
神の国の福音書 
これは、ソリューションです! 

あなたは、イエスが神の王国が証人として世界に説教されるまで、終わりが来ること

ができないと述べたことを実現していますか？ 

 
"狼はまた、彼らは傷つけたり水が海を覆うように地球は主の知識の完全なものでなけ

ればならないため、すべての私の聖なる山で破壊してはならない...9子羊に住む
」（イザヤ11：6-9） 

 
ボブ・ティール博士 

神の国の福音書 
これは、ソリューションです! 

  

ボブ・ティール博士 

ナザレブックによって著作権©2016。版1.01。ブックレットには、神と後継、法人ソールの継

続教会のために製造しました。 1036グランドアベニュー、グローバービーチ、カリフォルニア

、93433、U.S.A. ISBN：978-1-940482-09-5。 

なぜその問題を解決する人類できないのですか？ 

あなたは聖書が示している最初と最後のものは、イエスが神の国の福音関係について説教して

いることを知っていますか？ 



あなたは神の王国は使徒の重点として続いているもの最初にあったことを知っていますか？ 

神の王国は、イエスの人ですか？神イエスの王国は今、私たちに彼の人生を生きていますか？

神の王国は、将来の実際の王国のいくつかのタイプですか？あなたは聖書が教えていると考え

ているのだろうか？ 

王国とは何ですか？ただ、神の王国は何ですか？聖書は何を教えているでしょうか。初期キリ

スト教の教会は何を教えたのですか？ 

あなたは神の王国が証人として世界に説教されるまで、終わりが来ることができないことを実

現していますか？ 

表紙の写真は印刷とグラフィックスで構成されるよう狼と横たわっている子羊を示しています。裏表紙
の写真は博士ボブ・ティールによって2013年に撮影したエルサレムの元教会、神の建物の一部です。  

 

中身 
 

1.人類が解決策を持っていますか？ 

2.どのようなイエスは福音を宣べ伝えたのですか？ 

3.神の王国は、旧約聖書で知られていましたか？ 

4.使徒は、王国の福音は教えていましたか？ 

5.ソースは新約聖書外、神の国を教えました。 

6.グレコローマンの教会は、王国は重要で教える、しかし... 

7.なぜ神の王国？ 

連絡先 

 

 

1. 人類が解決策を持っていますか？ 

世界は多くの問題に直面しています。 

多くの人々が飢えています。 多くの人々が抑圧されています。 多くの人々が貧困に直面して

います。 多くの国が深刻な債務です。 胎児のものも含めて子供たちは、虐待に直面していま



す。 薬剤耐性疾患は、多くの医師に関係します。 主要工業都市は健康であるには余りにも汚

染された空気を持っています。 様々な政治家は戦争を脅かします。 テロ攻撃は、出来事を保

ちます。 

世界の指導者たちは、人類が直面している問題を解決することはできますか？ 

多くはそう思います。 

新しいユニバーサルアジェンダ 

2015年9月25日には、バチカンのフランシスコにより、キーノートスピーチの後、国連（国連

）の193国は、もともと新しいユニバーサルアジェンダと呼ばれたものの「17持続可能な開発

目標」を実現するために投票しました。 ここでは、国連の17の目標は以下のとおりです。 

どこでも、すべての形態の目標1.エンド貧困 

目標2.エンド飢餓、食料安全保障と栄養改善を実現し、持続可能な農業を推進します 

ゴール3.健康的な生活を確認して、すべての年齢で、すべてのための幸福を促進 

目標4.包括的かつ公平な質の高い教育を確認し、すべてのための生涯学習の機会を促進 

ゴール5ジェンダー平等を実現し、すべての女性と少女をエンパワー 

ゴール6.すべての可用性と水の持続可能な管理と衛生を確保します 

ゴール7.すべてのために、手頃な価格で信頼性の高い、持続可能な近代的エネルギーへ

のアクセスを確認します 

目標8.すべてのための持続的、包括的かつ持続可能な経済成長、完全かつ生産的な雇用

とディーセント・ワークを推進します 

ゴール9.包括的かつ持続可能な産業化と里親技術革新を促進し、弾力性のあるインフラ

を構築 

目標10.内および国家間の不平等を削減します 

ゴール11.メイク都市と人間の居住地、包括的な安全、弾力性と持続可能な 

ゴール12持続可能な消費と生産のパターンを確認してください 

目標13は、気候変動とその影響に対処するために緊急の行動を取ります 

目標14の節約と持続可能持続可能な開発のための海洋、海と海洋資源を使用 

目標15.、保護回復し、陸域生態系の持続可能な利用を促進し、持続可能な森林、戦闘

砂漠化、および停止を管理し、土地の劣化を逆転し、生物多様性の損失を止めます 

目標16.、持続可能な開発のための平和的かつ包括的な社会を推進するすべてのための

正義へのアクセスを提供し、すべてのレベルで、効果的な責任と包括的な制度を構築し

ます 



目標17は、実施の手段を強化し、持続的発展のためのグローバル・パートナーシップを

活性化 

この議題は完全に2030年までに実現することが想定され、また、 持続可能な開発のための2030

アジェンダと呼ばれています。 これは、規制、教育、国際および異教徒間協力を通じて、人類

が直面している病気を解決することを目的とします。 その目的の多くは良いですが、その方法

や目標のいくつかは悪である（参照：創世記3：4）。 この議題は、また、フランシスコのの勅
と一致しています。 

単語"カトリック"が意味として「新しいユニバーサルアジェンダ」は、「新カトリックアジェ

ンダ」と呼ぶことができた「ユニバーサル。」フランシスコは、 新しいユニバーサルアジェン
ダの採択と呼ばれる「希望の重要なサイン。」 

フランシスコはまた、2015年12月に21（ 国連気候変動枠組条約締約国の正式題した第21回大
会 ）と呼ばれる国際的な合意を賞賛し、慎重に前方の道路に従うように「国に助言し、そして

連帯の成長を続ける意味を持ちます。 " 

誰もが息を汚染された空気に望んでいない、飢え、貧困であるが、等、危険にさらされる、こ

の国際連帯は、人類が直面している問題を解決するのだろうか？ 

国連の実績 

国連が形成されており、1945年10月24日に設立された、第二次世界大戦後、別のそのような紛

争を防止するために、世界の平和を促進しようとするためです。 創業時、国連は51加盟国を持

っていました。 193が存在することになります。 

そこ国連が形成されて以来、世界中の紛争の何百も、そうでない場合は数千人、されているが

、我々はまだ第三次世界大戦のように説明することができるものがありませんでした。 

いくつかは、国連のような国際協力が促進すると主張フランシスコや他の多くの宗教指導者が

推進しようとしていることを異教徒とエキュメニカル議題の種類と合わせ、平和と繁栄をもた

らすと考えています。 

しかし、これを行うには、国連のための実績は良好ではなかったです。 形成された国連以来、

数多くの武力紛争に加えて、複数の何百万人は、空腹の難民、および/または必死に乏しいで

す。 

十年以上前に、国連はそのミレニアム開発目標を実現するために記載さ。 でも、国連自体によ

ると、それは「、開発目標」8を持っていたが、これは成功しませんでした。 そこで、2015年

に、そのいわゆる「17持続可能な開発目標」を採用しました。 いくつかは楽観視しています

。 いくつかはそれユートピア幻想を検討してください。 

限りユートピアが行くように、2016年5月6日に、フランシスコは彼が彼の教会は、その大陸の

達成を助けることができると人道的なヨーロッパのユートピアを夢見ていたと述べました。 し

かし、教皇の夢は悪夢（参照の黙示録18）であることが判明します。 

協力の成功、しかし、いくつかがあるかもしれません... 



メリアム・ウェブスターの辞書はユートピアであることを述べ、「政府、法律、および社会的
条件が完璧である、架空の場所。 " 

聖書は、人間が自分自身でその問題を解決することはできませんことを教示しています。 

23主よ、私は人の道は自分自身ではありません知っています。 それは彼自身の手順を指

示するために歩く男ではありません。 （エレミヤ10：23、NKJVを通して、特に断らな

い限り） 

聖書は、国際協力が失敗することを教示しています： 

16破壊と悲惨彼らの方法である;。17そして彼らは知らなかった平和の道18彼らの目の前には

、神に対する恐れがありません。 （ローマ人への手紙3：16-18） 

しかし、多くの人間はユートピア社会のビューに努め、さらには時には宗教に関与しようとし

ています。 しかし、ほとんどどれも1真の神の方法に従うことを喜んでいません。 

これは、国連のか、バチカンの目標のいずれかに向けて何の進展がないことではありません

。 いくつか、だけでなく、いくつかの挫折があります。 

実際には、おそらく大規模な紛争後、国際平和の契約の種類は、（ダニエル9：27）に同意し

、確認されます。 それがあるとき、多くの人が誤って人類がより平和とユートピア社会をもた

らすことと信じている傾向があります。 

多くは、国際的な「ユートピア的進歩」（参照エゼキエル午前13時10分）によってだけでなく

、様々なしるしと不思議（：9-12 2テサロニケ2）により取り込まれます。 しかし、聖書はその

ような平和意志の最後ではない（ダニエル9時27は、11：31-44）と言い、指導者が請求するこ

とができるものにもかかわらず、（1テサロニケ5：3;イザヤ59：8）。 

人類が真のユートピアをもたらすのは全く不可能である場合は、ユートピアの任意のタイプは

可能ですか？ 

はい。 

2.イエスはどのような福音を宣べ伝えなさいましたか？ 
聖書はユートピア社会は、神の王国と呼ばれることを教示し、人間の政府（ダニエル2：44 19;

黙示録11：15：1-21）に置き換えられます。 
イエスは彼の公共省を始めたとき、彼は 神の国の福音 について説教することから始めまし
た 。 ここではマークが報告されたものです： 

ジョンは刑務所に入れられた後 14 さて 、イエスは神、15の王国の福音を宣べ伝えと、言っ

て、ガリラヤに来て「時間が満たされ、神の国は近づいた。悔い改めて、福音を信じま

す」 （マルコ1：14-15）。 
用語の福音は、 新世紀エヴァンゲリオンのように音訳するギリシャ語から来て、「良いメッセ
ージ」または「良いニュース。「新約聖書、英語の単語で「王国、 "神の王国に関連し、NKJV

で約149回言及されていることを意味しますそして、 ドウエーランス聖書 で151。 それはルー
ルやロイヤリティの領域を意味として音訳ギリシャ語から来ています。 



人間の王国だけでなく、神の王国は、王（黙示録17時14）、それらは地理的領域をカバー（黙

示録11：15）、彼らはルール（：3-4; 30：イザヤ2を9）持ってを持っており、彼らが持ってい

ます被験者（ルカ13：29）。 
ここでマタイは記録イエスからの最初の公開授業は、次のとおりです。 

23 イエスは御国の福音（マタイ4:23）説教、諸会堂で教え、に関するすべてのガリラヤ

に行きました。 
マシューはまた、記録されます。 

35 それ から 、 イエスは王国（マタイ9：35）の福音を宣べ伝え、彼らの会堂で教え、すべ

ての町村歩き回りました。 
新約聖書は、イエスが永遠に支配されることを示しています。 

33 そして、彼は永遠にヤコブの家の上に君臨し、彼の王国の終わり（ルカ1：33）は存

在しません。 
ルカは、イエスが送信された目的は、神の王国を宣べ伝えたことが記録さ イエスが教えたこと
に注意してください。： 

43 彼は（ルカ4：43） "この目的のために私が送信されているので、私は、また、他の都

市に神の国を宣べ伝えなければならない」、彼らに言いました。 
あなたは今まで説いたことを聞いたことがありますか？ あなたは今までに送信されるためにイ
エスの目的は、神の国を宣べ伝えたことを実現しましたか？ 
ルカはまた、イエスが行くと、神の王国を宣べ伝えなかったことを記録します。 

10 使徒たちは、彼らが戻ってきたとき、彼らが行っていたことをすべて彼に言いました
。 その後、彼はそれらを取り、11ベツサイダと呼ばれるしかし、群衆はそれを知っていた

とき、彼らは彼に続い市に属する寂しい場所に個人的にわきました。 そして彼はそれ
を受け、神（ル カ9：10-11）の王国について彼らに話を聞きました。 

イエスは神の王国は彼に従うことになる人のために最優先でなければならないことを教えまし

た： 
33 しかし、神と神の義（マタイ6：33）の王国を最初に求めています。 
31 しかし、神の王国を求め、これらすべてのものは、あなたに追加されなければならな
い、あなたに（ルカ12：31-32）の王国を与えるために、あなたの父の良い喜びです32

は 、小さな群れを恐れてはいけません。 
クリスチャンは神の国になっています。 彼らは、キリストが生きてそれらを持っているし、彼
のリターンと王国を楽しみにしてあるように生きていることで、この彼らの最優先することに

よってこれを行います。 だけではなく、キリストを公言人ほとんどが最初に神の王国を求めて
いないしかし、彼らもそれが何であるかを知りません。 多くは、誤って世俗的な政治に関与し
ていることは、神はキリスト教徒から期待するものであると信じています。 神の国を理解して
いないことで、彼らは、彼らが必要として、今住んでいるか、人類はとても欠陥がある理由を

理解していません。 
王国が少し群れを説明するもことに注意してください（参照：ローマ人への手紙11：5）。 そ
れは本当の小さな群れの一部であることをいとわないことを謙虚になります。 



神の王国はまだ地球上に確立されていません 
イエスは彼の信者は、したがって、彼らはすでにそれを持っていない、来て王国のために祈る

必要があることを教えて： 
9 神聖天にいます私たちの父は、あなたの名前です。 10あなたの王国が来ます。 あな
たは（：9-10マタイ6）に行われます。 

イエスは神の王国を宣べ伝え弟子を送りました： 
図1は、 その後、彼は一緒に彼の12弟子と呼ばれ、すべての悪霊の上にそれらに力と権威

を与え、病気を治すために2、彼は神の国（ルカ9：1-2）を説くためにそれらを送りまし

た。 
イエスは王国はその後、地球上に確立されていなかったとして彼の存在だけでは、王国ではな

かったことを教えました： 
28 しかし、私は神の霊によって悪霊を追い出した場合、確かに神の国はあなたに来てい
る（マタイ12時28）。 

真の王国は、将来的にあります。 これは、マークのショーからこれらの詩のように、今ここに
はいないです。 

47 そして、あなたの目はあなたが罪を犯させるなら、それを摘み取ります。 あなたで
はなく両眼を持つよりも、片目で神の国に入ることは（マルコ9：47）...キャストする

、より良いです。 
23 イエスは周りを見て、弟子たちに言った、「それは神の国に入る富を持っている人の
ためにどのようにハード！」24弟子たちは彼の言葉に驚きました。 しかし、イエスは、神
の国に入るために富を信頼人のためのものですいかに難しいか、「子供たちは、再び答

えて彼らに言われた！25それはへの金持ちのためのより針の穴を通過するラクダのために

容易です神の国に入る」（マルコ10：23-25）。 
25 まことに、私はもはや（マーク午前14時25分）「私は神の国では、新しい飲むその日

まで、つるの実を飲まないでしょう、あなたに言います。 
自身が、神の王国を待って来て、勇気を取っていたアリマタヤの 43 ヨセフ、著名な評
議会メンバー、...（マーク午前15時43分）。 

