
真のキリスト教会は、今日どこ

にありますか？ 

 

 

18プルーフ、手がかり、および徴候は、偽のキリスト教会対真を識別します。 
 

プラス7プルーフ、手がかり、および徴候はラオディケアの教会を識別するのに役立ちます。 
 

 

 

イエスは彼の教会が継続すると述べました 

（マタイ午後四時18分） 
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プラス7プルーフ、手がかり、および徴候はラオディケアの教会を識別するのに役立ちます。 
 
 

ボブ・ティール、博士により、 
 

翻訳者が適切に翻訳するように注意しますが、彼らは通常、神の継続教会

のメンバーではないため、19-20：28;ここでは英語の資料から翻訳されて

いる情報は、マタイ24:14（できるだけ多くに到達します情報の一部は誤解

があり得ることを理解しています。何かが右のように見えるかは不明であ

るしない場合は、で、オリジナルの英語のソースを参照してください 
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カバー：イエスの真の教会は尖塔や使用オベリスクを持っていますか？パ

ブリックドメインたウェストミンスター寺院を除くジョイスティール、に

よってすべての写真。 

 

イエスは墓が彼の教会に打ち勝つことはないと述べました。その教会は、

今日どこにあるか知っていますか？ 
 

本気ですか？単に聞き手あなたは本当の「行為者」クリスチャンになるこ

とを喜んでいるとされませんか？あなたは真のキリスト教の教会について

の真実を扱うことができますか？ 

 

http://www.ccog.org/


最高の小さなと中傷グループは今日、真のキリスト教の教会を表している

だろうか？ 
 

あなたは「聖徒たちに配信されるすべてのために一度信仰のために真剣に

争う」ことをいとわないか、偽造を好むでしょうか？あなたはあなたの感

情に頼るべきか、神の言葉が決定しますか？ 
 

あなたは本当に聖書の基準を信じているのだろうか？あなたは、看板をプ

ルーフし、手がかりは神の真の継続の教会を識別する知っていますか？ 
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1.どの教会は続行しますか？ 
 

2.サイン真の教会の識別 
 

3.新約聖書時代に何が起こったのか？ 
 

4.神のどの教会はほとんど忠実なのですか？ 
 

5.まとめ真の教会の識別に証明、手掛かり、およびサイン

の 
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1. 教会はどのを続行しますか？ 
 
教会の何千人と人の億 
 

キリストの教会の一部であると主張する主要な教義上の違いを持つグルー

プの何千ものがあります。彼らの多くは真剣にエキュメニカル団結につい

て話しています。 20億の人々は、これらの教会の一部であると考えられて

います。巨大な教会は真のキリスト教の教会ですか？ 

 

一つの事実は、驚異的な、しかし、真の、ほとんどの人は、すべてのキリ

スト教会は聖書から自分の信念や教義を取得主張していることを前提とし

ているように見えるものの、現実はクリスチャンであると主張するほぼす

べての教会は、多くの場合、非聖書とに依存しているということであると

いうことです自分の信念のために異教の伝統！ 
 

それは多くの場合、彼らの慰めの伝統、文化、および/または社会に反する

とほぼどれも聖書からの完全な真理を教えません。 

 

あなたは本当に真のキリスト教の教会を識別することはできますか？ 

 

あなたが偽の教会を排除するのに役立つ簡単な証明はありますか？あなた

はこれらの証明、記号、手がかりを発見するためにあなたの心と心を開く

ために喜んでいる場合は、その答えは明らかにされ、真のキリスト教会が

今日ここで知ることが重要であり、なぜあなたは理解するだろう、我々は

に熱意を持っていなければならない理由神の計画では、この時点で作用し

ます。 

 

聖書が教えるものを発見し、自分のために見つけます。神の真の教会にあ

なたの旅へようこそ。 
 

イエスは彼の教会が継続すると教えています 
 



イエスは彼の教会がこの時代の終わりまで継続することを教えました： 

 

...私は私の教会を建設する、とハデスの門はそれに打ち勝つことはな

いものとします。 （マシュー夜04時18、新ジェイムズ王訳特に断り

のない限り、全体を通して） 

 

...私は私の教会を建設し、冥府の門はそれに打ち勝つことはないもの

とします。 （マシュー夜04時18、新アメリカ聖書、カトリック司教

の米国会議が出し） 

 

  「すべての権限は私が持っているすべてのものを観察するためにそ

れらを20教え、父の名前と子と聖霊を彼らにバプテスマを施し、天

と地にわたしに与えられた。したがって、すべての国の人々を弟子

としなさいされていますあなたが命じ;そして、私は世の終わりまで

、いつもあなたがたと共にいるのLO」。 （マタイ28：18〜20） 
 
 

どちらの死（ハデス/冥府）や時間（この時代の終わり）が真のキリスト教

会に対して優先されます。イエスの教えは、教会全体の年齢を通じて真の

教会を構成するグループ（または複数のグループ）が存在しなければなら

ないことを証明しています。全世界を通じて父が呼ぶような人たちに（ヨ

ハネ6：44）：この教会はイエスが（19-20マタイ28）を命じ、そのすべて

を教えてくれる。 

 

イエスはまた、事前に、真のキリスト教会の歴史について教えてくれまし

た。彼は、彼は黙示録の第二及び第三章の教会に与えたメッセージでこれ

をやりました。 

 

聖書、宗教的な文章、そして世俗的な歴史が早い使徒と忠実なポスト使徒

教会が信じて何を示すことができる場合は、その真の教会のための唯一の

本当の候補者は、教会時代を通じて、それらの同じ教えや慣行を維持した

者（CFだろうジュード3）。 

 

教会の時代は終了していないので、イエスはまだ戻っていないように、真

の教会が存在している必要があります。しかしここで？ 
 



多くの背教者があったという事実にもかかわらず、キリストの真の教会の

ために実際に2つだけの可能性は、21世紀にあります。それは非常にグレ

コローマンは、一つ以上の教会のグループに影響を受けているか、それは

教会の教会やグループであります他のいくつかの、より多くの真の使徒と

聖書の、ソース（参照の黙示録2、3、＆17）から。 
 

聖書を信じる私たちの人のために、他のオプションはありません。真の教

会のための唯一の本当の候補者（複数可）は、初期の使徒教会が実際に行

ったように、今日でも同じ教えと実践を持っている1つ以上のグループに

なります。 

 

聖書はすべてのものを証明するために教えます 

 

