語でのいくつ

かの記事を掲載しています。 
CCOG.INこのサイトは、インドの遺産を対象としています。 
それは英語と様々なインド語の資料を持っています。 
CCOG.EUこのサイトはヨーロッパ向けです。 
それは複数のヨーロッパ言語の資料を持っています。 
CCOG.NZこのサイトは、ニュージーランドや英国の背景を持つ人々を対象としています。 
CCOG.ORGこれは神聖な教会の主要なウェブサイトです。 
それはすべての大陸の人々に役立ちます。 
週刊や聖なる日の説教を含む記事、リンク、ビデオが収録されています。 
CCOGAFRICA.ORGこのサイトはアフリカの人々を対象としています。 
CCOGCANADA.CAこのサイトはカナダの方々を対象としています。 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. 
これは神聖な教会のためのスペイン語のウェブサイトです。 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. 
これは英語とタガログ語の情報を持つフィリピンのウェブサイトです。 
 

ニュースとヒストリーのウェブサイト 
 

COGWRITER.COMこのウェブサイトは、主要な宣言ツールであり、ニュース、教義、歴史的

記事、ビデオ、予言的な更新情報を持っています。 
CHURCHHISTORYBOOK.COMこれは、覚えやすいウェブサイトで、教会の歴史に関する記

事や情報を掲載しています。 
BIBLENEWSPROPHECY.NETこれは、ニュースと聖書の話題をカバーするオンラインラジオ

のウェブサイトです。 
 

説教と説教のためのYouTubeのビデオチャンネル 
 

BibleNewsProphecy チャネル. CCOGサマーネットのビデオ。 
CCOGAfrica チャネル.  CCOGアフリカの言語でのメッセージ。 
CDLIDDSermones チャネル. CCOGスペイン語のメッセージ。 
ContinuingCOG チャネル. CCOGビデオ説教。 

 

 

 

 



 

 

 

God’s Holy Days or Demonic Holidays? 

When you think of holidays, what comes to mind? Do you think about evergreen trees, wreaths, rabbits, 
eggs, hot-cross buns, and witches’ costumes?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Yet none of those symbols are endorsed in the Bible. Do you know what the Bible actually teaches? 

The Apostle Paul wrote: 

19 What am I saying then? That an idol is anything, or what is offered to idols is anything? 20 
Rather, that the things which the Gentiles sacrifice they sacrifice to demons and not to God, and I 
do not want you to have fellowship with demons. 21 You cannot drink the cup of the Lord and the 
cup of demons; you cannot partake of the Lord's table and of the table of demons. 22 Or do we 
provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He? (1 Corinthians 10:19-22) 

 

Should you keep God’s Holy Days or demonic holidays? 

 