イエスは、王国は今、この現在の世界の一部ではないことを教えました。 
「私の王国は、私はユダヤ人に配信されないように、私のしもべたちは、戦うだろうこ

の世界のものであった場合は私の王国はこの世のものではない。しかし、今私の国はこ

こからではありません」36イエスは、答え（ヨハネ18： 36）。 
彼は再び来るの後、イエスは、王国が来ることを教え、彼はその王になること： 

31「人の子が栄光に来て、彼と一緒にすべての聖なる天使たち、そして、彼は彼の栄光の

王座に座るであろう。、32、すべての国が彼の前に収集され、彼は彼らに別のものを分離し

ます羊飼いは33。ヤギから羊を分割し、彼は彼の右手に羊を設定しますが、左側のヤギ。34。

そして王は彼の右手にいる人々に言うであろうとして、「私の父のあなたが祝福、是非

、世界の基礎（：31-34マタイ25）からご用意王国を継承します。 



神の王国はここではないので、我々はそれが確立された後まで、本当のユートピアは表示され

ません。 ほとんどは神の国を理解していないので、彼らは彼の愛する政府がどのように動作す
るかを理解することができません。 
イエスは王国はどのようなものであったかを言いましたか？ 
イエスは神の王国はどのようなものであるかのいくつかの説明を提供します： 

26 そして、彼は神の国は、男は、地面に種子を飛散27日によって夜と上昇によって眠る

べきであり、種子が発芽し、成長すべきであるべきであるかのように、彼自身が方法を

知らないです」、と述べた。28それだけで地球の収量作物：最初の刃、その後ヘッド、後

にその頭の中でフルグレイン29しかし、粒が熟したときに収穫が来たので、すぐに彼は

、鎌を入れ"（マルコ4：26- 29）。 
18 そして、彼はそれは男が取って彼の庭に入れマスタードシード、のようなものです19

神の国は、のようなもので、私はそれを比較しなければならないものに何を」、言った;

？、それが成長し、大きな木になり、その枝にネストされた空気の鳥。」20そして再び彼

は言った、「私は神の国を例えるならない何をするには？21それはそれはすべての発酵た

まで女性が取って、食事の3つの測定値に隠れパン種、のようなものです"（ルカ13：18-

21）。 
これらのたとえ話は、最初は、神の王国は非常に小さいですが、大きくなる、ことを示唆して

います。 
ルークも記録します： 

29 彼らは、北と南から、東と西から来て、神（ル カ13時29）の王国で座るます。 
このように、神の王国は、世界中から人々を持っています。 それは、イスラエル人の祖先を持
っている人に限定されるものではありません。 人々はこの王国で座るます。 
ルーク17と王国 
ルカ17：20-21には、いくつかを。 しかし、それに乗る前に、人々が実際に神の国に食べるよ
うになることに注意してください： 

15「祝福は神の王国でパンを食べなければならない人彼です！」 （ルーク夜02時15分）。 
人々は（将来的に）神の王国に食べるようになるので、それ以外示唆ルカ17：21の誤訳/誤解に

もかかわらず、今、彼らの心に取っておくだけのものではありません。 
ルーク17のモファット翻訳：20-21には、いくつかの理解を助ける必要があります。 

''ここでは'、誰も言わないだろう21またはあり;神の統治が来ていたパリサイ人によって

求められている上 20は 、彼は、「神の統治は、あなたがそれの姿をキャッチしたいと考
えていますように来ていない彼らに答えそれは神の統治があなたの真っ只中であるため

に」、です。」 （ルカ17：20-21、モファット） 
イエスは、未変換肉欲、と偽善的なパリサイ人に話していたことに注意してください。 イエス
は、「彼らに答え" -それは、イエスの質問をパリサイ人でした。 彼らは彼を認識することを拒
否しました。 
彼らは教会にありましたか？ まさか！ 



イエスはまたすぐに編成する教会について話していませんでした。 また彼は、精神や心の中の
感情について話していました。 
イエスは彼の治世について話していました！ パリサイ人は教会について彼に尋ねていませんで
した。 彼らはすぐに開始される任意の新約聖書の教会の何も知りませんでした。彼らは非常に
感情の種類について尋ねませんでした。 
神の王国は、パリサイ人"内"だった- - 1は、神の王国は教会であると考えている場合は、パリサ

イ人の中の教会でしたか？ 明らかではありません！ 
このような結論はそれではない、むしろばかげていますか？ いくつかのプロテスタントの翻訳
はあなたの中に「神の国がある」とルーク17時21分の一部を翻訳しながら、神の国はあなたが

たの間にある"（NKJV / KJV）、でもカトリックの新エルサレム聖書は正しくとしてことを翻訳
します"。 " 
イエスは真っ只中に、パリサイ人の中の1つでした。 さて、パリサイ人たちは、彼らが神の王
国を楽しみにしていたと思いました。 しかし、彼らはそれを誤解しました。 イエスは（いく
つかは今信じているように、教会も）それは彼らが思うように見えたとして、ユダヤ人だけの

ローカル、または限ら王国ではないと説明しました。 神の王国は、単に人々が「ここに、これ
だ」指摘や参照、および、言うことができる多くのヒトおよび可視王国の一つではないでしょ

う。 または「それはあそこに、王国のです。」 
彼ははっきりピラト（：36-37ヨハネ18）を語ったとして、イエス、ご自身は、その王国の王で

あるために生まれました。 聖書は（：17-18,23例えばダニエル7）は交換可能に「王」と「王国

」という用語を使用していることを理解します。 神の将来の王国の王は、パリサイ人の隣に立
って、その場でした。 しかし、彼らは彼らの王（ジョン・夜7時21）のように彼を認識しませ

ん。 彼が戻ったとき、世界は彼（黙示録19：19）を拒否します。 
イエスは（この章のための一貫性を保つためにモファットを継続）神の王国が全地を支配しな

ければならないときに、再臨を記述するために、ルーク17の次の詩で、続きました： 
弟子たちに 22 彼 はあなたが長いと長い無駄に人の子の一日でもを持っているであろう時
に日が来るだろう」と述べた。23男性は、と言うだろう」ここで彼は、参照してください

！」 「彼はそこに、参照してください！」 しかし、外出したりした後に実行し、空の
一方の側から他方への点滅のような雷のための24ので、人の子は自分の日になります。25

しかし、彼は最初の偉大な苦しみを耐えなければならないとによって拒否されていませ

ん現世代（ルカ17：22-25、モファット）。 
イエスは単にマタイ24のように、雷点滅呼ば：27-31を、全世界を支配するために再臨を記述す

る。 イエスは、人々は彼が戻ったときに彼を見ることができないことを言っていません。 人
々は（黙示録午前19時19分）に彼らの王として彼を認識せず、彼と戦うだろう！ 多くは、イエ
スが反キリストを表していると思います。 
イエスは神の王国は、それらの内のパリサイ人、彼は、彼らがために彼らの偽善（：13-14マタ

イ23）の王国であることを行っていなかったことを別の場所に言われたことは言っていません

でした。 イエスは教会が王国であろうと言っていました。 
ただの復活でのように-神の王国は、人間が1日できるようにしなければならないものです！ し
かし、さえアブラハムや他の族長はまだ（：13-40参照ヘブル11）ではありません。 



弟子たちは、神の王国は個人的に、それらの中にはなかったことを知っていたし、それはルー

ク午前17時21分後に来た、以下のように表示されなければならなかったこと、を示しています

。 
彼らはこれらの事を聞いたように、彼はエルサレムの近くにあったので、彼らは神の国

はすぐに（ルカ19：11）に表示されるだろうと思ったので 、11は 今、彼は、別のたとえ
を話しました。 

王国は、将来的に明らかにしました 
王国が近くにある場合はどのように伝えることができますか？ その質問への対処の一環として
、イエスは予言のイベント（ルカ21：8月28日）に記載されている、その後、次のように教えて

います。 
29 いちじくの木を見て、すべての木。30彼らは既に出芽しているとき、あなたが見ると自

分のために知っている夏は今近くにある。31 あなたはこれらの事が起こって見たらだから

あなたも、神の国であることを知っています近くに （ルカ21：29-31）。 
イエスは、王国が来るときに知っている予言のイベントを追跡するために彼の人々を望んでい

ました。 イエスは他の場所で見て、予言のイベント（;：33-37マルコ13ルーク21時36）に注意

を払うように彼の人々に語りました。 イエスの言葉にもかかわらず、多くの割引は予言にリン
クされた世界の出来事を見て。 
ルカ22＆23で、イエスは再び神の王国は彼が教えたとき、将来的に満たされることになるもの

であることを示しました： 
15「熱烈な欲求で、私は私が苦しむ前に、あなたとこの過越を食べることを望まなかった

。私はあなたに言う16のためにそれは神の国で満たされるまで、私はもはやそれを食べ

るようになる。」17すると彼はカップを取りました、そして、感謝をささげ、そして「こ

れを持って自分自身の中でそれを分割し、18私はあなたに言うために神の国が来るまで、

私はつるの実を飲まないだろう」と述べた（ルカ22：15-18）。 
39 しかし、彼と一緒に十字架につけられたそれらの掟に背く者の1は彼を冒涜したと彼

は言った、「あなたはメシアである場合は、自分自身を保存しても、私たちを救う。」40

そして彼の仲間は彼を譴責し、彼は「あなたもないです、彼に言いました神の恐れ

？ 私たちは価値があるので、我々は我々が行っているが、何も悪は、このいずれかで
何が行われたかに応じて返済されているために、あなたも私たちは、そう当然彼。41と非

難しているとのために。」42そして彼はヨシュアに言いました、 " 。あなたの王国に来たと

きに私の主は、私を覚えている」43しかし、イエシュアは彼に言った、「アーメン、私は

今日あなたがパラダイスで私と一緒にしなければならないことをあなたに言う」（ルカ

23：39-43、平野英語でアラム語） 
神の王国は、すぐにイエスが殺されたとしてマークとルークの両方が私たちを見るのいずれか

として来ませんでした。 
自身が、神の王国を待って来て、勇気を取っていたアリマタヤの 43 ヨセフ、著名な評
議会メンバー、...（マーク午前15時43分）。 
51 彼は自分も神の王国を待っていたアリマタヤ、ユダヤ人の都市、（ルカ23：51）から

のものでした。 



それは1ジョン・レコードとして神の王国で生まれ変わるされる復活の後であることに注意して

ください： 
3 イエスは答えて彼に言った、「ほとんど確実に、私は1つが再び生まれていない限り、

彼は神の国を見ることはできない、あなたに言う。 "4ニコデモは彼が古いとき、どのよ

うに人間が誕生することができます」、イエスに言いましたか？彼は彼の母親の胎内に

二時間を入力することができますし、生まれて1は、水と御霊によって生まれたされて

いない限り、ほとんど確実に、私は、あなたに言う"5イエスは、答えた"、と彼は神の国

に入ることはできません（ヨハネ3：3 -5）。 
イエスが復活された後、彼は再び神の王国について教えたことを考えてみましょう： 

3 彼はまた、多くの人が彼の苦しみの後に生きている自分自身を提示しました 
絶対確実な証明は、40日の間にそれらによって見られ、神の国（使徒1：3）に関連する

ものといえばされています。 
イエスは神の王国についてだった最初と最後の説教！ イエスはその王国について教えるための
メッセンジャーとして来ました。 
イエスはまた、使徒ヨハネは、地球上になり、神の千年王国について書いてありました。 彼は
ジョンが書いていたものに注目してください： 

4 私はイエス・キリストへの証人のためにと獣や彼のイメージを崇拝していなかった、
と彼らの額にまたは彼らの手に彼のマークを受けていなかった神の言葉のために斬首さ

れた人々の魂を見ました。 そして、彼らは（黙示録20：4）住んでいた千年の間キリス

トと共に王となりました。 
初期のキリスト教徒は神の千年王国が地球上にあると聖書が教えるとして世界（参照の黙示録5

時10分、11時15分）の政府に取って代わるだろうと教えてくれました。 
神の国は非常に重要である場合、なぜ、ほとんどそれについてあまり聞いたことがありません

か？ 
部分的にイエスは謎それを呼んだ理由は次のとおりです。 

11 そして、彼はあなたに神の国の奥義を知ることが与えられている」、彼らに言った、
しかし、外のある人に、すべてのものは（マルコ4：11）たとえ話で来ます。 

今日でも、神の真の王国はほとんどに謎です。 
イエスは御国の福音は、証人として、全世界に宣べ伝えされた後（年齢の）最後は（すぐに）

来ることを言っていること、また、考えてみましょう： 
14 そしてこの御国の福音はすべての国に証人として、全世界に宣べ伝えられるであろう
、と終わりが（マタイ24:14）来ます。 

神の国の福音を宣べすることは重要であり、これらの終わりの時に達成されるべきです。 政治
指導者が教えるかもしれないものにもかかわらず、人文科学の病気に真の希望を提供していま

すように"良いメッセージ」です。 
あなたはイエスの言葉を考慮すれば、それは真のキリスト教会は、今の王国の福音を宣言すべ

きで明確にする必要があります。 これは、教会のために最優先でなければならない。 そして
、これを適切に行うために、複数の言語が利用されるべきです。 



これは神の継続教会が行うよう努めていものです。 この冊子は、言語のスコアに翻訳された理
由、それはです。 
イエスは彼の道を受け入れないだろうほとんどの教え： 

13「狭いゲートによって入力し、狭いゲートであり、困難な生活につながる道であるた

め広いためのゲートであり、広いは破壊につながる道であり、それによってで行く多く

の人々がある14を、と。それを見つける少数の人々があります（マタイ7：13-14）。 
神の国の福音は、人生につながります！ 
これは、ほとんどの公言のクリスチャンがキリストの強調は神の国の福音を宣べ伝えていたと

いう考えを忘れ見えるものの、世俗的な神学者や歴史家は、多くの場合、これは聖書が実際に

教えていることを理解していることに注意することは興味深いかもしれません。 
しかし、イエス、ご自身が、神の王国（ルカ9：2,60）の福音を教えるために弟子たちを期待し

ました。 
将来の王国は神の律法に基づいて行われますので、それは平和ともたらす繁栄を-し、この時代

にこれらの法律に従うことは真の平和（詩篇119：165;エペソ人への手紙2：15）につながりま

す。 
そして、王国のこの良いニュースは、旧約聖書の経典で知られていました。 
3.旧約聖書で知られている王国ましたか？ 

イエスの最初と最後に記録説教は、神の国の福音宣言関与（マルコ1：14-15;使徒1：3）。 
神の国は、私たちが今、旧約聖書を呼び出し、それが彼らの聖典で述べたように、イエスの時

間のユダヤ人について何かを知っているべきものです。 

ダニエルは王国について教え 
預言者ダニエルは書きました： 

40 そして、作品中の鉄の区切りとは、すべてを粉々限り、第四王国は、鉄のように強い
ものでなければなりません。 。あなたは、部分的に陶土の、一部は鉄の足と足の指を
、見た押しつぶす、その王国がバラバラに破壊し、他のすべてを粉砕します鉄のような
41一方と、王国を分割しなければなりません。 まだ鉄の強さは、あなたがセラミック粘
土と混合した鉄を見て同じように、それでなければならない。42と足のつま先としては、

部分的に鉄で、一部は粘土であったので、王国の一部は強く、一部はもろいものでなけ

ればなりません。 43あなたは、セラミック粘土と混合した鉄を見たように、彼らは男性

のシードと交流します。 。しかし、彼らは44鉄が粘土と混合しないと同じように、互い

に接着しないであろうと、これらの王たちの時代に天の神が破壊されることはないもの

と王国を設定します。 そして王国は他の人に任せてはなりません。 それはバラバラに
分解し、これらのすべての王国を消費し、それは（ダニエル2：40-44）永遠に立つもの