多く慎重に彼らが出席するもの教会考慮していません。多くは、すべての

宗教が同じ場所につながるエキュメニカルと異教徒群衆の主張を信じてい

ます。しかし、イエスは幅広いアプローチ（「簡単な方法」）は破壊への

道だったが、いくつかの求職者がこの年齢（：13-14、KJVマタイ7）でスト

レートと狭い道を見つけるだろうことを教えました。 
 

あなたはあなたの教会が真のキリスト教の1であるかどうかを証明するた

めにわざわざする必要がありますか？ 

 

ほとんどの人は支配的な宗教は自分の家族や地域の文化が受け入れるもの

は何でも受け入れます。いくつかは、しかし、彼らの寿命の変更を行いま

す。いくつかの変更が感情、利便性のためのいくつか、そして教義上でい

くつかに基づいています。いくつかは、彼らが最も快適に感じる教会を選

びます。何とかそれはキャリアを進める可能性があるため、他のものは、

その近さ、若さ、および/またはその他の社会プログラムに基づいて1つを

選択しますか。 

 

あなたは何をするべきか？ 

 

使徒パウロは、（プロテスタントとカトリックが新約聖書の翻訳を受け入

れに従って）書きました： 

 

すべてのことを証明します。良好であることを堅持。 （1テサロニケ



5：21、KJV） 

 

しかし、すべてのことを証明します。良好であることを堅持。 （1テ

サロニケ5：21、ドウエー - ランス聖書-DRB） 
 

そして、あなたは神のこと良いと許容され、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、この世界に適合することはあり

ませんが、あなたの心の更新によって形質転換すること。 （ローマ

12：2、NKJV） 

 

そして、この世界に適合しないこと。しかし、あなたが良い、と許

容可能な、神の完全な意志が何であるかを証明することができるこ

とを、あなたの心の新しさに改質します。 （ローマ12：2、DRB） 

 

真のキリスト教会は、今日はどこにあるかを証明していますか？あなたが

持っているかもしれないと思うならば、あなたは本当に聖書が使用する基

準を使用していますか？ 

 

とき教会スタートしましたか？ 
 

教会は、今日ここでのより良いアイデアを得るために、始まった場所を確

認しておくといいだろう。 マシュー午前16時18分で、イエスは彼が「この

岩の上に「彼の教会を建設すると述べた（ご自身を意味し、4使徒：10-11; 

1コリント10：4）と聖霊（ヨハネ16送信します：7;参照ジョン午前14時26

分）。 これはいつ始めたのですか？ 

それは、彼が復活した50-日後に始めました。 

キリスト教会は、ペンテコステcの日に始まりました。 聖霊が送られた時

である31 AD、。 神の教会が始まっ方法についての行為の本の第二章から

次の点に注意してください。 

ペンテコステの日が完全に来たとき、彼らは一箇所に一つにして、

すべてのだった... 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。 （使徒2：1,4

） 

しかしピーターは、11で立って、彼の声を上げ、彼らに言いました

、 



ナザレのイエス、奇跡によってあなたに神によって証明マン、驚異

：イスラエルの男性は、これらの言葉を聞いて 、「ユダヤの男性と

エルサレムに住むすべての人は、22 ...これはあなたに知られてみまし

ょう、と私の言葉に耳を傾けます " 24 神 ; 23 彼を、神の決定を目的と

予知によって配信され、あなたが無法手で撮影した、十字架につけ

られ、死に入れている -神はあなたの真っ只中に彼を通っていたあな

たは自分自身にも知っているように、との兆候 彼がそれによって保

持されるべきであることは不可能であったため、死の苦しみを緩め

た、上げ... 