とします。 
18 しかし、最も高いの聖人は、王国を受け、さらには永遠に、永遠の王国を所有しなけ
ればなりません。」 （ダニエル7時18分）。 



21 "私が見ていた、と同じホーンが聖人に対して戦争を作っていた、と古代の日まで、
彼らに対して22実勢が来て、判断は最も高いの聖人の賛成で作られた、時間がために来ま

した王国を所有する聖人（ダニエル7：21-22）。 
ダニエルから、私たちは神の王国はこの世の王国を破壊すると永遠に続く時が来ることを学び

ます。 我々はまた、聖徒たちはこの王国を受信する際に、その一部を持っていることを学びま
す。 
ダニエルの預言の多くの部分は、21世紀の私たちの時間のためのものです。 
新約聖書からのいくつかの通路に注意してください。 

まだ王国を受けていない10人の王であるが、彼 らは獣を持つ王として1時間の権限を受

け取るあなたののこぎり 12 "10本の角。13これらは、1心のものであり、彼らは獣に彼らの

力と権威を与えます14これらは、子羊との戦争を行います、と彼は領主や王の王の主で

あるためにラムは、それらを克服します。そして彼と一緒にいる人たちは、と呼ばれる

選択され、忠実されています」。 （黙示録17：12-14） 
だから、私たちは10の部分で、神はそれを破壊し、彼の王国を確立することを終了この世時間

の王国が存在することが旧約聖書と新約の両方にコンセプトを参照してください。 

イザヤは王国について教え 
神は、神の王国、ミレニアムとして知られている千年の治世の最初の部分については、このよ

うに書くことがイザヤに影響を与えました： 
1 そこジェシーの茎からロッドを出て来るものとし、支店は彼のルーツから脱却しなけ
ればならない。2主の霊は、彼に知恵と理解の霊を休ま弁護人の霊とかもしれないものと

し、スピリット知識の主の恐怖。 
3 彼の喜びは、主を恐れることである、と彼は彼の目の視力によって判断し、また彼の
耳の聴力によって決定してはならない。4しかし、 
正義と彼は貧しい人々を判断しなければならない、そして地球の柔和のための株式で決

めます。 彼は彼の口の棒で地球に衝突しなければならない、と彼の唇の息で彼は邪悪
を殺すしなければならない。5正義は、彼の腰のベルトであること、そして彼の腰のベル

トを忠実しなければなりません。 
6「子羊で住むにもオオカミは、ヒョウは若いヤギ、子牛や若い獅子と一緒に肥畜に伏し

しなければならない。そして、小さな子供がそれらを導くものとする7牛と熊は放牧しな

ければならない。。彼ら若いものは、一緒に横にしなければならない。そして、獅子は

牛のようわらを食べなければならない8看護子はコブラの穴によってプレーしなければな

らない、そして、離乳子は毒蛇の巣に手を入れなければならない9彼らは傷つけても、す

べてで破壊してはなりません。水が海を覆うように私の聖なる山は、地球のために主の

知識の完全でなければなりません。 
10「そして、その日に人々にバナーとして立つエッサイの根、がなければならない。異邦

人のために彼を求めなければならない、と彼の休憩所は栄光でなければなりません。

」 （イザヤ11：1-10） 
私は最初の部分や、神の王国の第一段階として、この呼ばれる理由は、これはそれが物理的に

なる時間であることである（聖なる都、新しいエルサレムが天から降りてきたときに前の時間



に、黙示録21）そして千年持続します。 イザヤは彼が継続し、この相の物理的な側面を確認し
ました。 

11 それは主がハマテとから、エラムとシナルから、と凝ったデザインから、アッシリア
、エジプトから、残された民の残りの者を回復するには、再び二度目の彼の手を設定し

なければならないこと、その日に渡すために来ます海の島々 。 
12 彼はエフライムの羨望を出発しなければならない、そして、ユダの敵がでなければな
らない。また国のバナーを設定します、そして、イスラエルののけ者を組み立てます、

そして地球の四隅から、ユダの分散集まる。13断つ; エフライムはユダがうらやましいて
はならない、そして、ユダはエフライムに嫌がらせをしてはならない14しかし、彼らは

西に向かってペリシテ人の肩に飛ぶしなければなりません。 彼らは一緒に東の人々を
略奪しなければなりません。 彼らは、エドムとモアブに自分の手を置くものとします
。 そして、アンモンの人々はそれらに従わなければならない15主は全くエジプトの海の

舌を破壊します。 彼の強大な風と彼は川の彼の拳を振るだろう、そして、7ストリーム

でそれを打つ、そして男性は靴をぬらさないで交差してください。16のように、アッシリ

アから残される民の残りの者のための高速道路がありますそれは彼がエジプトの地から

上がってきた日にはイスラエルのためでした。 （イザヤ11：11-16） 
イザヤはまた書くように促されました。 

2 今では主の家の山は、山々の上に確立されるものとし、丘の上に高貴されなければな
らないこと、後者の日に渡すために来なければなりません。 そして、すべての国がそ
れに流れなければならない3多くの人が来て言う、「さあ、私たちはヤコブの神の家に、

主の山まで行かせなければなりません。 彼は私たちに彼の方法をお教えします、そし
て、我々は彼のパスの中を歩くならない」 法律 、そしてエルサレムから主の言葉を出

て行くものとシオンのうちのために 4彼は国家間で判断し、そして、多くの人々を非難

しなければなりません。。。 彼らは鋤に、その剣を打ちません、そして、剪定フック
に槍しなければならない。 国民は国民に向かって剣を上げてはならない、どちらも彼
らはもはや戦争を学ぶならない ...男の11高尚なルックスは謙虚でなければならない、人

のごう慢さがなければなりません 。 うなだれ、主は一人でその日に称揚されなければ
なりません。 （イザヤ2：2-4,11） 

したがって、それは地球上の平和のユートピア的な時間になります。 最終的に、これはイエス
の判決で、永遠になります。 様々な経典に基づいて（詩篇90：4; 92：1;イザヤ2：11;ホセア6：

2）、ユダヤ人のタルムードが、これは1000年（：論文サンヘドリンフォリオ97のバビロニア

タルムード）続きを教示しています。 
イザヤはまた次のように書くように促されました。 

わたしたちに子供が生まれているため 、図6に示すように 、わたしたちの息子が与えられます
。 政府は彼の肩になります。 そして、彼の名前はワンダフル、カウンセラー、強大な
神、永遠の父、平和の王子と呼ばれます。彼の政府の増加と平和の7それを注文し、確立

するために、ダビデの王座とその王国の上、終わりがないことになりますそれさえ永遠

に前方その時間から判断と正義、と。 万軍の主の熱心がこれを実行します。 （イザヤ9

：6-7） 



イザヤは、イエスが来て、政府と王国を確立するだろうと述べていることに注意してください

。 キリストを公言する人の多くは、毎年、特に12月に、この一節を引用しながら、彼らはそれ

がイエス・キリストが誕生するという事実以上に預言されていることを見落とす傾向にありま

す。 聖書は、神の王国は被験者の上の法律と政府を持っていることを示しており、イエスはそ
の上になること。 イザヤ、ダニエル、そして他の人がそれを預言しました。 
神の法律は愛の方法です（マタイ22：37-40;ジョン午前15時10）、神の王国は、それらの法律

に基づいて支配されます。 したがって、神の国、世界でどのように多くのにもかかわらず、そ
れを見るの愛に基づいてされます。 
詩篇と詳細 
それは、神が神の来る王国について書くためにインスピレーションを得たということだけでダ

ニエルとイザヤはありませんでした。 

エゼキエルは、千年王国で一緒に集められるであろう大艱難の期間中に散乱していたイスラエ

ル（だけではなく、ユダヤ人）の部族のものことを書くように促されました。 
18そして、彼らはそこに行く ：17は このため' "私は、人々からあなたを集めるあなたが

散乱された国からあなたを組み立てます、と私はあなたをイスラエルの地を与えます。

"主なる神は言う」と言います彼らはそこからそのすべての憎むべき事とそのすべての

憎むべきものを奪うだろう。19それから私はそれらを1心を与えるだろう、と私はその中

に新しい精神を入れて、その肉のうち、石の心を取り、彼らに心を与えます彼らは私の

法令の中を歩くと私の判断を維持し、それらを行うことができる肉、20の。 彼らはわた
しの民となり、わたしは彼らの神となります。21しかし、その心の彼らの憎むべき事とそ

の憎むべきのための欲求に従う人のためとして、私は「自分の頭の上に自分の行為を報

いるます 
主なる神は言います。 （エゼキエル11：17-21） 

イスラエルの部族の子孫は、もはや散乱ませんが、神の法令を遵守し、憎むべきもの（レビ記

11;申命記14）を食べるのをやめるだろう。 
神の王国についての詩篇で、次の点に注意してください。 

世界の 27 のすべての端部は、覚えていて、主にターン、そして国のすべての家族があ
なたの前に礼拝しましょう。王国のために28主のである、と彼は国々の上にルール。 （詩
篇22：27-28） 
6 あなたの御座、神は、永遠です。 正義の笏は、あなたの王国の笏です。 （詩篇45：6

） 
10 すべてのあなたの作品は、主よあなたを賛美しなければならない、そして、あなたの
聖徒はあなたを祝福しなければならない。11彼らはあなたの王国の栄光の話すしなければ

ならない、そして、あなたのパワーの話、12の彼の強大な行為人の子らに知られているよ

うにするには、そして、彼の王国の栄光の威厳。13あなたの王国は永遠の王国である、そ

して、あなたの支配権は、すべての世代全体に耐えます。 （詩篇145：10-13） 



旧約聖書における様々な作家はまた、（例えばエゼキエル20時33分;オバデヤ21;ミカ4：7）王

国の側面について書きました。 
イエスは神の国の福音を教え始めたときに、彼の即時の聴衆は、基本的な概念にある程度の知

識を持っていました。 
4.使徒は、王国の福音を教えましたか？ 

ゴスペルのような多くの行為は、イエスの人についてちょうど良いニュースですが、現実には

、イエスの信者が神の国の福音を教えたということです。 それは、イエスがもたらしたメッ
セージです。 
パウロは、神の国を教え 
使徒パウロは、神とイエスの王国について書きました： 

8 彼は会堂に入って3ヶ月、推論のために大胆に語り、説得神の国の事については、（19

使徒：8）。 
25 そして実際、今、私はあなたのすべてが、うち誰が私は神（使徒20：25）の王国を宣

べ伝えてしまったことを知っています。 
だから、彼らは一日に彼を任命していた 23は 、多くの人が朝から夕方まで、モーセの律
法と預言者の両方からイエスについて彼らを説得、誰に彼は説明し、厳粛に神の国の証

言、彼の宿泊施設で彼に来ました。 ... 31は、 神の国を宣べ伝え、 すべて の 自信、（使徒
28：23,31）彼を禁じる誰と 主イエス・キリストにかかわる事柄を教えます 。 

ポールはまた、彼は神の王国について教え別にイエスについて教示されているように、神の王

国は、（彼はそれの主要な部分であるが）イエスについてだけではないことに注意してくださ

い。 
パウロはまた、神の福音と呼んだが、それはまだ神の国の福音でした： 

9は ...私たちはあなたにあなたが彼自身の王国と栄光にあなたを呼び出して、神の価値を
歩くことになる神... 12の福音を宣べ伝え。 （1テサロニケ2：9,12） 

パウロは、キリスト（ローマ人への手紙1時16分）の福音と呼びました。 イエスの「良いメッ
セージ」、彼が教えたメッセージ。 
それは単にイエス・キリストの人についてまたは単に個人的な救いに関する福音はなかったこ

とを考えてみましょう。 パウロは、キリストの福音はイエス、彼のリターン、神の裁きに従う
含ま言いました： 

図6は、... 神は、7、患難をあなたにそれらの人々のトラブルを返済するために、主イエスは神

を知らない人に復讐を取って火を炎の中に彼の強大な天使たち、8と天から明らかにされ

ている私たちとの問題を抱えた残りであるあなたを与えるために彼が来るとき、私たち

の主イエス・キリストの福音に従わない人に。9 これらは主の存在からと彼の力の栄光か

ら永遠の破壊に処する、10は 、その日に、であがめられますあなたの中の私たちの証言を

信じられていたので、信じるすべての人々 （：6-10 2テサロニケ1）の中から賞賛され

るべき聖徒と。 



新約聖書には、王国は、我々は完全にそれを持っていないことを、受けなければならないもの

であることを示しています。 
28 我々は（ヘブル午前12時28分）振とうすることができない王国を受けています。 

我々は把握し、今、神の王国の一部であることを楽しみにしてますが、完全にそれを入力して

いないことができます。 
ポールは、具体的には、それが復活の後起こるように1が完全に、死すべき人間として神の王国

を入力していないことを確認しました： 
50は 今これは私が肉と血は神の王国を受け継ぐことができないことを、兄弟を言います
。 。も破損が清廉潔白を継承しない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、我々はすべての最後のトランペットで、瞬く間に、瞬

間的に52  -しなければなりません。 ラッパが鳴ると、死者は清廉潔白提起され、我々は
（1コリント15：50-52）に変更されなければならないために。 
1 私はリビングと彼が現れると彼の王国での死者を判断します神と主イエス・キリスト
の前にそのために料金を請求し（2テモテ4：1）。 

ポールはと教えられていないだけではなく、イエスは神に父の王国を提供することを： 
20 しかし、今、キリストは死者の中からよみがえらされ、眠った者の初穂となっていま
す。21以降のために人間が人間によって、死を来ても、死者の復活を来た。アダムのよう

にのために22全てがそうであっても、死にますキリストにすべてを生かさなければなら

ない23しかし、彼自身のために、それぞれ1：。。キリストその後初穂、キリストの彼が

来るでいる人の24彼が父なる神に国を配信するとき、彼は置くときに、最後に来ますす

べてのルールと、すべての権威と力。25彼は彼の足の下にすべての敵を入れたまで彼が支

配しなければならないために終了します。 （1コリント15：20-25）。 
ポールはまた、（戒めブレーカー）不義が神の王国を継承しないことを教えました。 

9 あなたは不義が神の王国を継承しませんことを知っていますか？ だまされてはいけま
せん。 姦淫を犯した者、また偶像崇拝者、また姦淫、また同性愛者、また、10も泥棒、ま

た強欲、また酔っぱらい、また、または神の国（1コリント6：9-10）を継承しますどち

らも。 
19 今 すぐ肉の作品は、明らかであるが、である：姦通、姦淫、汚れ、好色、20偶像礼拝、

魔術、憎しみ、競合、嫉妬、怒りの爆発、利己的な野心、不和、異端、21ねたみ、殺人、

酩酊、どが挙げられます。 そのうちの私は、私もそのようなことを行う者は、神（：
19-21ガラテヤ5）の王国を継承しないことを、時間の過去にあなたに言ったのと同様に