「したがって、イスラエルの全家は、神が、あなたが十字架につけ

られたこのイエスを、作られた、主とキリストの両方いることを確

実に知らせます。」 

彼らはこれを聞いて、は「私たちが何をしなければならない、男性

と兄弟？ "、心に切断し、ペテロと使徒たちの残りの部分に言われて

いました 

ペテロは彼らに言いました、 

「悔い改めなさい、そしてあなたの一人一人が、罪の赦しのた

めにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けるせ;そし

て、あなたは聖霊の賜物を受けなければならない 約束について

は 39が あなたに、あなたの子供たちに、そしてすべての人にあ

ります 。 私たちの神が呼び出す主な限り多く、遠く離れてい

ます。」 

そして、多くの他の言葉で彼は、言って、証言し、それらをを 41に 続

いて喜んで彼の言葉を受けた人たちがバプテスマを受けた 」、この

邪悪な世代から救われます。 "; その日、約3000の魂がそれらに追加

されました。42 そして、彼らは、47 が 神を賛美し、すべての人々に好意

を持つ ...使徒たちの教義との交わりで、パンの破壊であり、祈りに

断固として継続 。 主は救われた人々の毎日教会に追加されました

。 （使徒2：14、22-24、36-42、47） 

神は毎日教会に追加されました。 その中にそれらが悔い改めとバプテスマ

を受けることがあった注意してください。 したがって、のみ行うことがで

きます人々の両方の真のキリスト教の教会に加えられました。 忠実な使徒

たちの教義に続けていることに注意してください。これらの手がかりは、

あなたが真の教会と単にキリストの教会であると主張するものの違いを理

解するのに役立ちます。 



教会とは何ですか？ 

「教会」として翻訳新約聖書の言葉が意味する「、」と訳さギリシャの用

語から来ている聖書はまた、教会はキリストの体を表していることを教示

している"アウトと呼ばれるアセンブリを。」： 

そして、彼はすべての事に彼は抜群を持っている可能性があること

、当初、死者からの長子である体、教会の頭です。 （コロサイ1時18

） 

教会で彼の体のため、用...キリスト、（コロサイ1：24） 

ですから、真の教会のための私達の探求で、私たちはイエスと彼の元の使

徒の信仰や教えを続けてきた忠実な信者の体を探しています。教会は「精

神的な家」（1ペテロ2：5）であり、歴史を通して一つの物理的組織や法

人に限定されるものではありません。 

真のクリスチャンは何ですか？ 

真のクリスチャンは、イエスにコールを受け入れたものである適切に悔い

改め、バプテスマを受け、実際に神の聖霊（使徒2:38）を受信しました

。 もちろん、真のクリスチャンではない多くの人々はそれを主張していま

す。 

使徒パウロはクリスチャンは、神の御霊が彼らの中に住居とそうでない人

よりも生活のさまざまな種類がつながることをしたことを書いたことにも

注目。 

確かに、神の御霊があなたがたの内に宿っている場合しかし、あな

たは、肉ではなく霊ではありません。 今、誰もがキリストの霊を持

たない場合、彼は彼ではありません。10 そして、キリストがあなたに

ある場合、ボディは罪のゆえに死んだが、霊は義のゆえ命です。11 し

かし、隆起した彼の霊場 合あなたの中に死んドエルからイエスは、

死からキリストを上げた彼はまた、あなたの中に宿る聖霊を通して

、あなたの死ぬべき体に生命を与えます。 

したがって、兄弟、私たちは、債務者である-ない肉を、肉に従って

生きるために 13 あなたが肉に従って生きるならば、あなたが死んで

しまうため。 しかし、あなたは死に体の行為を置く御霊によって、

あなたが住んでいる場合。14 神の御霊に導かれている限り多くの場合

、これらは神の子です。 （ローマ8：9-14） 

本当に神の霊を持っていない人は、彼のどれもありません。 

クリスチャンは愛と愛を示しているが、世界によって発見されないように

、次のとおりです。 



神と父の前に純粋で汚れのない宗教はこれです：彼らのトラブルで

孤児や寡婦を訪問し、世界から汚点のない自分を維持します。（ジ

ェームズ1時27分） 

使徒ペテロはこう書いています。 

あなたしたがって、最愛の、あなたが事前にこのことを知っている

ので、あなたはまた、邪悪の誤差で離れて導かれて、あなた自身の

堅固さから落ちないように注意してください。18 しかし、わたしたち

の主であり救い主イエス・キリストの恵みと知識において成長。 彼

に今も、永遠の栄光です。 アーメン。 （2ペテロ3：17-18） 

精神的な成長を通じて自分の人生を変更すると、本当のクリスチャンであ

ることの重要な部分です。 また、真のクリスチャンが（使徒28:22）真の

信仰は、「どこでもに対して話」されていることを認識し、その指導者た

ちは、その教えと教育（使徒4の他の宗教「当局から非難の対象となって

いる：1-21;本当のクリスチャン自身が迫害の対象となり、その9-14）（ヨ

ハネ15:20）：6。 

神の伝道者Dibar Apartianの後期教会は書きました： 

それは、真のクリスチャンであることを勇気をとります！ 

昔の預言者たちは、勇気の男性でした。 神が約束の地を入力するた

めの戦いを開始するためにヨシュアに言ったとき、彼は「強く、良

い度胸であること」、命じ（ジョシュ1：6）。 。 

使徒たちは、彼らが神の聖霊を受け、特に後に、また勇気の男性で

した。 彼らは連続脅威と迫害の中で福音を宣べ伝えることは容易で

はなかったです。 大きなゲートと狭い1に入るとの間で-彼らは神に

従うと人間に従うとの間で選択しなければなりませんでした。彼ら

は「我々は、厳密にこの名前で教えることはないあなたに帯電し、

まだここにあなたが教えてエルサレムを埋めてきた、あなたは私た

ちにこの人の血持参するつもり」（使徒5：28、RSV）を、当局によ

って言われました。 ペテロと他の使徒たちが与えた答えは信仰と勇

気の一つであった：（29節）「私たちは、むしろ男性よりも神に従

うべきです」。 

あなたはいつかあなたを迫害する者に同じ答えを与えなければなら

ないかもしれないことを実現しますか？ 

ヘブル11は、一般的に信仰の章として知られています。 そして、そ

れがない信仰について話しています。 そこに記載されている人々の



すべては信仰によって住んでいたが、それは多くの勇気を必要とし

ました。 （グッド ニュース、1 月、1981） 

イエスが言ったように、真のキリスト教会は、使徒2でペンテコステので

だろう（;黙示録2＆3マタイ16時18分）に存在していました。 

しかし、単に真のキリスト教の教会を見つけることは十分ではありません

。 1つはまた個人的に真のクリスチャンである必要があります： 

しかし、自分を欺く、単語のみの徒ではなく、聞き手です。 （ジェ

ームズ午前1時22） 

しかし、最初に神と神の義の王国を求め、これらすべてのものはあ

なたに追加されなければなりません。 （マタイ6：33） 

真のクリスチャンは、神の霊を持って練習愛、勇気、そして神の国のため

に長いです。 真のキリスト教会は、その、元の信仰（ジュード3）の他の

側面を教えるために続けています。 
 

真の教会の識別 2. サイン 

今、私たちは真の教会が継続し、元の信仰を保持しなければならないこと

を見てきたことを、我々は今、真の教会を識別するのに役立ついくつかの

特定の兆候、手がかり、および教義を見ていきます。 

神の真理、言葉によって聖別 

イエスは真のクリスチャンを離れて設定記号は、それらが真実によって聖

別されたことを言いました： 

彼らは私が世界のものではない午前と同じように、世界のものでは

ない。17 あなたの 真実によってそれらを聖別。 あなたの言葉は真実で

す。 あなたは世界に私を送ったように18、私はまた、世界。19にそれら

を送っており 、それら の 日本酒のために私は、彼らはまた、真理に

よって聖別することができること、自分を聖。 （ヨハネ17：16-19） 

模倣品の多くから真のキリスト教会を区別するための本当の鍵は教会が本

当に神の言葉にどれだけコミットしています。 キリストを公言する人のほ

とんどは、神の言葉と競合している異教やその他のソースからのいくつか

またはその教義の多くを取得する教会の一部です。偽の謙虚さと人間考案

宗教は本当の精神的な値（コロサイ人への手紙2時23分）のものではあり

ません。 

いくつかの適切な教会を決定するために自分の感情を信頼することを好む

が、神の言葉は、異なる標準神のを設定します。 



すべてのあなたの心を主の信頼、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） 

誇りに思って心のある彼は争いを起し、しかし、主に信頼し、彼は

繁栄されます。26 は、 自分の心に信頼し、彼は愚か者である、しかし

、誰でも賢明に歩くことは配信されます。 （箴言28：25-26） 

それは、人間が霊的に完全にすることができ、神の言葉（：16-17 2テモテ

3）からの真理です。 

また、次の点に注意してください。 

主の言葉のために右である、そして、すべての彼の作品は真実で行

われます。 （詩篇33：4） 

「私、主、愛の正義のために...私は真実に自分の仕事を指示されます

、そして、彼らと永遠の契約を行います（イザヤ61：8）。 

神の仕事は真実で行われ、そしてキリストの下にその仕事をリードする教

会は真実でそれをやっている必要があります。 

神の大臣は「真理の言葉」（参照2コリント6：4-7）から表彰されている、

いない男性の伝統に保持するためのその聖句（参照マーク7との競合：6-8;