、事前にあなたを伝えます。 
何の密通する人、汚れた者、また偶像礼拝者である強欲な男が、内の任意の継承を持っ

ていないことをあなたが知っているこのため5、 
キリストと神の国（エペソ人への手紙5：5）。 

神は基準を持っており、彼の王国に入ることができるようにするために、罪からの悔い改めを

求められています。 使徒パウロは、いくつかのことを教えていないだろうと警告しました。 



6 私はあなたが別のではない別の福音、7に、キリストの恵みであなたを呼ばれる彼から

こんなに早く離れて回っていることを驚嘆します。 しかし、私たちのようにそこにい
くつかの人のトラブルは、あなたがあり、キリストの福音を曲解したい。8しかし、我々 

、または天からの天使は、私たちはあなたに説教しているものよりも、あなたに他の福

音を宣べ伝えていても、彼は呪われてみましょう。9誰もがあなたが受け取ったものより

もあなたに他の福音を説くならば今、私は、もう一度言って、前にも言ったが、彼 は呪

われてみましょう。 （ガラテヤ1：6-9） 
3 しかし、あなたの心はキリストのうちにあるシンプルさから壊れている可能性があり
ますので、蛇は、彼のずる賢さによってエバを欺いたとして、私は、何とかいけないの

で、恐れる。来て、彼は私たちが説教していない、またはあなたが受け取る場合、誰別

のイエスを説いている場合については4あなたが受け取っていない別の精神、またはあな

たが受け入れられていない別の福音-あなたもそれを我慢することができます！ （2コリ

ント11：3-4） 
「その他」と「違う、 "実際に偽の、福音は何でしたか？ 
偽の福音は、様々な部分があります。 
一般的に、偽の福音は、あなたが神に従うと、本当に神（：21-23参照マタイ7）を知っている

と主張しながら、彼のように真の生きるように努力する必要がないと考えていることです。 こ
れは勝手に配向する傾向があります。 
蛇は（創世記3）ほぼ6000年前に偽の福音のために収まるようにエバをだまし-そして人間は、

彼らが神よりもよく知っているし、自分自身のために善悪を決めるべきだと信じてきました

。 イエスが来た後はい、彼の名前は、多くの場合、様々な偽に取り付けた福音-、これは継続

されており、最終的な反キリストの時間に継続されます。 
今すぐ戻って使徒パウロの時代に、偽の福音は、基本的に真実とエラーのグノーシス主義/ミス

ティックミックスでした。 グノーシス派は基本的に特別な知識は救いを含む精神的な洞察を、
達成するために必要とされたものであると信じていました。 グノーシス派はどのような肉がや
ったことはありません特定の結果であったと彼らは第七日安息日のような事柄で神に従うこと

に反対されたことを信じる傾向がありました。 そのような偽のリーダーは使徒ペテロ（：18-

21使徒8）によって警告されたシモン・マグス、でした。 

しかし、それは簡単ではありません 
新約聖書は、フィリップは神の国を教えていることを示しています。 

5 そこでピリポはサマリヤの町に下って行って、彼らにキリストを説きました。 彼は神
の王国に関する事柄を説いたとして... 12彼らは（：5,12使徒8）...フィリップを信じてい

ました。 
しかし、イエス、パウロ、と弟子たちは、神の国に入ることは容易ではないことを教えました

。 
24 そして、イエスは、彼は非常に悲しいとなったことを見たとき、彼はそれが神の国に
入る富を持っている人のためにどのようにハード"と言った！25、それはよりも針の穴を通

過するラクダのために容易であるために金持ちが神の国を入力します。」 



26 そして、それを聞いた人たちは、「その後、保存することができます誰ですか？」と
言いました 
27 しかし、彼は「男性と不可能なものが神で可能である。」と述べました （ルカ18：

24-27） 
22 "我々が通過しなければならない多くの苦難は、国に入ります 
神」（使徒14：22）。 
あなたの信仰は非常に成長し、私たち自身がの教会の中で、あなたの自慢4ように、あな

たのすべての一つ一つの愛が、互いに向かっ富むため、3私たちは、それはフィッティン

グであるように、あなたのためにいつも兄弟たちを神に感謝するためにバインドされて

います6それはあるので、あなたはまた苦しむれる神の国の価値がカウントすることがで

きることを、神の正義の裁きのマニフェスト証拠であるあなたが耐えすべての迫害と苦

難であなたの忍耐と信仰のための神、5、苦難と誰トラブルあなたのもの、7を返済するために

、主イエスは彼の強大な天使たち、（：3-7 2テサロニケ1）で天から明らかにされたと

きに私たちと一緒に問題を抱えた残りている人あなたを与えるために神と正義の事。 
そのため困難で、唯一のいくつかは今の一部（4-6：;;ジョン6時44ヘブル人への手紙6 1-14マタ

イ22）であることが、この時代に呼び出され、選択されています。 聖書はそれらの"誰が精神

で誤っが理解に来る、と訴えた人は教義を学びます」ことを示している（イザヤ29:24）のよう

に他のものは、後に呼び出されます。 

ピーターは王国を教え 
使徒ペテロは、王国は永遠であったことを教え、神の福音を熱心に従わなければならないかの

判断があるだろうということ。 
そのため10、兄弟たち、あなたはこれらのことを行う場合は、つまずくことはありません

のために、あなたの通話や選挙が確認するために、さらに多くの勤勉であること; 11ので

、入り口が豊富に私たちの主であり救い主イエス・キリストの永遠の王国にあなたに供

給されるために（2ペテロ1：10-11）。 
時間について 17は 神の家で開始する判断に来ています。 それは私たちの最初で始まる
場合と、何が神の福音に従わない人々の終わりでしょうか？ （1ペテロ4時17分）。 

聖書の最後の本と王国 
聖書は、（1ヨハネ4：8,16）「神は愛である」と教え、イエスは神（ヨハネ1：1,14）である法

律の愛をサポートして愛である王とがあります神の-王国、嫌いではありませ（参照の黙示録22

：14-15）。 
聖書の最後の本は、具体的には、神の王国について説明します。 

15は その後、第七の御使いが鳴った：そして天に大声で声があった、と言って"この世界

の王国はわたしたちの主とそのキリストの王国となっている、と彼は永遠に君臨しなけ

ればなりません！」 （黙示録11時15分）。 
イエスは王国に君臨します！ そして聖書は彼のタイトルのうちの2つを明らかに： 

16 そして、彼が書かれた名前彼のローブにし、彼の太ももにあります王と主の王の領主
（黙示録19時16分）。 



しかし、イエスは支配する唯一のものですか？ 黙示録からのこの一節に注目してください。 
4 そして、私は王座を見て、彼らは彼らの上に座って、判断が彼らに約束しました。 そ
れから私はイエス・キリストへの証人のためにと獣や彼のイメージを崇拝していなかっ

た神の言葉のために斬首されていた、と彼らの額にまたは彼らの手に彼のマークを受け

ていなかった人たちの魂を見ました。 そして、彼らは住んでいて、千年の間キリスト
と共に王となりました。 。 祝福された聖なる6は 、彼が第一の復活に参加しているユー

ザーです。 このような第二の死の上に電源が入っていないが、彼 らは神とキリストの

祭司しなければならない、と彼と共に千年（黙示録20：4,6）を支配しなければなりま

せん。 
真のクリスチャンは、千年の間キリストと共に支配するために復活されます！ 王国は永遠に（
黙示録11:15）続くが、言及したその治世はわずか千年だったので。 私は最終的に、より多く
の精神的、相とは対照的に王国-、物理千年、相の第一段階として、この先に呼ばれるのはこの

ためです。 
いくつかのイベントは、神の王国の千年と最終段階との間に生じるよう黙示録に記載されてい

ます： 
7000年の有効期限が切れているときに今、サタンは彼の刑務所8から解放され、戦いにそれ

らを一緒に収集するために、地球の四隅、ゴグマゴグにある国を欺くために外出します

、その数としてあります海の砂。 ... 11それから私は、その顔地球から、その上に座って

、天が逃げた大きな白い御座と彼を見ました。 そして12。彼らのための場所が見つからな

かったと私は神の前に立って、死んだ小、素晴らしいを見て、ブックが開かれました

。 そして、別の本は生命の書である、開かれました。 そして、死者は本に書かれたも
のによって、彼らの作品に応じて判定した。13海はその中にいた死者をあきらめたし、死

とハデスはそれらにあった死者を配信。 そして、彼らは彼の作品に応じて、それぞれ
を判定した。14そして、死とハデスは火の池に投げ込まれました。 。この第二の死である
15と生命の書に書かれて見つからない誰もが火災（：7-8、11-15黙示録20）の池に投げ込

まれました。 
ヨハネの黙示録は、千年の治世の後と第二の死の後に来る後の段階があることを示しています

。 
最初の天と最初の地が離れ過ぎていたために 1は、 今私は、新しい天と新しい地を見まし
た。 また、これ以上の海がありませんでした。」、2はその後、私、ジョンは、3。彼女の夫のた

めに飾られた花嫁のように調製し、神から天から下って来る、聖なる都、新しいエルサ

レムを見て、私が言って天から大きな声を聞きました見よ、神の幕屋は人であり、彼は

彼らと共に住み、彼らはその民でなければならない神ご自身が彼らと一緒にし、彼らの

神となります4そして神は彼らの目からすべての涙を拭います。。。がなければなりませ

んより多くの死なく、また悲しみ、また泣いてない。過ぎ去ったのである以前のものの

ために、これ以上の痛みがあってはなりません。」（黙示録21：1-4） 
1そして彼は、その道の真ん中で2。神と小羊の御座から出発し、私に水晶のような澄んだ命の水

の純粋な川を、示し、川の両側に、命の木でしたこれは12果物、毎月その果実を生じる各ツリ

ーを産みました。 ツリーの葉は国の治癒のためであった。3そして、そこにはより多くの呪いあ

ってはならないが、神と小羊の御座はそれでなければならない、と彼のしもべたちが彼に仕え

なければならない。4彼らは彼の顔を見なければなりません、 。そして彼の名前は、その額にし



なければならない5そこには夜があってはならない。主なる神が彼らに光を与えるために彼らは

、太陽のないランプや光を必要としません。 そして彼らは永遠に君臨しなければなりません

。 （黙示録22：1-5） 

千年後のこの治世は、神のしもべが含まれており、永遠に続くことに注意してください。 天国
にして調製した聖なる都は、天国を離れ、地上に降りてきます。 これは、神の王国の最終段階
の始まりです。 これ以上の痛みまたは苦しみの時間！ 
柔和は（マタイ5：5）地球を継承し、すべてのもの（黙示録21：7）。 神の方法が実装されま
すので、それになります聖なる都、を含む地球は、良くなります。 それを実現します： 

彼の政府と平和の増加 7に は終わりがありません（イザヤ9：7）。 
すべては神の政府に従いますように神の王国の最終段階が始まった後に明らかに成長があるで

しょう。 
これは、最も輝かしい時間になります。 

9 しかし、それが書かれているとおり、「目が見ていない、また耳が聞こえず、また人
の心の中に神が彼を愛する人のために準備したものを入力しました。」10しかし、神は（

聖霊を通して私たちにそれらを明らかにしました1コリント2：9-10）。 
それは愛、喜び、そして永遠の快適さの時間です。 それは素晴らしい時間になります！ 
あなたはそれにあなたの部分を持ってしたくないですか？ 

教え新約聖書外5.ソース  
神の王国 
キリストの初期の教授は、彼らは神のリテラル王国の福音を宣べ伝えることになっていたと思

いましたか？ 
はい。 
数年前、ノースカロライナ大学の教授バートによって与えられた講演で、彼は繰り返し、かつ

正確に、ほとんどが今日のクリスチャンを公言とは異なり、イエスと彼の初期の信者が神の王

国を宣言したことを強調しました。 キリスト教の博士の全体的な理解は神の継続教会のそれと
は大きく異なりますが、私たちは御国の福音は、イエスご自身が宣言したものであると信じ彼

のフォロワーことを同意するだろう。我々は、多くが今日のクリスチャンを主張ではないこと

にも同意するだろうそれを理解しています。 

古いプリザーブドポスト新約聖書ライティング＆説教 
神の王国は、「生き残った最古の完全なキリスト教の説教」（ホームズ古代キリスト教の説教

であると主張されているものの重要な部分だった使徒教父：。。ギリシャ語テキストと英語翻

訳、第2版ベイカーブックス、グランドラピッズ、 2004年に、p。102）。 この古代キリスト教
の説教はそれについて、これらのステートメントが含まれています。 

5：5 またあなたが知っている、兄弟、肉の世界で私たちの滞在は微々たるものと一時的
ですが、キリストの約束は素晴らしいと素晴らしいであること：今後の王国で休息と永

遠の命。 



上記の文は、王国が今ではないことを示しているが、来て、永遠になります。 また、この古代
の説教の状態： 

6： これらのようであっても、そのような正義の男ができない場合、我々は純粋で汚れ
のない私たちの洗礼を維持するために失敗した場合 9は 今、自分の子供を救うために、
自分の善行の手段によって、どのような保証私たちは、神の国に入るのがありますか

？ 我々は神聖と正義の作品を持っていることが見出されていない場合、または誰が、
私たちの代弁者になります9：6。したがって、我々はすべての神の国に入ることが、私た

ちはお互いを愛してみましょう11：7そこで、私たちは何を知っていれば神の目の前で右で

ある、私たちは彼の王国を入力して、約束されます「耳が聞こえていないにも目が見え

ず、目が見えず人の心が想像を。」 
12：1 私たちは神の現れる日を知らないので、私たちは、愛と義における神の国のための
時間によって、したがって時間を待ちましょう12：6彼は言う、私の父の御国が来なければ

なりません。 
上記の文は、我々はまだ神の王国を入力していないことを、適 切な生活を通してその愛が必要

とされていることを示し、それが一日の後に起こることを神の登場する、つまりイエスが再び

戻った後です。 それは父の王国であり、王国はただイエスではありません。 
神が生き残ることを可能にした最も古い明らかにキリスト教の説教は、新約聖書が教えること

は、神の同じ王国を教え、神の継続教会が、今ではそれが神の実際の教会からである可能性が
ある（教えて、しかし、ことは興味深いですギリシャの私の限られた知識）はより強固な宣言

を作るために私の能力を制限します。 

二世紀の教会の指導者と王国の福音 
これはパプ尻、ローマカトリック教徒によって聖人であると考えられてジョンの聞き手とポリ

ュカルポスの友人とは、千年王国を教え早い2 番目の世紀に留意すべきです。 エウセビオスはパプ
尻が教えていることを記録しました： 

...キリストの個人的な統治がこの地球上に確立されたときに、死から復活した後、ミレ

ニアムがあります。 （パプ尻、VIの断片。も参照してくださいユーセビアス、教会史、

書籍3、XXXIX、12） 
パプ尻が、これは非常に豊富の時間になることを教えました： 

同様に、一粒の麦が10を生成すること[彼は言いました] 
千耳、およびすべての耳は10千粒を持っているでしょうし、一粒一粒が明らかに、純粋

な、麦粉を10ポンドをもたらすであろうこと。 りんご、および種子、および草が同様
の割合で生じるであろうこと。 そして、証言がパプ尻、聞き手だった古代人、書面で
これらの事に支持されている[だけ地球の制作にその後摂食すべての動物は、平和な調

和のとれなり、人に完璧な服従にあるであろう。」ということジョンと彼の本の第四中

ポリュカルポスの友人、の、5 本は彼によって構成されていたために...]（パプ尻の断片

、IV） 
コリントの 状態 へ の ポスト新約聖書 の手紙 ： 

42：1-3 使徒たちは、主イエス・キリストから私たちのために福音を受けました。 イエス
・キリストは神から遣わされました。 それでは、キリストは神からのものである、と



使徒は、キリストからのものです。 両方とも、そのために任命ために、神の意志で来
ました。 したがって、電荷を受け、完全に私たちの主イエス・キリストの復活を通し
て安心と聖霊の完全な保証と神の言葉で確認された、彼らは神の国が来る必要があり吉

報で出て行きました。 
スマーナのポリュカルポスは、ヨハネの弟子だった初期キリスト教の指導者、死ぬために、元

の使徒の最後でした。 ポリュカルポスcを。 120から135は次のように教えています 
祝福貧しい人々であり、義」ために迫害されているものは、彼らのために神の国です

。 （ピリピ、第II章にポリュカルポス。手紙。 アンティ-ニカイア父親から、第1巻アレ
クサンダー・ロバーツ＆ジェームズ・ドナルドソンによって編集されたよう。アメリカ

版、1885年） 
それは彼らがに対するあらゆる欲望」以来、世界にある欲望から遮断しなければならな

いことはよくあるために...我々は彼の戒めと栄光の価値が歩くべきだ」神は、嘲笑され

ていない」ということ、それから、知っています精神; "と"人類とどちらも姦淫を犯し

た者、また女々しい、また自身の乱用者は、神の王国を受け継ぐものと、「でも矛盾や

不似合いなことを行う者。 （同書、第V章） 
彼自身が私たちを命じたたとしても、すべての畏敬の念と、私たちはその後、恐怖の中

で神に仕えてみましょう、とわたしたちに福音を説教使徒、主の到 来を事前に宣言した

預言者として。 （同書、第VI章） 
新約聖書の中で他の人と同じように、ポリュカルポスは戒めブレーカー、義人はないが、神の

王国を受け継ぐことを教えました。 
次はまたポリュカルポスにより教示されていると主張しました。 

そして、次の安息日に彼は言いました。 「あなたがたに私の勧告、神の最愛の子供を
聞きます。 司教が存在していたとき、私はあなたを、そして今再び、私はあなたがす
べての あなたの心が圧迫されないようにしましょう、あなたがたは準備ができて 、再
び 主... ウォッチあなたがた のように礼儀正しくし、ふさわしく歩き 、および する勧
める 、 新しい戒め急速な雷、火事によって大きな裁き、永遠の命、彼の不滅の王国と
しての彼の出現が突然マニフェスト、愛別に向かって1に関する。 そして神のあなたが
たの教えられて一切すべてのものは、戒めが消えないあなたに遵守することができるこ

とを、あなたの心に聖霊のペンで彫刻、あなたがたはインスピレーション聖書を検索す

るとき、知っています。」 （ポリュカルポスの生命、第24章JBライトフット、ローマ教

皇の父親、巻3.2、1889、頁488から506） 
神のリーダー、Cの教会だったサルデスのメリート、。 170は、次のように教えています。 

新たに福音の歴史で発行され、実際に法律のために、両方のシオンとエルサレムから一

緒に述べてきます。 そして、優雅で発行された命令、および完成品を入力し、息子で
子羊、羊男で、神の男... 
しかし、福音は律法の説明となり、その 
フルフィルメント、教会が真実の宝庫となっている間... 



これは永遠の王国に専制政治から、生活に死から、光に闇から、自由に隷属から私たち

をお届けものです。 （過ぎ越しのオンメリート説教の詩7,40、から68翻訳：オンライン

神学のジャーナルhttp://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp） 
このように、神の王国は永遠のものではなく、単に現在、キリスト教やカトリック教会である

ことが知られており、神の律法を含めました。 
別の半ば後半第二世紀の書き込みは、人々が王国に目を向ける： 

それゆえ、あなたの誰もが、もはや隠すことも、後方に見えるが、喜んで神の国の福音

に近づきましょう。 （ローマのクレメント。表彰、ブックX、章XLVは。アンティ-ニカ

イア父親より抜粋、ボリューム8.アレクサンダー・ロバーツ＆ジェームズ・ドナルドソ

ン編。アメリカ版、1886年） 
それは明らかに真の教会で1によって書かれなかったまた、 ロバーツ＆ドナルドソンによる翻
訳で のシェパードを 題し半ば2世紀書き込みは 14回を表現「神の国」を使用しています。 
真のクリスチャン、さらに多くの唯一の公言キリストは、二世紀に神の王国について何かを知

っていました。 
でもカトリックと東方正教会聖エイレナイオスは復活の後、クリスチャンは神の国に入ること

が理解しました。 彼が書いたものを注意してください、C。 180： 
このようなためにそれらに継続的に彼は真理と聖さと義と忍耐で歩く場合は、洗礼に神

によって与えられた、そして受信機によって保持されている聖霊を遵守するので、信じ

ている人たちの状態があります。 この魂のために身体が再び魂を受信し、それに伴っ
て、聖霊の力によって、よみがえらされていると神の国に入る、と信じてその中に復活

しています。 （エイレナイオス、聖、リヨンの司教アーミテージロビンソンによって
アルメニアからの翻訳、ローマ教皇の説教のデモンストレーション、第42章ウェルズ、

サマセット、10月1879 キリスト教の知識を促進するための社会の中で発表されたように

ニューヨーク：。。。マクミラン、1920）。 

第二および第三世紀の諸問題 
その広く受け入れられるにもかかわらず、第二世紀に、という名前の反則背教者のリーダーが

立ち上がりました。 は神、安息日、そして神のリテラル王国の法律に違反教えました。 彼は
ポリュカルポスと他の人が非難されたが、彼 はかなりの時間のためにローマの教会との接触を

持っていたし、そこに影響力を持っているように見えました。 
第二および第三世紀に、すべてのエモ手首はアレクサンドリア（エジプト）に設立さになって

きました。 多くのすべてのエモ手首は来る王国の教義に反対しました。 これらのすべてのエ
モ手首のいくつかについての報告に注目してください。 

ディオニュシオスはアレクサンドリアの貴族や裕福な異教の家族から生まれた、そして

彼らの哲学で教育を受けました。 彼はアレキサンドリアの問答式の学校を担当するこ
とに成功した原産地の瞳になるために異教の学校を去りました... 
クレメント、原産地、およびグノーシス主義の学校は彼らの空想と寓話の解釈によって

神聖な神託の教義を破壊された...彼らはネポスは公にすべてのエモ手首闘う」。すべて

のエモ手首 "自分自身のための名前を取得し、キリストの治世があることを維持しまし

た地球上の... 



ディオニュシオスはネポスの信者で争われ、自分のアカウントによる... "物事のような

状態になりました神の国に存在する。"これは教会の現在の状態で存在する神の王国の

最初の言及であります... 
ネポスは、天国は寓話ではなく、永遠の命かれの復活で私たちの主のリテラル来る王国

であることを示し、そのエラーを叱責しました... 
だから、物事の現在の状態で来る王国のアイデアが考案されたとエジプトのすべてのエ

モ手首のグノーシス主義の学校で生み出した、200 250に、帝国の司教の前に完全な世紀

は王位の居住者とみなされるようになりました... 
クレメントは、神の真の精神的な知識の状態として、神の国のアイデアを考案しました

。 精神的な意味は、聖書の平易な文字で隠したとして原産地はそれを記載します。 （
区、ヘンリーダナ王国の福音：。。この世界の王国わけではありません。ありませんこ

の世界で、死者からの復活のと事の反発しかし、天の国に来ては、クラクストン発行、

レムセン＆、1870年、頁124-125） 
ビショップネポスは、神の国の福音を教えつつ、すべてのエモ手首はそれの偽、以下リテラル

、理解を思い付くしようとしました。 ヒエラポリスの司教アポリナリスも同じくらいの時間す
べてのエモ手首のエラーを戦うことを試みました。 本当に神の教会のものは、歴史を通して神
のリテラル王国の真実のために立っていました。 

ハーバート・W・アームストロングは、王国の福音を教えプラス 
20 世紀では、後半ハーバート・W・アームストロングは書きました： 

彼らは キリストの福音を 拒否された ため 。 。 。 、世界はその場所に何か他のものに
取って代わる必要がありました。 彼らは 偽造を 発明しなければならなかった だから我
々は、単にきれいな決まり文句の話神の国を聞いたことがある ！ -素敵な感情を人間の
心に-エーテル、非現実的なにそれを減らします！ その他は、「教会は"王国であること

を誤って伝えています。 。 。 キリストの前に600年住んでいた預言者ダニエルは、神

の王国は現実の王国であることを知っていた-政府は、地球上のリテラル人以上を支配

します。 。 。 
ここに 。 。 。 神の国が何であるかの神の説明です：「そして、これらの王の時代には
... " -それは、10足の指の鉄と脆い粘土の部分の一部を言えばここにあります。 これは、
ダニエル7、および黙示録13と17との予言を接続することにより、今で形成されている

ヨーロッパの新しいアメリカを参照しています。 。 。 あなたの非常に目の前に！ （：
8牧師17）旧ローマ帝国を復活しなければならない黙示録17:12それは王国の労働組合で

なければならないことを平野詳細になります。 。 。 
キリストが来たとき、彼は地球全体を支配王の王、（黙19：11-16）のように来ていま

す。 そして、彼の王国-- 神の国は 、ダニエルを--これらすべての世俗的な王国を消費す

ることです。 黙示録午前11時15分には、これらの言葉でそれを述べた： "この世界の王

国は 、彼のキリストの、わたしたちの主王国 になっている ：彼は永遠のために君臨し
なければなりません」！ これは神の国です。 はい、さらには米国と英国国-それは、現

在の政府のです。 地球全体にわたって主イエス・キリスト、王の王の-政府-そして、彼

らは王国を生ずるものとします。 これは完全に平野神の国がリテラル政府であるとい



う事実になります。 ローマ帝国が王国だったとしても- -カルデア帝国は王国あってもよ

うに神の国は、政府です。 これは、世界の国々の政府を引き継ぐことです。 ルーラー-

イエス・キリストは王であるために生まれてきました！ 。 。 。 
以上1900年前に聖地の丘や谷の上に歩いて、エルサレムの街と同じイエス・キリストが

再び来ています。 彼は再び来るだろうと述べました。 彼が十字架につけられた後、神
は三日三晩の後に死者の中から彼を引き上げ（マット12時40分には、2時32使徒; Iコリ

ント15：3-4。）。 彼は神の玉座に即位しました。 宇宙の政府の本部（使徒1：9-11;ヘ

ブ1：3; 8：1; 10：12;牧師3：21）。 
12月27日： - 「遠い国」 -地球に戻るために、すべての国々の上に王の王としてする、

と（ルカ19彼は神の玉座に行ってきました寓話の「貴族」であり、 ）。 
ここでも、彼は「すべてのものの反発回」（使徒3：19-21）まで、天におられる。 返還
は 元の状態または状態に復元することを意味します。 この場合には、地球上で神の政
府の復元、ひいては、世界の平和、そしてユートピア条件の復元。 
現在の世界の混乱、エスカレート戦争や競合は、神が介入しない限り、人間の肉が生き

て保存されないであろう、非常に大きいので（マット。24:22）世界のトラブルにクラ

イマックスます。 遅延がこの惑星オフからすべての生命を爆破をもたらすであろう、
まさにそのクライマックスでは、イエス・キリストが返されます。 この時間は、彼は
神の神として来ています。 彼は宇宙-判決創造主のすべての力と栄光に来ています。 （
マット24:30;。。25:31）は、彼は鉄の棒で「世界の超政府を確立し、すべての国を支配

するために、「領主の王の王、そして主」（牧師午前19時16分）として来ています「（

牧師19：15; 12：5）。 。 。 
キリスト歓迎されませんか？ 
しかし、喜びと人間の叫びがする、と熱狂的なエクスタシーと熱意で彼を歓迎は-伝統

的なキリスト教の教会を均等のだろうか？ 
彼らはしません！ 彼は反キリストであることを、彼らを欺いてきた：サタン（13-15 II

コリント11）の偽大臣はので、彼らは、信じています。 教会と国家は、彼が（11時18

分で牧師11:15）来るに怒っているだろう、と軍は、実際には（牧師午前17時14分）に

彼を破壊するために彼と戦うためにしようとします！ 
（。ツェッヒ14：1-2）国はエルサレムの前線で、来る第三次世界大戦のクライマック

スの戦闘に従事され、その後キリストが返されます。 超能力で彼は彼（3節）と戦う「

これらの国との戦い」になります。 彼は完全に（牧師午前17時14）、それらを打ち負

かします！ エルサレムの東に非常に短い距離を"彼の足は、オリーブのマウント時に、

その日に立つ」（ツェッヒ14：4）。 （アームストロングHW。中世の謎、1984） 
聖書は、イエスが戻り、彼が勝つだろう、まだ多く戦うことを宣言します 
彼に対して（黙示録午前19時19分）。 （ただし、一部のため偽預言者と神秘主義の、聖書の預
言の誤解に基づいて）戻ってイエスは最後の反キリストであると主張するであろう多くの！ 
以下は、ハーバートアームストロングからもです。 

真実を知る- -真の宗教-聖霊によって与えられる神の愛と力を与え、神の真実...神とイエ

ス・キリストを知ることの喜び言いようのない、神の神聖な愛の暖かさ...！ 



神の真の教会の教えは、単に聖書の「すべての言葉によって生きている」のものです... 
愛の神の道を-男性は「与える」のように「取得」の道から電源を入れなければなりま

せん。 
文明はグリップ地球を今しなければなりません！ （同上） 

文明は神の国です。 新しい文明が来て、愛に基づくことであることを宣言することはイエスと
彼の信者が教え王国の真の福音はすべてに約あるかの主要な部分です。 そして、それは私たち
が神の継続教会においても説くものです。 
ハーバートアームストロングは、イエスがその人間社会を教えていたことに気づき、 
それは従うしたいと思った場合であっても、人生の「所与の道」、愛の道を拒否しました。 ほ
とんど誰が正しくイエスが教えていた何の意義を把握するようです。 
イエスを通して救いは福音の一部であります 
現在、いくつかの救いでイエスの死と役割についてのだろうか遠く、おそらくこれを読んでい

る人。 はい、それは新約聖書とハーバート・W・アームストロングは、両方について書いた福

音の一部です。 
新約聖書は、福音は、イエスを通して救いを含んで示しています。 

16 それは、ギリシャ（ローマ人への手紙1時16分）のために、ユダヤ人のための最初と

も考えている皆のための救いの神の力であるために、私は、キリストの福音を恥じてい

ないですについて。 
4 したがって 、これらの言葉を宣べ伝え、どこでも行き散在していた人。5その後、ピリポは

サマリヤの町に下って行って、彼らにキリストを説きました。 ... 12しかし、彼は神の国

とイエス・キリストの名についての事を説いたように、彼らはフィリップを信じたとき

に、両方の男性と女性はバプテスマを受けました。 25そこで、彼らは証言し、主の言葉

を説教していたとき、彼らはサマリヤ人の多くの村に福音を宣べ伝え、エルサレムに戻

った。26さて主の使いがピリポに話を聞いた... ... 40フィリップはで発見されました。 彼は
カイザリヤに来たまでと通過、彼はすべての都市で説教しました。 （使徒8：

4,5,12,25,26,40） 
18 彼は彼らにイエスと復活を説きました。 （使徒17時18） 
30 すると パウロは、自分の借りた家に丸2年住んだ、と彼に来たすべての人、31が 神の国を宣
べ伝え、 すべて の 自信、彼を禁じる誰と 主イエス・キリストにかかわる事を教え ま
した 。 （使徒28：30-31） 

説教は、イエスと王国が含まれていることに注意してください。 悲しいことに、神の国の福音
を適切に理解することは、グレコローマンの教会の教えから欠落する傾向があります。 
実際に、私たちはその王国の一部になるため、神は人間を愛したように、 
彼は私たち（：16-17ヨハネ3）のために死ぬこと、イエスを送ったことくらい。 