マタイ15：3-9 ）。 本当に忠実なキリスト教の教会は、教義のための伝統

の上に神の言葉を置きます。 

ペテロと他の使徒たちがしたように、忠実なキリスト教の教会の指導者た

ちは、それが政府や宗教当局（：27-32行為5）と不評であっても真実を説

教して喜んでなければなりません。 

教会の聖書の名前は何ですか？ 

真のキリスト教会への手掛かりは、名前です。 

支配的な聖書の新約聖書における真の教会の名前、通常は「神の教会」と

訳されている（使徒20時28; 1コリント1：2; 10：32; 11：16,22; 15：9; 2コリ

ント1 ：1;ガラテヤ1時13; 1テサロニケ二時14分; 2テサロニケ1：4; 1テモテ

3：5,15）。 

いくつかは「カトリック教会は、「元の名前であったことを示唆している

が、用語「カトリック教会」が使用されてきたと考えられている最初の時

間は、ローマに言及されなかったことを述べなければなりません。 これは

、スマーナの神の教会へのアンティオキアのイグナティウスによって手紙

に使用しました。 （に イグナティウス' 手紙、C 120 AD。）： 彼は、具体

的には、「 アジアの スミルナにある教会、 神の教会 ... に 「 それを取り上



げました 。 神の 継続 教会（CCOG） などのグループは、 スマーナの神の教

会の子孫です。 そして、グレコローマンの教会とは異なり、我々は、その

初期の指導者たちが持っていたことを過ぎ越しの祭り、安息日、ミレニア

ム、神性、等に関連する同じ教えを保持します。 

キリスト教の歴史を通して、真の教会は、通常、「神の教会」という表現

のバージョンを使用しています（または「キリストの教会を、「参照ロー

マ午後04時16分）しかし、多くの場合、それを別の言葉（参照1コリント1

： 2; 1テモテ3：15）。 しかし、名前ではなく、神の御霊が、真の基準で

す（1ペテロ2：5）。 

したがって、単に右の名前を持つことは、必ずしも証拠ではありません

。 しかし、右の名前を持っていないことは不適格要因になる傾向がありま

す： 

私はあなたの作品を知っています。 参照してください、私はあなた

の前に開いたドアを設定している、と誰もがそれをシャットダウン

することはできません。 あなたは少し強さを持っているために、私

の言葉を保持している、と私の名前を否定していない 9は 確かに私は

、彼らがユダヤ人であり、ではないと言うサタンのシナゴーグ、の

ものを行いますが、嘘が- 。確かに私は彼らが来るようになりますし

、あなたの足の前に崇拝し、私はあなたを愛していることを知って

います。 （黙示録3：8-9） 

イエスは、彼の名前を否定するものではない真のキリスト教会は、「精神

的な」ユダヤ人で構成されていると述べた少し強度を有し、そしてキリス

トの言葉を保持します。 しかし、イエスは忠実であると主張する人もがな

いであろうことも明らかであったことに気づきます。 

なぜ名前「神の継続教会」？ 

世界の教会の中には、教会のための聖書の名前についての真実の教義上の

ポイントを発見しました。 いくつかは、この名前の少なくとも一部を採用

し、自分自身を呼び出している「神の教会。 " 