王国の福音書は、世界が必要としているものです、しかし... 
しかし、宗教的なものを含む多くの世界の指導者たちは、それは神の王国の平和と繁栄をもた

らす、としません国際人間の協力であると考えています。 そして、彼らはいくつかの時間的な



成功を持っていますが、彼 らはだけでなく、成功しません、彼らの人間の努力は最終的にイエ

スは彼の王国を確立するために返さなかった場合、それは生命が持続不可能になるだろうこと

をポイントに惑星の地球をもたらすでしょう。 これは偽の福音です。 

世界の多くは、一緒に21世紀の新しい世界秩序に入れて半宗教バビロニア国際計画を置くしようと

しています。 これは神の継続教会は創業以来非難と糾弾し続けることを計画しているものです
。 サタンは、ほぼ6000年前（創世記3）彼の福音のバージョンの秋にイブをだましているので

、人間は彼らがそれらと世界はより良くなるかを神よりもよく知っていると信じています。 

呼ばれ、偽預言者と呼ばれる宗教指導者（と一緒に：聖書によれば、（1-10また、黙示録13の

獣と呼ばれ、北の王と呼ばれる）欧州における軍事指導者の組み合わせがかかります最終的な

反キリストと黙示録13の二角状の獣：11-17）7の丘の街から（啓示17：9,18）「バビロニア」

に持参する（黙示録17＆18）世界秩序。 人類は、キリストのリターンと彼の王国の確立を必要
とするが、世界の多くは、このメッセージに注意を払っていないであろう21世紀 -彼らはサタンの

偽の福音の様々なバージョンを信じていきます。 しかし、世界は証人を受け取ることになりま
す。 

イエスが教えたことを思い出してください： 

14 そしてこの御国の福音はすべての国に証人として、全世界に宣べ伝えられるであろう
、それから終わりが来ます。 （マタイ24:14） 

王国の福音は、証人として世界に到達することに注意してください、それから終わりが来ます

。 

これにはいくつかの理由があります。 

一つは、神が（マタイ24:21に開始することが示されている）大艱難の開始前に真の福音を聞く

ために世界を望んでいることです。 したがって、福音のメッセージは、証人と警告の両方であ
る（参照：エゼキエル3;アモス3：7）。 

もう一つは、メッセージの要旨は偽預言者、最後の反キリストと共に、立ち上がり獣、北電力

の王の意見に反しなるということです。 彼らは基本的には人間の努力を通じて平和を約束しま
すが、それは最後（マタイ24:14）と破壊につながる（参照1テサロニケ5：3）。 

徴候とそれらに関連横たわっ驚異のので代わりの福音のメッセージ（2テサロニケ2：9）、世界

で最もは嘘（9-12 2テサロニケ2）を信じることを選択します。 そのためローマカトリック教徒
、東方正教会、ルター派、および他者による神の千年王国の不適切な非難の、多くの人が誤っ

て、神の王国の千年の福音のメッセージが反キリストに関連した偽の福音であると主張するだ

ろう。 

忠実なのキリスト教徒（黙示録3：7-13）王国の千年の福音を宣べ伝え、ならびに（獣と偽預言

者を含む）特定の世俗的な指導者がアップになりますどのような世界に伝えることになります

。 

彼らは世界を獣、北電力の王、偽預言者と一緒に、最後の反キリストは、最終的に（その同盟

国の一部と一緒に）イギリスの米国および英国を破壊するというメッセージを伝えるサポート

します、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド（ダニエル11時39分）と、彼らはその後

まもなくアラビア語/イスラム連合（ダ ニエル11：40-43）を破壊することは、悪魔の楽器とし

ての機能（黙示録16：13-14）、そして最終的に彼のリターン（19-20 19ヨハネの黙示録16：14

）の際に、イエス・キリストを戦うことになります。 忠実な（黙示録3：7-13）は、千年王国



はすぐに来るということだと発表されます。 これは、おそらく多くのメディア報道を発生させ
、マタイ24:14の実現に貢献します。 

「偽福音」宣言世界の指導者（カトリックの形を請求させていただきます妥協教皇と一緒にヨ
ーロッパの最高指導者の可能性が高いいくつかの「新しい」タイプが）のようなもの-彼らは世

界が何を勉強したいしませんしません彼らは本当に意志行う（さらに、それはで最初に自分自

身を信じていないかもしれない、参照イザヤ書10：5-7）。 これらおよび/ またはその支持者は

また、おそらく誤っ忠実が来る反キリストの教義（至福千年を）されることをお教えします

。 これらおよび/ またはその信者が迫害をトリガーする の忠実な神 の 継続 教会 に向かって作
るものは何でも非難 （ダニエル11：29-35;黙示録12：13-15）。 これはまた、大艱難の終わり
開始につながる（マタイ24:21;ダニエル11時39;参照マタイ24：14-15;ダニエル11：31）と同様に

忠実なフィラデルフィアの保護の時間をキリスト教徒（黙示録3：10; 12：14-16）。 

獣と偽預言者（黙示録13：10-17; 16：14;ダニエル7：25; 2テサロニケ2：9-10）力、経済恐喝、

看板、横たわって不思議、殺人、および他の圧力をしようとするコントロールを持っています

。 キリスト教徒は要求されます： 
10「どのくらい、主よ、聖なる、真の、あなたは地に住む人々に我々の血を判断し、復讐

するまで？」 （黙示録6時10分） 
時代を超えて、神の民は、「イエスが戻るまでどのくらいの時間がされますか？」、疑問に思

っています 

私たちは一日や時間を知りませんが、我々は多くの経典に基づいて、21世紀にイエスが戻るために

（神の千年王国が設立）期待する（例えばマタイ24：4-34;詩篇90：4;ホセア6： 2;ルカ21：7-36;

ヘブル1：1-2; 4：4,11; 2ペテロ3：3-8; 1テサロニケ5：4）、私たちが今見ているのいくつかの部

分が満たされています。 
イエスは介入しない場合、世界はすべての生命を絶滅させています： 

。21そして、大きな試練が存在することになるため、この時間まで世界の初めからされて

いないような、いや、でも今までに22でなければならず、それらの日が短縮されない限

り、何の肉は保存されないであろう。 しかし、選民のためにそれらの日が短縮されま
す。 （マタイ24：21-22） 
29 すぐ に当時の試練後に太陽は暗くなり、そして月はその光を与えることはありません
。 星が天から落ちる、と天の力を振とうされます。30そのとき、人の子のしるしが天に表

示され、その後、地球のすべての部族は嘆きます、そして、彼らは人の子が表示されま

す力と大いなる栄光と天の雲に乗って来る。31そして、彼はトランペットの素晴らしいサ

ウンドと彼の天使を送ります、そして、彼らは天の一方の端から他方に、四方から彼の

当選者を一緒に収集します。 （マタイ24：29-31） 
神の国は、世界が必要とするものです。 

王国のための大使 
王国のあなたの役割は何ですか？ 
あなたが本当のクリスチャンであれば今、あなたはそれのための大使であることがあります

。 使徒パウロが書いたものに注目してください： 



神が私たちを通して懇願しているよう 20 さて、私たちは、キリストのための大使です
：私たちは神と和解すること、キリストの代わりにあなたを懇願します。 （2コリント

5：20） 
14 したがって 、 スタンド、真実で腰を巻いた正義の胸当てに入れたまま、15と平和の福音の準

備であなたの足を履くた。上記のすべての16、次のことができるようになると信仰の盾を

取りますで、この最後まで気を配っている、精神内のすべての祈りと懇願して常に祈っ
18; 17邪悪な者のすべての火のダーツをクエンチし、救いのヘルメット、神の言葉である御

霊の剣を取ります私のために、その発話は私が鎖に大使午前20そのために、私は福音の

奥義を知ってもらうために大胆に私の口を開くことができることを、私にすべての忍耐

と嘆願すべて- 19および与えられてもよいです。 私が話すべきであるとして、それはそ
れで私は、大胆に話すことがあります。 （エペソ6：14-20） 

大使は何であるメリアム・ウェブスターは、次の定義が含まれ？： 
特別、しばしば一時的な外交割り当てのために彼または彼女自身の政府や主権の常駐代

表として外国政府や主権に認定または任命最高ランクの外交エージェント：;：1、特に
公式の使節 

2 ：正式な代理人またはメッセンジャー 

あなたが本当のクリスチャンであれば、あなたはキリストのための公式使節、です！ 使徒ペテ
ロが書いたものに注目してください： 

9 しかし、あなたは彼の素晴らしい光に闇のあなたを呼ばれる彼の賞賛を宣言すること
ができることを選ばれた世代、王室の聖職、神聖な国家、彼自身の特別な人、です。10か

つてない人でしたが、今あります今慈悲を得たが、いなかった神の民は、慈悲を取得し

ています。 （1ペテロ2：9-10） 
クリスチャンとして、私たちは神聖な国の一部であるとしています。 
今聖なるどの国ですか？ 
さて、この王国の確かにどれも世界的に、彼らは最終的には、キリストの王国（黙示録11：15

）の一部になることはありません。 それは、神の国、聖なる彼の王国です。 
大使として、私たちは通常、この世界の国々の直接政治に関与しません。 しかし、我々は今、
人生の神の道を生きることです。 そうすることによって、私たちはより良い彼の王国に私たち
は王と祭司とすることができ、地球上でキリストと共に統治するように、神の方法は、最善で

ある理由を学びます： 
私たちを愛し、彼自身の中で私たちの罪から私たちを洗浄し、彼に 5 
彼への血液、6と彼の神と父に私たちの王と祭司てきたが、栄光と支配権は永遠になりま

す。 アーメン。 （黙示録1：5-6） 
10 そして、私たちの神に私たちの王と祭司てきました。 そして、私たちは地球上に君
臨しなければなりません。 （黙示録5時10） 

その一つの将来の側面は、神の方法で歩いて、その後定命のある方を教えるされます。 



エルサレムのシオンに住む人々のため19。 あなたはこれ以上泣くなりません。 彼はあな
たの叫びの音であなたに非常に優雅になります。 彼はそれを聞いたとき、彼はあなた
にお答えします。20主はあなたに逆境のパンと苦しみの水を与える、しかし、あなたの教

師はもはやコーナーに移動されません、しかし、あなたの目はあなたの教師を参照しな

ければならない。21あなたの耳もののあなたが右手に回すそれとも、左に回すたびたび」

、それの中を歩く、これが道である」、と言って、あなたの後ろの単語を聴かなければ

なりません。 （イザヤ30：19-21） 
それは千年王国のために予言されているが、この時代にキリスト教徒は教えるために準備する

必要があります： 
12 ...あなたは教師であるべきである。この時間（午前5時12分ヘブル）によります 
15 しかし、あなたの心の中に主なる神を聖：とあなたの柔和と恐怖（1ペテロ3：15、口

語）とあなたの中にある希望の理由をすべての人に答えを与えるために常に準備ができ

ています。 
聖書は、より忠実なクリスチャンの多くは、ちょうど大艱難の開始前に、多くを指示すること

を示しています。 
33 そして、多くを指示するものと理解する人のもの（11時33分ダニエル） 

だから、学習、恵みと知識（2ペテロ3：18）に成長し、私たちが今やるべきものです。 神の国
での役割の一部は教えることができるようにすることです。 そして、より忠実な、の（黙示録
3：7-13）のために、キリスト教徒、これはまた、千年王国（参照：マタイ24:14）の開始に先

立って重要な福音の証人を支援含まれます。 
神の王国が確立された後、神の民は、損傷を受けた惑星を取り戻すために使用されます。 

12 古い廃棄物の場所を建てるの中から、それら;  
あなたは、多くの世代の基礎を上げなければなりません。 そして、あなたはに住むた
めに違反のの修理、街のレストアと呼ぶことにします。 （イザヤ58:12） 

このように、この時代に神の道を住んでいた神の民は、それが簡単に人々が復興のこの時間の

間に都市（および他の場所）に住むできるようにするためであろう。 世界は本当により良い場
所になります。 私たちは今、キリストのための大使であるべきであるので、我々はまた、彼の
王国に仕えることができます。 

真の福音のメッセージが変容です 

の福音についての真実を知る。：（31-32ヨハネ8）イエスは、「あなたは私の言葉に遵守した

場合、あなたは私の弟子が実際にある32そして、あなたは真実を知っているものとし、真理は

あなたを自由にしなければならない"と述べました。神の王国はこの世の誤った期待して捕捉さ

れるから私たちを解放する私たちは、大胆の計画-神の作品の計画をサポートすることができる

サタンは（黙示録12：9）全世界を欺いています。！神の王国は真の解決策です。我々は放置と

真実（参照：ヨハネ18：37）を提唱する必要があります。 

福音のメッセージは、個人的な救いは約以上のものです。 神の王国の良いニュースは、この時
代に1を変換する必要があります。 

2そして、この世界に適合されないが、により形質転換され 



あなたは神のことは良いと許容され、完璧な意志が何であるかを証明することができる

ことを、あなたの心の更新。 （ローマ12：2） 

真のクリスチャンは、神と他の人に仕えるために変換されています。 

22は、神を恐れ、男性としてではなく、心の誠実で、ないで、肉によれば、すべてのも

の、あなたの主人に従いなさい。 23そして、どのようなあなたは、24は主からあなた

が相続の報酬を受け取ることを知って、主になどではなく男性に、心からそれを行いま

す。 あなたのための主キリストに仕えます。（コロサイ3：22-24） 

我々は振とうすることができない王国を受けているので、28そこで、私たちは畏敬の念

と敬虔な恐怖に許容できる神に仕えることができることによって、私たちは恵みを持っ

てみましょう。 （ヘブル12：28） 

真のクリスチャンは異なる世界から住んでいます。 我々は、世界の右と間違っている何のため
に上記の神の基準を受け入れます。 それがこの時代に神の道を生きるために信仰を取るようち
ょうど、信仰（ヘブル10：38）によって生きます。 キリスト教徒は、彼らの生活のモードは新
約聖書に「道」と呼ばれていたことを、彼らが住んでいた世界から大きく異なると考えられた

（9使徒：2; 19：9; 24：14,22）。 世界は「カインの道」（ユダ11）と呼ばれているものの中に

、サタンの支配下、勝手に住んでいます。 

神の国の福音書は、義、喜び、平和（ローマ人への手紙午後2時17分）のメッセージです。 予
言言葉、正しく理解、慰めされる（参照1コリント14：3; 1テサロニケ4：18）、我々は世界の

崩れを見て、特にとして（参照ルカ21：8-36）。 人生の真のキリスト教の方法は、精神的な豊
かさと物理的祝福（：29-30マルコ10）につながります。 これは、それを生きる人たちは、世
界は神の王国を必要としていることを理解する理由の一部です。 クリスチャンは神の王国の大
使です。 

我々は物理的な世界（：5-8ローマ8）に住んでいるがキリスト教徒は、精神的、物理的でない

で私たちの希望を置きます。 私たちは、「福音の希望」（コロサイ1時23分）を有しています

。 これは、初期のキリスト教徒が今日イエスを公言する多くの人々が本当に理解していないこ
とを理解ものです。 

6.グレコローマン教会は王国が重要で教える、しかし... 
グレコローマン教会は、彼らが神の王国の側面を教えることを信じて、それが本当に何である

か真に理解悩みを持っている たとえば、 カトリックの百科事典は、 王国について、これを教
えて います。： 

キリストの...彼の教えこの王国の到来、その様々な側面、その正確な意味、それが達成

されるべき方法で、すべての段階では、彼の言説のステープルを形成するので、多くの

彼の談話は「福音と呼ばれているように王国の「神の国」...彼らはのように教会につい

て話すようになりました」。 参照 大佐、私は、13; 私はです、II、12。黙示録、I、6、9

。 V、10、など...それは（神の教皇H.王国。、カトリックの百科事典、ボリュームⅧ。

1910）...その神の機関としての教会を意味します。 
上記大佐」を指摘しているが、私は、13; 私はです、II、12。 黙示録、I、6、9。 あなたがそれ
らを検索する場合はV、10、 "、あなたはそれらの詩のない1が、 教会は 神の王国であるこ



と について何も言うことがわかります 。 彼らは信者が神の王国の一部であるか、それはイエ
スの王国であることだろう教えています。 聖書は真実1（：6-9ガラテヤ1）、多くの人が福音

を変更したり、別のものに向けるだろうと警告しています。 悲しいことに、様々なものがある
ことを行っています。 
イエスは、私が道であり、真理であり、いのちなのです」、教えてくれました。 誰も「わたし
を通して除いて父のもとに来ることはありません（ヨハネ14：6）。 ピーターは、教え」も私
たちが保存されなければならないことで男性の間で与えられた天の下に他の名前が存在しない

ためにそこには、任意の他に救いです」（使徒4時12分）。 ピーターは（使徒2:38）保存する

悔い改め、イエスを受け入れるように信仰を持っている必要がありますすべてのユダヤ人に語

りました。 
これとは対照的に、フランシスコは無神論者は、イエスなしに、良い作品によって保存するこ

とができることを教えてくれました！ 彼はまた、ユダヤ人がイエスを受け入れずに保存できる
ことを教示しています！ さらに、彼といくつかのグレコローマ人はまた、「メアリー」の非聖
書のバージョンは福音の鍵だけでなく、エキュメニカルと異教徒団結の鍵であると考えている

ようです。 悲しいことに、彼らと他の人がイエスと神の王国の真の福音の重要性を理解してい
ません。 多くは偽の福音を推進しています。 
多くは視力によって歩くと、世界の信仰を持っているしたいと思います。 新約聖書は、クリス
チャンが上記見えるようにしていることを教示しています： 

2ない地球上のものに、上記のものにあなたの心を設定します。 （コロサイ3：2） 
図7は、我々がない光景によって、信仰によって歩むために。 （2コリント5：7） 

しかし、ピウス11世は、基本的には彼の教会の彼の視力によって歩くことを教えて： 
...カトリック教会は...地球上のキリストの王国です。 （ピウスの勅 クレイマーP.悪魔の

最後の戦いに引用されたよう。良い弁護士の出版、2002年、P。73）。 
カトリックの聖書101ウェブサイトの主張、「神の王国はピーター...カトリック教会が率いる彼

の教会の形で、年間33のイエス・キリストによって地上に設立されました。「しかし、神の千

年王国はまだありませんここでまたそれは、ローマの教会であるが、それは地球上になります

。 
ローマの教会は、それが基本的には カトリック教会の 公式の カテキズム に記載されているだ
けで「反キリストの教義」であることを神の間もなく来る地上の千年王国に対してとても強く

教えて ： 
676 反キリストの欺瞞は、すでに世界で請求が救世主希望が唯一の終末論的判断を通じ
て歴史を超えて実現できることは歴史の中に実現するために行われるたびに形を取り始

めます。 教会は至福千年の名のもとに来て王国のこの改ざんのあっても修飾された形
態...拒否した（のカテキズムをカトリック教会。印刷許可+ジョセフ・ラッツィンガー枢

機卿。ダブルデイ、NY 1995年、P。194） 
悲しいことに、それに同意する人たちは、最終的には神の国の福音を宣べとの主要な問題が発

生します。 一部はそれを宣言するそれらに対して（30-36 11ダニエル7時25分）にひどい措置を

講じます。 



しかし、あなたは、主イエスを告白するすべての人が王国になりませんと思うかもしれません

か？ いいえ、彼らはされません。 イエスが言ったことに注目してください。 
21は、「 私に言う誰もが、「主よ、主は、「天の国に入ることはありませんが、彼 は誰天

の父の意志を行います。22の多くは、主よ、主は、持っている」、その日にわたしに言う

でしょう私たちはあなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって預言し、あ

なたの名前で多くの驚異を行う」23そして、私は、彼らに宣言します」私はあなたを知ら

なかったではない;？私から離れ、あなたは無法を練習誰！ （マタイ7：21-23） 
使徒パウロは、「無法の謎を"指摘"既に仕事で」（2テサロニケ2：7）であった彼の時間に

。 この無法状態はまた、聖書は「ミステリー、大いなるバビロン」（：3-5黙示録17）と呼ば

れ、終わりの時にに対して警告しているものに関連しています。 
「無法の謎「彼らは神の十戒の法則を維持する必要がないと信じているクリスチャンを公言に

関連している、等および/ またはそれに非常に多くの許容可能な例外がありますおよび/ または

神のを破る苦行の許容される形態があります法律、彼らは神の律法の形を持っていると思うが

、彼 らはイエスや使徒たちを正当であると認識するだろうとキリスト教の形を維持していない

ので。 
グレコローマ人はこの許容可能な-イエスが非難神の戒めに違反パリサイ人のようなものですが

、その伝統が作られた主張のアプローチ（マタイ15：3-9）！ イザヤはまた、人々が彼の律法
に対する神のだろう反逆者であると主張することを警告（イザヤ30：9）。 この無法反乱は、
私たちが、悲しいことに、この日にこれを見るものです。 
もう一つの「謎」はローマの教会は、その軍国エキュメニカルと異教徒の議題は、平和と地球

上の神の王国の非聖書のバージョンにつながると信じているようだということであるように思

われます。 （： 新エルサレム聖書 、カトリックの承認の翻訳、示されているノートが）聖書

は成功し、数年のために、それは意志を教えて来エキュメニカル団結に対して警告しています

： 
彼は獣に彼の権威を与えられていたので、4彼らは、龍の目の前で自分自身をひれ伏し

。 彼らは獣と比較することができます誰が」、と言って、獣の前で自分自身をひれ伏
し？ 誰がそれと戦うことができます」獣が口の中に、その誇りと冒涜を許された四十
二ヶ月のためにアクティブになるように5;？6、それは神に対するその冒涜を口裂け、彼の

名前、彼の天のテントと守られているすべての人々に対して、 。そこに7それは、聖徒

たちに対して戦争を行い、それらを征服させ、すべてのレースを支配する力を与えられ

た、人々は、言語と国; 8、世界のすべての人々 、すなわち、その名をみんなが書き込ま

れていないそれを崇拝しますダウン命の犠牲子羊の本で世界の創業以来9聞くことができ

、誰もが、聞いてみましょう：10捕われの身に捕われの身のためにそれらを。 剣によって
死に、剣によって死のもの。 聖人は忍耐と信仰を持たなければならない理由です。 （
黙示録13：4-10、NJB） 

聖書は、終了時刻バビロンの団結に対して警告しています： 
七つの鉢を持っていた7人の天使の 1 つは、私に話すようになった、とここに来て」と
言って、私はあなたの即位の横に豊かな海、地球の2を持つすべての王である偉大な売春

婦の罰が表示されます自分自身を売春している、と誰が彼女の姦淫のワインで酔って、

世界のすべての人口をした。」3彼は砂漠に精神で私を取って、そこに私は七つの頭と十本

の角を持っていた緋色の獣に乗った女性を見ました。女性は、紫と緋色の服を着た4すべ



てその上に書かれた冒涜のタイトルを持っていたし、金と宝石と真珠で光った、と彼女

は売春の嫌な汚物を充填した金を握っていた。 彼女の額に 5が 書かれていました名前、
不可解な名前： '。大いなるバビロン、地球上のすべての売春婦とすべての不潔な慣行

の母親 6私は彼女が酔っていたことを見て、聖徒たちの血、およびの殉教者の血と酔っ

てイエス; 私は彼女を見たとき、私は完全に当惑しました。 （黙示録17：1-6、NJB） 
9 'これは辣腕を求めています。 七つの頭は、女性が座っている7丘 、 です 。 。 。あな
たが見た18の女性は、地球上のすべての支配者の権限を持っている偉大な都市です。

」 （啓示17：9,18、NJB） 
図1は、 この後、私は別の天使が彼に与えられた偉大な権威をもって、天から降りてくる
見ました。 地球はその栄光で輝いていた。2を 、彼は叫んだ彼の声の上部には、「バビロ

ンは、 バビロングレートは 、落ちている 落ちている と悪魔の出没、すべてのファウル
精神と汚い、忌まわしい鳥のための宿泊施設となっています。3すべて国は彼女の売春の

ワインの深い酔っています。 地球上のすべての王は彼女と一緒に自分自身を売春して
おり、すべての商人は彼女の放蕩を通じて豊かな成長」別の声が天から話を聞いた4。 私
は 彼女の罪は空にまで達している5。 あなたは彼女の犯罪で共有し、負担する同じ疫病
を持っていないように 、それは 、彼女から離れて、わたしの民、出てくる '、言うのを
聞いた 、と神は心の中で彼女の犯罪を持っています：彼女は他の人を扱わたとして彼
女を扱う6彼女は強要ダブル額を支払わなければなりません。 彼女は彼女自身の混合物
の二重に強力なカップを持つことです。7彼女とと乱交パーティーの一人一人が拷問や苦

しみによって一致されるべきです。 私は、彼女が考え女王として即位しています。 私
は未亡人午前と死別を知っていることはありませんそのために8、1日に、災いが彼女に分

類されます：。病気と喪と飢饉。 彼女は地面に焼かれます。 彼女を非難した主なる神
は強大です。そこ喪と彼女と自分自身を売春し、彼女と一緒に乱交パーティーを開催し

てきた地の王たちによって彼女のために泣きされる「9」。 彼らは彼女が燃えるように煙、
（：1-9、NJB黙示録18）を参照してください 

ゼカリヤでは、聖書は来るバビロンに対して警告し、適切な団結はイエスが戻った後まで起こ
らないであろうことを示しています。 

10は 気をつけろ！ 外を見る！ 北の地から逃げる-主は私が天の四方にあなたを散乱して

いるために- - 。主は宣言する11は気をつけろ！ あなたの脱出、 シオン、今バビロンの娘
との生活を 作ろ う！ 
栄光があなたを略奪国について、私を委託するのでヤハウェ万軍のために 12 あなた が私
の目のりんごに触れる触れる誰'、これを言う。13さて、私は彼らの上に手を振っしなけれ

ばならない、彼らは誰のものによって略奪され、見て彼らは奴隷にしています。」 そ
して、あなたはヤハウェ万軍が私を送ったことを知っているだろう！14歌う、喜ぶ、シオ

ンの娘は、今私はあなた-の間で生きるために来ていますのために！宣言する15そして、

その日に多くの国は、ヤハウェに変換されます。 はい、彼らは彼の人々になるだろう
、と彼らはあなたがたのうちに住んでます。 その後、ヤハウェ万軍はあなたに私を送
ったことを知っているだろう！16主は、ユダの所持を取る聖地の彼の部分、そして再びエ

ルサレム彼の選択になります。 （ゼカリヤ2：10-16、NJB;詩はゼカリヤ2として記載さ

れている口語/ NKJVのバージョンに注意してください。6-12） 



国連、バチカン、多くのプロテスタントと東方正教会の指導者が推進しているエキュメニカル

と異教徒の動きは明らかに聖書によって非難され、奨励されるべきではありません。 イエスは
（：4-5マタイ24）」を、多くの人を惑わす」だろう誰が彼に従うことを主張するもので警告し

ました。 （イエスではありません）1-2と黙示録17の娼婦：多くのエキュメニズムは黙示録6の

「白騎士」に関連しています。 
ゼカリヤと同様に、使徒パウロはまた、信仰の真の団結は、イエスが戻った後まで起こらない
であろうことを教えました： 

13我々はすべての神の御子の信仰と知識で団結に達し、キリスト自身の膨満感と完全に

成熟した完璧な男を、形成されるまで。 （エペソ人への手紙4時13分、NJB） 
この団結前イエスの復帰に来る信じる人々は誤っています。 イエスが戻ったときに、実際に、
彼は彼に対して結集されます国の団結を破壊する必要があります。 

11時15分 そして、第七の天使が彼のトランペットを吹いて、声が天に叫んで聞くことがで
き、呼び出し「世界の国は私たちの主と彼のキリストの王国となっている、と彼は永遠

のために君臨します。」16二十から四長老たちは、神の存在下で即位、自分自身をひれ伏

しし、これらの言葉で神17を崇拝彼らの額で地面に触れ、「私たちは、あなたに全能の神

である主を感謝し、彼は、彼は誰と仮定するため、でしたあなたの偉大な力とあなたの

治世を始め、18カ国が大騒ぎしていたし、今の時間は、あなたの報復のために、そして死

んだが判断されるために、あなたのしもべ預言者たちのために、聖徒のために、あなた

の名前を恐れる者のために来ています小規模を問わず素晴らしい、報われます。 時間
は、地球を破壊している人たちを破壊するために来ています。」 （黙示録11：15-18、

NJB） 
19：6 そして、私は海や雷の偉大な轟音、答えて、「ハレルヤの音のように、巨大な群衆
の声のようだったものを聞きました！ 主たちの全能の神の治世が始まりました
。 。 。 19は 、それから私は、全地の王たちとその軍勢と獣を見たライダーと彼の軍隊。20

を戦うために集まっしかし、獣は、獣の代わりに奇跡を働いていた偽預言者と一緒に、

捕虜になりましたそしてそれらによって獣のマークとブランドを受け入れた人々 、彼の

銅像を崇拝していた人たちをだましていました。 これら二つは、21すべての残りの部分は

、彼の口から出てきたライダーの剣によって殺された。硫黄を燃焼する火の池に生き投

げつけられた、とすべての鳥は、彼らの肉と自分自身を。 。 。20：4それから私は、彼らが

自分の席を取った王座を見て、それらの判断を与えるために力を与えました。 私はイ
エス・キリストのために目撃したことで、神の言葉を宣べ伝えたことで斬首されていた

すべての人、および獣や彼の彫像を崇拝することを拒否し、その額や手にブランドマー

クを受け入れないであろう人たちの魂を見ました。 彼らは生活に来て、千年の間キリ
ストと共に王となりました。 （啓示19：6,19-21; 20：4、NJB） 

イエスは彼に対する統一世界の軍隊を破壊する必要があることに注意してください。 その後、
彼と聖人たちが君臨します。 信仰の適切な団結があるだろうときです。 
悲しいことに、多くの人が良い見える偽牧師に耳を傾けますが、使徒パウロは（2コリント11：

14-15）警告したように、ではありません。 
以上は、本当に聖書と神の国の福音を理解するであろう場合より少ないイエスと戦うことにな

ります。 



7.なぜ神の王国？ 
人間は、我々はとてもスマートだと思いたいが、我々の理解には限界がある、まだ神の（詩篇

147：5）「理解は無限です」。 
それはこの惑星を修正する神の介入を取る理由です。 
多くの人が神を信じているが、人間の大半は彼が本当に指示として生きるために不本意です

。 次の点に注意してください。 
8彼は良いもの、男、あなたを示しています。 主はあなたのことを何も必要としない。
しかし、公正に行うために慈悲を愛すること、そして、あなたの神と謙虚に歩いて