しかし、名前が意味を伝えることになっていることを認識することが重要

です。 この世界のさまざまな「神の教会が「自分の支配者としての神を認

識していない場合や、彼や彼の言葉に完全に受けない、彼に従わされてい

ないし、この-に他の主要な証拠の多くを持っていませんでも聖書に利用さ

名前を持つけれども、彼らは神の真の教会の一部ではありません。 



これは、人々の「サタンの会堂」（黙示録3時10）の一部である嘘つきな

らびに「正義の大臣」（2コリントに身を変換するように見える偽の閣僚

について、それらを呼び出す聖書の警告と一致しています11：14-15）。 

世俗的な組織の数は、真の教会の名前に主張するので、それは、言われて

いる-ちょうど"公言"キリスト教徒の何百万人として不適切にイエス・キリ

スト（マタイ7：21-23）の名前に主張しているに欠け-この地球上に神のビ

ジネスを行う目的のために、神の真の教会のこのフェーズを確立し、我々

として、単に、「神の教会。「それは利用できませんでしたように、同様

にそれを組み込むことができませんでした最初から教会へのつながりを示

す（使徒2）、私たちは「神の継続教会。」という用語を選びました 

真剣に争うと真の信仰 

極めて重要なサインが真のキリスト教会は、使徒たちに配信されたオリジ

ナルの信仰を持っていることです。 

：使徒ジュードが見つかったと、彼はそれについて行うに忠実なクリスチ

ャンを言ったことを問題に注目してください 

私は私たちの共通の救いについてあなたに書き込むことが非常に勤

勉であった最愛の、私はそれが必要な聖人に配信されるすべてのた

めにかつての信仰のために真剣に争うためにあなたをexhortingあな

たへの書き込みを発見しました。 特定の男性のために 4が 気付かれず

にこっそりしています、誰がずっと前にみだらに私たちの神の恵み

をオンにして唯一の主なる神とわたしたちの主イエス・キリストを

拒否不信心な男性は、この非難のためにマークされていました。 （

ジュード3-4） 

ジュードは、約2つのグループを語りました。 聖徒たちに配信されるすべ

てのために一度だった元の信仰を争奪する人々 、および不適切にそれを変

更しようとしていた者として。 真のキリスト教会は配信信仰を持っていま

す。 引き続き、まだするために21 世紀 にキリストを公言誰ほとんどは 本当

に元のクリスチャンが実際に信じて、（また、私たちの無料小冊子、 神の

教会の継続履歴を 参照 し てください ） 練習のか分からない です信仰 。 

それは神の愛を維持し、彼の慈悲に向かって探して、神聖な信仰です。 

しかし、あなたは、最愛、21 永遠の命かれたちの主イエス・キリスト

のあわれみを探して、神の愛のうちに自分を保つため 、聖霊に祈る

、あなたの最も神聖な信仰に自分自身を構築します 。 （ジュード20-

21） 



聖書は真の閣僚が言葉を説くと耐え、変更しないで、真の聖書の教義にな

っていることを示しています。 

単語を説きます！ シーズンとシーズンのうち、準備ができています

。 。 彼らは音の教義に耐えられないとき来る時のために 、すべての

と教育 3 で、熱心に勧める、非難を納得させる が、彼 らはかゆみ耳

を持っているので、自分の欲望によると、彼らは自分自身教師のた

めの盛り上げます; 4を 、彼ら離れて真理から耳を向けるだろう、と寓

話に脇になったこと。5 しかし、あなたはすべてのものに用心深いこ

と、苦難に耐え、伝道者の仕事をし、自分の務めを果たします。 （2

テモテ4：2-5） 

1-3：キリスト教会の基本的な教義の一部は、ヘブル人への手紙6に記載さ

れています。 死んだ、と永遠の裁きの復活、完璧に向かって起こって、按

手、悔い改め、バプテスマを含め、これらの教義は、彼らは今、 神の 継

続 教会 によって教えられている本質的と して使徒と初期のキリスト教徒

によって教えられました 。 

イエスは教会のフィラデルフィア部分について教えて何かを注意してくだ

さい： 

... ...フィラデルフィアの教会を... 8 ...あなたは少し強さを持って 、 私

はすぐに来ています、11見よ ...私の言葉を保持している、と私の名前

を否定していません ！ 誰もあなたの冠を取らないことが、あなたが

持っているものを堅持。 （黙示録3：7,8,11） 

イエスは1つが聖書の真理に維持し、自分自身を神の言葉に同じコミット

メントを持っていない他の人に惑わさできるようにするべきではないこと

を教えています。 神の真の教会は、真の信仰に反する教会協議会を受け入

れ、またために男性の仕事をしてから落胆することはない、聖書の真理に

速く保持することです。 21 世紀 では 、それは（いくつかの詳細について

は、第4章を参照してください）最高のこれを行い、真のキリスト教会の

フィラデルフィア部分の名残です。 

使徒ヨハネから何かを注意してください： 

私たちは時に見ている私たちが目で見てきた私たちは聞いたことが

始まり、からだった、と私たちの手が命の言葉について、取り扱わ

れているもの- 2 の人生を明らかにし、これまで見てきた、と証人を

負担し、あなたに父とあったし、私たちに明らかにしたことを永遠

の命を宣言- 3、我々は見て、我々はあなたも私たちとの交わりを持っ

ている可能性があること、あなたに宣言聞いています。 そして、本



当に私たちの交わりは、御父と御子イエス・キリスト。4 そして、私

たちはあなたの喜びがいっぱいであることをあなたに書き込むこれ

らの事 です 。 （1ヨハネ1：1-4） 

ジョンは彼が最初から学んだことを教えて言っていることに注意してくだ

さい。 真実は変更しませんでした。 

使徒ヨハネは キリストの教義では、継続して 、遵守 することに 次 のよう

に教えています。 

誰とキリストの教義に遵守しないことは、神を持っていません。 キ

リストの教義に遵守彼は父と子の両方を持っています。 （2ヨハネ9

） 

一つは、聖書に矛盾教義でそれを変更しないことによって、その教義に遵

守します。 

使徒ヨハネはまた、忠実かつ忠実であることを主張した者との間の差につ

いて報告しました： 

小さ な子供たち、それは最後の時間です。 。あなたは我々はそれが

最後の時間であることを知っていることで、今でも多くの反キリス

トが来ている、反キリストが来ていると聞いてきたように 19を し、 彼

らは私たちから出て行ったが、彼 らは私たちのではなかったです

。 彼らは私たちのしていた場合、彼らは私たちを続けていたために

、 しかし、彼らはそれらのどれもが私たちのものでないこと、マニ

フェストなされる可能性があることを出て行きました。 （1ヨハネ2

：18-19） 

使徒ヨハネは忠実だった人たちが彼の教えや慣行に従っているだろうが、

反キリストであったものが、これらの慣行を継続しないことを書いている

ことに注意してください。 

グレコローマ人によって失われた元のキリスト教の多くの慣行があります

が、おそらく使徒ヨハネの実践と教示から最古の文書化された変化の一つ

が過越の日付と遵守に関係していることをここされるべきです。 これは、

初期の2 番目の 世紀 によって導入された様々なグレコローマン教会その変化

であった 、それは論争（ユーセビアス「 教会史、 ブックV、章23-24） 引

き起こされます 。 

（14 番目のを 拒否した人たちの大部分は 日曜日に切り替え） 彼らは イエス

、使徒ヨハネのようにニサンの 14 日 に過越を維持することを拒否し 、他の

種々の忠実な教会の指導者たちは、歴史的でした 。 初期の2 番目の 世紀まで

に、スミルナの教会神の司教ポリュカルポスは、「多くの」「偽教義」を



持っていたと結論づけたと彼は虚栄心/無価値（ ピリピ人への ポリュカル

ポスの 手紙） のような彼らの信仰に言及しました 。 

初期の 第3 世紀までに、ギリシャ・ローマ人の多くは、アンティオキアの

教会神の司教セラピオーンは「嘘同盟 」（とに セラピオーンの 信徒への

手紙） と呼ばれるものへと発展しました 。 

グレコローマン教会は 、自分のようポリュカルポスとセラピオーンの両方

を 主張 （かつセラピオーンが明らかに浮気グレコローマン指導者がアンテ

ィオキアに成功した） ものの 、現実には、彼ら（と彼らは忠実にに関連す

るもの）は、神の教会に開催されたということですそして、グレコローマ

ンではないの教義。 

浮気の教会によって、他の多くの変更がありましたが、学者は、一般的に

使徒ヨハネは、14 日 に過越祭を守っていることに同意するものとし ます

。 したがって、この1教義を簡単使徒ヨハネと彼とのそれらの慣行を継続

することができなかった人たちからの経典に耳を傾け人々を、伝える方法

です。 異教皇帝コンスタンティヌスは、後で問題を余儀なくされたときに

日曜日に変更過ぎ越しの日は普遍命じになりました。 コンスタンティンは

本当のクリスチャンではありませんでした。 彼は自称キリスト教の信仰に

バプテスマを受けていなかった場合でも、彼は彼自身レイ司教を宣言し、

コンスタンティンは、彼は墓の太陽神タイプに埋葬された死んだときに

325 ADにニケアの理事会で最終決定される日曜日の過越の問題を強制しま

した。 聖書の練習に忠実なままにしたかった人たちは、彼や彼の評議会の

法令に耳を傾けないだろう。 彼はまた、多くはニケア後に殺害されていま

した。 

 