？ （ミカ6：8） 
神と謙虚に歩むためには、人類に何かが本当にしても構わないと思っていたではありません

。 アダムとイブ（創世記3：1-6）の時から、人間が彼の戒め（：3-17出エジプト記20）にもか

かわらず、神の上に、自分自身とその優先度に依存することを選択しました。 
諺の本は教えて： 

5 すべてのあなたの心を主への信頼、そして自分自身の理解の上ではない傾く、あなた
のすべての道で6が彼を認める、と彼はあなたのパスを指示しなければならない7自分の目

で賢明ではありません。 主を恐れ、悪から出発します。 （箴言3：5-7） 
しかし、ほとんどの人は本当にすべての心に神を信頼するか、その手順を指示するために彼の

ために待機しません。 多くは、彼らは神が望んでいるものを行いますと言うが、それをしませ
ん。 人類はサタンにだまされている（黙示録12：9）と世界の欲望と 「人生の誇り」（1ヨハ

ネ2時16分）のために落ちています。 
彼らは最高のを知っていると思うので、そのため、多くは、自分の宗教的伝統と世俗政府が出

ています。 しかし、彼らは（参照エレミヤ10時23分）しないでも最も真に悔い改めます。 
人類は神の王国（：21-22参照マタイ24）を必要とする理由です。 
神の方法です右 
真実は神は愛（1ヨハネ4：8,16）であることであり、神は利己的ではありません。 神の律法は
、神と私たちの隣人に向かって愛を示す（マルコ12：29-31;ヤコブ2：8-11）。 世界の方法は、
死で利己的と終了です（ローマ8：6）。 
聖書は本当のクリスチャンは戒めを守って示していることに注意してください： 

1 誰がイエスはキリストが神から生まれた、とも生んだ彼を愛し、誰もが彼の生まれで
ある者は彼を愛しされていると考えている。私たちは私たちが神を愛し、戒めを守ると

きに我々は、神の子供たちを愛していることを知っている。これにより、2 。このために3

は、我々は彼の戒めを守ることは、神の愛です。 そして、戒めは重荷ではありません
。 （1ヨハネ5：1-3） 

神のすべての（：172詩篇119）」戒めは正義です」。 彼の方法は（1テモテ1：15）純粋です

。 悲しいことに彼らの本当の意味を説明し、多くのものを超えて、それらを拡張することで、
多くは「無法」の様々な形を受け入れていると（マタイ5時17分）イエスは律法や預言者を破壊

するために来ていないが、それらを満たすためにことを認識していません（：21-27例えばマタ

イ5）と思いました。 イエスは、「誰でもないし、それらを教えて、彼は天国で偉大と呼ばれ



るであろう」（マタイ5時19分）（用語「神の国」と「天の王国」は交換可能である）ことを教

えました。 
聖書は、作品のない信仰は（ジェームズ2時17分）死んでいることを教示しています。 多くの
イエスに従うことを主張するが、本当に彼の教え（マタイ7：21-23）信じられないでしょうし

、彼らが必要として彼を模倣しません（参照1コリント11：1）。 「罪は法律の罪である」（1

ヨハネ3：4、KJV）、すべては（ローマ3:23）の罪を犯しました。 しかし、聖書は、神が本当に
すべて（：6参照ルカ3）のための計画を持っているよう慈悲判決（ジェームズ2時13）の上に勝

利することを示しています。 
人間のソリューションは、離れて神の道から、動作しません。 千年王国では、イエスは、「鉄
の棒」（黙示録19時15）で支配し、人々が神の道を生きるように良いが優先されます。 世界の

すべての問題が存在し、この世界の社会は神と神の律法に従うことを拒否するので、 。 歴史
ショー人類は、社会の問題を解決することができません。 

肉の思いは神に対して敵意であるので志向であるためには 、6は 死であるが、精神的に気
になるようにすることは生命と平和である7。 以下のためには、神の律法の対象ではなく
、また実際にすることができます。8それでは、肉にある者は神を喜ばせることができま

せん。 （ローマ8：6-8） 
クリスチャンは（ローマ8：9）精神的に集中することであり、この時代にそうするように、神

の御霊が付与され、私たちの個人的な弱さにもかかわらず： 
26 あなたは、肉に従って賢明多くはないが、多くはない、強大な多くの貴族と呼ばれて
いないことを、あなたの呼び出し、兄弟を参照してください。27しかし、神は恥賢明に置

くために、世界の愚かなものを選択している、と神が持っています何にもしているもの

を持って、世界の28とベースのものと軽蔑神が選ばれたあるもの、とされないもの;恥に

強大であるものを入れるために、世界の弱い者を選ばれました、29彼の存在下で、無肉べ

き栄光いる。30しかし、彼のあなたは神と義と聖め、それが書かれているように、こと31を -

、「栄光彼は、聞かせてから私たちの知恵のためになったキリスト・イエスにあります

主にあって、彼は栄光。」 （1コリント1：26-31） 
クリスチャンは神の計画に栄光にあります！ 我々は今、信仰によって歩む（2コリント5：7）

、上記探して（コロサイ3：2）信仰（ヘブル11：6）。 私たちは、神の戒め（黙示録午後10時

14分）を維持するために祝福されます。 
聖書はクリスチャンがイエスと共に支配することを言いますが、あなたはそれが本当のクリス

チャンは、実際の都市を支配することを意味し実現していますか？ イエスは次のように教えて
います。 

12「特定の貴族は、14 '。私が来るまで、ビジネスを行う"だから、彼は、彼の使用人の10と

呼ばれる彼らに10ミナを配信し、彼らに言った、13。自分自身のために王国を受信し、返

すために遠い国に行ってきました。しかし彼の市民は彼を嫌って、と、言って、彼の後

に代表団を送った「私たちは私たちの上に君臨するには、この男を持っていません。」 
15「そしてそれは彼が王国を受けた、戻ったとき、彼はその後、彼はどのように知ってい

るかもしれないことを、彼は彼に呼び出されるためにお金を与えていた人に、これらの

サーバントを命じということでした 



多くのすべての人は、取引によって得ていた16。そして17、と言って、最初に来て、彼はよ

くやった」、彼に言った、良いしもべ。「マスター、あなたのミナが10ミナを得ていま

す。 '; あなたは非常に少ない中で忠実であったため、10都市以上の権限を持っている。

マスターは、あなたのミナは、5ミナを獲得している」18と第2は、言って、来ました」。

あなたはまた、5都市以上であること」19は、同様に彼は、彼に言いました」。 ' （ルカ19：

12-19） 
あなたが今持っている少しオーバー忠実です。 クリスチャンは、実際の王国で、実際の都市を
支配する機会を持つことになります。 イエスはまた、（黙示録午前22時12分）「彼の作品に応

じて一人一人に与えるために、私の報酬は私と一緒である」と述べました。 （ヨハネ6：44;黙

示録17時14分）本当に彼に応答する人のために：神は計画（ヨブ14時15分）と場所（2ヨハネ

14）を有しています。 神の王国は実質のためであり、あなたはそれの一部にすることができま
す！ 
2016年の開始時には、 サイエンス誌は、人工知能とクラウドソーシングは、人類が直面してい

る「邪悪な問題」を解決できることを示した」群衆の力」と題した記事がありました。 しかし
、記事では、それを解決する方法はおろかたもの邪悪理解することができませんでした。 
人類がバベル（：1-9創世記11）の失敗したタワーを構築するために協力したとき、それは大洪

水の後に戻っていたとして、21世紀に失敗する運命としての協力は、離れて神の真の方法を次の中

から、あります。 
中東のような場所で、世界の諸問題、（期待される一時的な利益にもかかわらず、例えばダニ

エル9：27と、1テサロニケ5：3）、人間-私たちは神の王国（ローマ人への手紙14の平和を必要

とすることによって解決されません。 17）。 
国際テロの問題は、予想される利益にもかかわらず、国連に騙さによって（参照エゼキエル21

：12）を解くことはありません（参照の黙示録12：9） -私たちは神の王国の喜びと快適さを必

要としています。 
世界の国々が地球（黙示録11：18）を破壊するのに役立ちますように、環境の問題は、国際協

力によって解決されませんが、彼 らは神の王国によって解決されます。 
性的不死、流産、および販売する人間の体の問題 
部品はアメリカによって、神の王国によって解決されることはありません。 
神の王国によって：米国、英国、および他の多くの国が持っている大規模な債務は（6-8ハバク

ク2あたりの破壊後）、最終的に国際的な仲介によって解決されませんが。 
無知と誤教育は国連-私たちは神の王国を必要とすることによって解決されることはありません

。 宗教的な争いは本当に聖書の真のイエスから離れて救いに同意する任意のエキュメニカル・
異教徒の動きによって解決されることはありません。 罪は、世界の問題であり、そのために、
私たちはイエスの犠牲と神の王国の彼のリターンでお願いします。 
飢餓の問題は、潜在的な不作-私たちは神の王国が必要に飢饉の危険に世界の一部を入れている

遺伝的に改変された生物によって解決されることはありません。 
現代医学は人間のための健康 - 私たちは神の王国を必要とするすべての答えを持っていません

。 



「バビロン」（参照の黙示録18：1-19）終了時間から時間の恩恵を受けながら、他の場所で大

規模なアフリカの一部の貧困、アジア、およびは、貧困に私たちは神の王国を必要とする問題

を解決することはできません。 
神の王国の千年期は、地球上に確立されるリテラルの王国です。それは、神とリーダーとして

の愛する神の愛情の法律に基づいて行われます。聖徒は千年（;：4-6 20ヨハネの黙示録5時10分

）のためにキリストと共に支配します。この王国は本当に神の教会のものが含まれますが、何

の経典は神の国が実際に教会（カトリックその他）であると述べていません。ローマの教会は

千年の教えに反対している、と私たちは終わりに近づくように、後でそれが聖書の福音のメッ

セージをより強力に反対します。これはおそらくマタイ24:14を満たす助けることができる重要

なメディア報道を取得します。 
その最終段階では、神の王国は（黙示録21：2）「神から天から下って来る、新エルサレム」が

含まれ、その増加の終わりはありません。これ以上、これ以上の不義は存在しません 
悲しみ、そしてこれ以上の死。 
説教や神の国の福音を理解することは、聖書の重要なテーマです。旧約聖書の作家がそれにつ

いて教えてくれました。イエスは、ポール、ジョンはそれについて教えてくれました。 
それについて教え新約聖書の外に生き残るためには、最も古い「クリスチャン」説教。初期の

第二世紀のキリスト教指導者たちは、ポリュカルポスとメリートのように、それについて教え

てくれました。で我々は継続神の教会は、今日、それを教えます。 
神の王国は、聖書は、イエスが約説教示している第一の主題であることを思い出してください

。それは、彼は後に約説教するものでもあった復活-、それはクリスチャンが最初に求めるべき

ものです。 
福音は、イエスの生と死だけではありません。イエスと彼の信者が教え福音の重点は、神の来

る王国でした。王国の福音はキリストを通して救いを含み、だけでなく、人間の政府（黙示録

11：5）の端部を教える含まれています。 
イエスは終わりが御国の福音はすべての国（マタイ24:14）への証人として世界に宣べ伝えられ

た後まで来ないだろうと教え、覚えておいてください。そして、その説教は今起こっています

。 
良いニュースは、ということである神の王国は人類が直面している問題を解決します。しかし

、ほとんどはそれをサポートし、またそれを聞き、またそれの真実を信じたいしたくありませ

ん。「この世界は離れて通過している」一方で、神の王国は、（1コリント7:31）（マタイ6:13

）永遠のです。 
神の王国の真の福音を宣言することで、私たちのものである継続神の教会が真剣に考えていま
す。神の王国（マタイ24:14）を含む、：私たちは、聖書が教えているすべてのもの（19-20マ

タイ28）を教えるために努めています。私たちはその王国を待っている間、私たちは神の道と

真理を信じたい快適他人を学び、実行する必要があります。 
あなたは神の来る王国の福音の宣言をサポートするべきではないでしょうか。あなたは神の国

の福音を信じているのだろうか？ 

 

神の教会を継続 



 

神の継続教会のアメリカ事務所は次の場所にあります。: 1036 グランドア

ベニュー、グローバービーチ、カリフォルニア、93433 USA。 
 

神（CCOG）ウェブサイトの継続教会 
 

CCOG.ASIAこのサイトは、アジアにフォーカスを持っており、様々な複数

のアジア言語の記事だけでなく、英語でいくつかの項目があります。 

CCOG.INこれは、インドの伝統のものをターゲットウェブサイトです。こ

れは、英語と様々なインドの言語の材料を持っています。 

CCOG.EUこれは、ヨーロッパを対象とするウェブサイトです。これは、複

数のヨーロッパ言語で材料を持っています。 

CCOG.NZはこれが英国下降背景にニュージーランドなどをターゲットウェ

ブサイトです。 

CCOG.ORGこれは神の継続教会の主なウェブサイトです。これは、すべて

の大陸の人々を提供しています。これは、記事、リンク、およびビデオが

含まれています。 

CCOGCANADA.CAこれは、カナダでそれらをターゲットウェブサイトです。 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. これは神の継続教会のための

スペイン語のウェブサイトです。 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. これは神の継続教会のフィリピンサイ

トです。それは、英語とタガログ語での情報を持っています。 
 

ニュースと歴史ウェブサイト 
 

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、歴史的な記事、動画、および予言アップデートを持っています

。 

CHURCHHISTORYBOOK.COMこれは、教会の歴史に関する記事や情報とのウ

ェブサイトを覚えやすいです。 

BIBLENEWSPROPHECY.NETこれはニュースや聖書のトピックをカバーするオ

ンラインラジオサイトです。 
 

説教と説教ネットのユーチューブの動画チャンネル 
 

BibleNewsProphecyチャンネル。 CCOGの短い説教のビデオ。 

CCOGAfricaチャンネル。アフリカの言語でCCOGメッセージ。 

CDLIDDSermonesチャンネル。スペイン語でCCOGメッセージ。 



ContinuingCOGチャンネル。 CCOGビデオ説教。  

 
 
 
写真は、いくつかの残りのレンガのいくつかの下に示している（プラスいくつかは後で

追加）時には高間として知られているエルサレムの建物の、より良い（現在は山シオン

と呼ばれる）、エルサレムの西の丘に神の教会として記述します： 
 

 
 
これは、おそらく最古の本当のキリスト教の教会の建物の敷地であったと考えられてい

ます。イエス''神の国の福音は「中説教されていたであろう建物が。これは神の国の福
音を教え、エルサレムにある建物でした。 
 
 
このような理由から、我々はまた、絶えず神に感謝ので...あなた、兄弟、 
ユダヤにキリスト・イエスにある神の教会の信者になりました。 
（1テサロニケ2：13-14） 
 
すべての聖徒たちに配信するためにかつてあった信仰のために真剣に争います
。 
（ジュード3） 
 
彼（イエスは）私は他の都市に神の国を宣べ伝えなければならない」、彼らに
言いました 
また、この目的のために私が送信されているからです。」（ルカ4：43） 
 
しかし、神の国を求め、して[c]これらすべてのものはあなたに追加されなけれ
ばなりません。それはあなたの王国を与えるために、あなたの父の良い喜びが
あるために、少し群れを恐れないでください。 （ルカ12：31-32） 
 
そしてこの御国の福音は、証人として、全世界に宣べ伝えられるであろう 



すべての国民は、それから終わりが来ます。 （マタイ24:14） 
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