歴史の中でそこにはに主張しなかったが、他の主なものながら、二つの基

本的なグループ、元の信仰を開催一つとなっています。 

何使徒継承」についてはどうですか？ 3 世紀 の先頭付近 、その後ローマ支

持テルトゥリアヌスは、2つのグループ（とローマ人への手紙）の書いた

使徒たちとのつながりを主張者（テルトゥリアヌスの 公文書デ

praescriptione haereticorum。 第32章）、そのうち1つだけだったと推移して

います忠実な、他はありませんでした。 一つのグループは（にポリュカル

ポスに使徒ヨハネなどを通じて）スマーナからそれを主張する他のローマ

からの承継を主張し、。 



限り使徒継承が行くように、真の教会はカージナルスの大学や司教ののが

約聖書に指示がないことを認識することが重要であるかもしれません。 そ

れらの両方は、異教の名残です。 カージナルスの大学が正式に11 世紀 ま

では形成されなかったのに対し、 カトリック百科事典 によると 、 タイト

ル 最高神祇官は 、 後半4 世紀 まで、ローマ司教によって採用されませんで

した 。 ローマは現在、最高指導者を選択するために、何単に元の信仰の一

部ではありませんでした。 

聖書は、神がトップ人のリーダーを介して動作する傾向がないことを示し

ているが、このリーダーは油を油注がれたものである（; 1テモテ4：14; 5

：22; 2コリント1時21分2テモテ1：6）と誰がそのリーダーシップを発揮果

物（：; 1テモテ3 15-20：1-7マタイ7）を示しています。おそらくそれが元

の使徒からの直接連続していた初期の同時期のレコードを証明することが

でき、神の唯一の真の教会であることが言及されるべきです。 でもジェロ

ームは、使徒ヨハネがポリュカルポススマーナ（ジェロームの デViris。 第

17章） で定められたことを指摘しました 。 グレコローマ人はピーターと

ライナスとクレメントについての彼らの矛盾レポートに関する彼らの主張

に遅刻'伝説'に依存する傾向がある、プラス教義を変更しました。 使徒継

承し、元のキリスト教の教会の信仰について多くの詳細は、当社の無料小

冊子、神の教会の継続履歴 に含まれています 。 

神の教会は、使徒ヨハネの時から聖書を知っていました 

これはキリスト教のリーダーは、新約聖書の最後の本が書かれた時から、

聖書のすべての書籍を知っていましたか？ 

まあ、それは論理的に使徒ヨハネであろう。 だけでなく、彼が死ぬことを

、元の使徒の最後であったと考えられている、彼はまた、ヨハネの黙示録

（：9-19黙示録1）を含む、聖書の最後のいくつかの書籍を、書かれている

と考えられています。 

元の使徒がまだ生きていた一方で、彼らはキリスト教徒が個人的に書面で

知るために必要な情報を提供することができます。 しかし、意図（参照イ

ザヤ8：16）は、聖書はクリスチャンは霊的に完全であるためには十分で

終わるというものであったことに気づきます。 

すべての聖書は神の霊感によって与えられ、教義のために、戒めの

ため、補正のための、 神の人が徹底的にすべての良い仕事のために



装備し、完全であることを 義、17内の命令のために有益です 。 （2テ

モテ3：16-17） 

本当に経典上の教義はできるだけ早い時期（参照イザヤ8：16）からそれ

らを知っている基づかキリスト教の教会ではないでしょうか？ それとも、

グレコローマンの教会が行ったような問題を議論するために人間的に-招集

教会協議会の何世紀を取るでしょうか？ 

歴史的証拠と課題 

使徒ヨハネは、（また、スミルナのポリュカルポスとして知られている）

彼の名前のポリュカルポスの弟子に「規範」に合格したことを言う ハリス

フラグメント として知られている古代の文書があります 。 ポリュカルポ

スは（彼の名前はギリシャ語である）ユダヤ人ではなかった、おそらく第

二世紀に、神の真の教会で最も影響力のジェンティーレでした。 彼はおそ

らく数十年後に彼の死まで（エルサレムはユダ、その最後のユダヤ人のビ

ショップ/牧師を失った）135 ADから最も影響力のある真のキリスト教指導

者でした。 

ピリピ人へのポリュカルポスの手紙には、 引用符や新約聖書（ 新約聖書の

注釈付きピリピ人への ポリュカルポスの 手紙。擁護、2008 年6月 の三位一

体ジャーナル ） の全27冊を暗示します 。 彼の兄弟オネシモ、サルデスの

メリート（ポリュカルポスの後継）への手紙では、直接および間接的に 神

の 継続 教会 で我々は まだ使用して 、旧約聖書の39冊を示しています 。 そ

して、メリートのリストには、ローマ時代と東方正教会、カトリック教会

が現在使用して、いわゆる第二正典のいずれかが含まれていません。 

そこに本質的に初期の2 番目の 世紀 のエルサレムの忠実なクリスチャンは 、

新約聖書の全部または一部を持っていた と述べているアラビア語の文書も

ある が、そこキリストの少ない忠実なローマ支持教授はなかったことを、

彼らは非に頼っていること-書籍（ 新規ソース、1966 年 によれば、キリス

ト教の早期世紀の パインズS. ザ・ユダヤ人キリスト教徒 ）。 

パトモスで使徒ヨハネ（黙示録1：9）の時から神の教会の小アジア（後半

最初の世紀）のスマーナのポリュカルポス（第二世紀）に至るまでは、経

典の全体キヤノンを持っていました。 しかし、グレコローマンの教会は、

何世紀にもわたって本を議論し、多くの場合、それらの新約聖書における

非標準的なものが含まれていました。 これは、ギリシャ・ローマ人が最終



的に正しい新約聖書キヤノンを思い付くことができたこと（神の教会内の

一部を含む）、小アジアとエルサレムのものと相談した後だけでした。 

真のキリスト教会は、その最も早い最初から全体のカノンを知っていると

思いませんか？ 

ローマで送られてきた改革プロテスタントは、 彼らが始めたとき、彼らは

前に様々なローマのリストに頼っていたとしても、である、16世紀 まで、

その規範を確定していませんでした 。 ローマの教会は完全に トレント

の 16 世紀協議会 まで、キヤノンを確定でした 。 トレントの評議会に受け入

れられてそれらの本は、ジェローム（その教会の医師）、など彼らの初期

の指導者たちは、真の経典であることを考慮していなかったことは、旧約

聖書の書籍が含まれていました。 どちらも現在のプロテスタントも、神の

真の教会でこれらの私たちの聖典としてそれらを受け入れるしません。 

詳細については、 神の 継続 教会 から 聖書ニュース預言誌 は 経典の列聖の

詳細を説明する2013年2文書化された論文を発表しました。 これらの雑誌

は、 文学タブ ボタン の下に、www.ccog.org のウェブサイトで見つけるこ

とができます 。 

真の教会は、神についての真実を知っています 

真のキリスト教会は常に父、子、聖霊を信じています。 初期のキリスト教

徒は、聖書は父教えていることを理解（例えばジョン6時27分に、コロサ

イ2：2）と息子（例えばヨハネ20：28-29;コロサイ2：2）であった神の生

き物（コロサイ2：9）と聖なること聖霊は父（例えばマタイ10:20）と息子

（ピリピ1:19）から来て、神の力でした。 

381 ADでは、グレコローマ人は正式に（ローマ1:20;コロサイ2：9）神性の

異なるビューを採用した聖霊の人格について。 いくつかのグレコローマ人

は前に霊の「人格」を信じているが、大多数のは、少なくともそれらの"東

で、「 カトリック百科事典 によると 、 そのも、あっても数十年以前の三

位一体を受け入れていませんでした。 これは、ギリシャ・ローマ人の大多

数が受け入れたことを教義上の変化でした。 三位一体の教義は、また、（

基本的にもローマ帝国の信仰として、その後改訂されたグレコローマン信

仰を命じた）迫害皇帝テオドシウスから帝国勅令によって施行されました

。 

真の教会は無法状態は、それは神の律法を掲げ教示していません 

旧約聖書には、神の法則は彼と忠実な（：1-8申命記6）との間にしるしで

あろうと書かれていました。 いくつかのプロテスタントの指導者が十戒を

http://www.ccog.org/


持つ離れて行われたことを教えているが、これはイエス、使徒たち、また

初期のキリスト教徒の立場ではなかったです。 

イエスは「風袋」（雑草）は敵（：37-40マタイ13）によって兄弟たちの間

で植えられるだろうと警告しました。 イエスは浮気は「無法」（マタイ13

時41分）を実践することを教えたが、後に（マタイ13：42）を除去します

。 イエスが教えたことを何か他のものに注目してください。 

「私に言う誰もが、「主よ、主は、「天の王国を入力しなければな

らないが、彼 は誰が天の父の意志を行いません。22 多くは、主よ、主

は、私たちを持っている」、その日にわたしに言うでしょう？、あ

なたの名によって預言あなたの名前で悪霊を追い出し、あなたの名

によって多くの驚異を行っていない」23 そして、私は彼らに宣言しま

す、「私はあなたを知っていたことはありません。わたしから離れ

、あなたは無法を練習誰！ （マタイ7：21-23） 

イエスは明らかに多くの人が「主」彼を呼び出し、さらには彼の名前で奇

跡を行っていると主張するだろうことを教えたが、彼 はそうしましたが、

出発する「無法状態」を実践した者を言うだろうということです。 したが

って、正確な予言と自身の悪魔悪魔払いは、非忠実なグループは時々それ

らを持っているように集中する兆候はありません。 

使徒パウロは、「無法の謎」はすでに彼の日に始まったことを報告した（

2テサロニケ2：7）と、人々は彼らが従わないために得ることを「空の言

葉で「だまされてはならないこと（エペソ5：6）。 それは神の律法の多く

の側面に来るとき、その「謎」は（自分の周りそれらの理由）グレコロー

マ人によって明示されます。 

神の真の教会は、神の律法（：1-3 1ヨハネ5）を掲げ。 それは従っている

場合、豊富な幸福と生産性の充実した人生を含め、多くの優れた人間性を

もたらすことを、神は、運動の法則に設定されたことを教示しています。 

神の真の教会は、神の律法が離れて行われていないが、「高貴」とイエス

・キリスト（：17-48マタイ5）によって「名誉」（イザヤ42:21）行われ、

拡大されていることを宣言する。 

神の真の教会は、聖書が教え教えて： 

あなたの言葉は私の足のともしびそして、私のパスに光です。 （詩

篇119：105） 

私の舌は、すべてのあなたの戒めは正義であるために、あなたの言

葉で話すしなければなりません。 （詩篇119：172） 



真の教会は、神の十戒法は人類への彼の最大の贈り物の一つであり、戒め

が正義であることを教示しています。 それらを保つことは、愛を反映して

います。 「今戒めの目的は愛である」（1テモテ1：5）。 

、神の律法の周りに推論：グレコローマン教会のいくつかは軍国「キリス

ト教」と他の無法教義の彼らの受け入れを通じて、彼らは、古い（3-9マタ

イ15）のパリサイ人のようにしている、と信じていると主張しているがそ

れに反している慣行や伝統を支持します。 

洗礼者ヨハネ（ルカ3時14分）イエス（ヨハネ午後6時36）は、この時代の

軍国主義の参加に対して教えました。 すべての実学者は初期のキリスト教

徒が肉欲の戦争に参加しないであろうことを実現します。 アンティオキア

のテオフィロスがあっても暴力的なスポーツ観戦キリスト教徒に対して書

いている間、そのようなサルデスのメリートとして神の指導者の教会は、

それに対して書きました。 神の 継続 教会はまだ軍国主義的参加と、この

時代に、意図的に暴力的なスポーツ観戦に対して教示しています。 

軍の参加は 彼の死の世紀の中、ローマ司教と聖ヒッポリュトスによっ

て 3 世紀AD として後半として非難されたにもかかわらず 、グレコローマン

の教会は、この点に変更しました。 宗教的な十字軍の戦争で戦うことにな

る人に1095 ADでウルバヌス2世の令の下で「罪の赦し」を提供するように

彼らは後に、これまで行ってきました。 

イエスは、「神は霊であり、神を崇拝する人は霊と真理で礼拝しなければ

なりません」（ヨハネ4:24）、と述べました。 しかし、グレコローマ人は

、彼らが崇拝様々な偶像とアイコンの使用を推奨するもの。 十戒（出エジ

プト記20：4-6）サルデスのメリートは、2 番目の 世紀 に行ったようにし、使

徒ヨハネ（1ヨハネ5：21）は、そのに対して警告しました 。 

ヘブル人への手紙の本は第七日安息日はクリスチャンのために（ヘブル4

：1-9）差し止めていることが確認されているが、その周りのキリスト教理

由を最も公言人。 

使徒パウロは、サタンの閣僚は、一見「義の奉仕」（：14-15 2コリント11

）に自分自身を変換するように見えるだろうと警告しました。 

教会の歴史は、中と聖書のうち、そのようにした人たちが多くを欺くこと

に成功していたことを示しています。 

真の教会が迫害しない、しかし、決して迫害ました 

イエスと使徒パウロは（マタイ5：; 10：23; 10月12日2テモテ3：12）真の

クリスチャンが迫害されることを教えました。 それはグレコローマン教会

はその歴史の中で迫害に直面したことは事実ですが、彼 らはまた、多くの



場合、物理的な迫害者であったという点で、真のキリスト教会とは異なり

ます。 

（ それらの一部であることを 主張 異端と背教者が 持っているかもしれま

せん が ） 歴史を通して、神の真の教会で非軍国主義は、物理的な迫害者

を組織化されていませんでした 。 

それが原因を助け、：聖書は「ミステリー大いなるバビロンは、「（4-5黙

示録17）殉教聖人の血に酔っていたことを教示しています。 聖書は、7-基

づく「ミステリー大いなるバビロンは、「神が非難不自然な同盟で世界「

政府に巻き込まれたことを教示している（参照の黙示録17：1-9,18; 18：1-

10）。 

そのため肉欲ローマや他の指導者との妥協の、グレコローマンの教会だけ

でなく、歴史の中で様々な経済迫害を実施し、彼らはまた、真のクリスチ

ャンは、安息日（行為保つよう、イエスと彼の元信者が持っていたのと同

じ慣行を維持するために殺しました13：13-15; 18：4;ヘブル4：9）、聖書

汚れた肉を避けて、14 日 に過越祭を維持します 。 

プロテスタントの「改革」はまた、持っていた人は、幼児洗礼の非聖書の

練習に反対した者が死亡しました。 

グレコローマ人はまた、ローマは終わりを表す考慮して、グレコローマン

の聖職者の異教のドレスに反対、偶像/アイコン/十字架を受け入れること

を拒否し、聖書の神聖な日保ち、そのような神性についての真実として元

の聖書の教義に保持するためのキリスト教徒を迫害しました'、秘跡'非聖

書に反対し、イエス・キリストの千年統治を教え、神の国を教え、バビロ

ンを-。 

また、実際にギリシャ・ローマ人は終わりの時に再びこれを行います教え

るグレコローマンのプライベート予言」があることに注意することは興味

深いかもしれません。 

神の真の教会は、長い間、神のサービスをやっていると主張し人々によっ

て迫害されてきました。 2-4：イエスはヨハネ16でこのことについて警告

しました。 

外向きの虚飾と外観 

教会の歴史家は、元聖職者（執事/長老/閣僚/長老/司教の/の監督）は今ロ

ーマと東方正教会、カトリック聖職者によって使用されるもののような固

有の識別衣服のタイプを着用していなかったことを実現します。 

元のキリスト教の指導者たちは、普通の人のような格好。 彼は非常に異な

る他よりも服を着ていなかったよう：イエス、ご自身が、ユダ（43-46マル



コ14）によって指摘されなければなりませんでした。 一つはキリスト教の

指導者が適切な服装を期待するだろうが（参照、マタイ22：11-14）、初期

の指導者は一般市民から非常に異なった服装をしませんでした。 

グレコローマンの聖職者は、多くの場合、日神のための司祭が着ていた服

のタイプを着用してください。 それらは4 世紀 に異教皇帝コンスタンティ

ヌスの影響を受けて （のフォロワーだったとも、彼の疑惑変換後の硬貨に

「画像を置く） されるまでドレスのこのタイプは、ローマと東方正教会に

よって採用されませんでした 。 

どのようなプロテスタントの牧師は？ まあ、いくつかの、聖公会（英国国

教 会）の多くのように、ギリシャ・ローマのような服装の同じタイプを着

用してください。 

その他？ まあ、多くの閣僚が着る白い襟が聖書から来ませんでした。 現代

の逆ホワイトカラーは19 世紀 に発明されていることが報告されたが 、太

陽の司祭は、少なくともにまでさかのぼる紀元前1000年、それらのいくつ

かのバージョンを身に着けていたと主張してきました 

神の教会で同省は、グレコ-ローマの多くが行うような聖職者の襟を着用し

ないでください。 

どのような教会の建物についてはどうですか？ 

最初、具体的に構築キリスト教の教会の建物はここで70年代のADで破壊さ

れたユダヤ人の寺院からレンガのうちエルサレムに建てられたその 4 世紀の

モザイク表現 でたことが表示されます 。 

 

山と呼ばれ、エルサレムの西の丘に神の教会 シオン 
 



上記の建物は1 世紀 に建設され 、当時のユダヤ教のシナゴーグに似て見

え てきたと考えられています 。 これは、安全性（申命記22：8）のための

パラペットを持っていたが、それは十字架、オベリスク、または尖塔が含

まれていませんでした。 

イエスが復活された後の十字架は、少なくとも150年間はグレコローマ人

によって採用されませんでした。 しばしば「クロス」と「はりつけ」とし

て新約聖書で誤訳用語は、実際には、元のギリシャ語で、それぞれ'、串刺

し' '極'とを意味します。 

尖塔は、オベリスクのように、男根のシンボルだけでなく、異教の太陽神

の象徴でした。 キリスト教の建物に、このようなシンボルを追加すると、

神の民（：29-32参照申命記12）のために不適切です。 本当に神の教会の

ものは、建物のようなシンボルを配置しないでください。 

同じことがまた、グレコローマン教会の建物にガーゴイルの使用について

も同様です。 ガーゴイルは離れて教会から悪霊を怖がらせるためにと言わ

れています。 12 番目 で 世紀、カトリックの聖人クレルヴォーのベルナルドゥ

スは、偶像崇拝として彼らに対して発言で有名だった、まだ（ノートルダ

ムのカトリック大聖堂のような）多くの有名な建物がそれらの上にガーゴ

イルを持っています。 

礼拝の適切華やかな場所のための場所があることができるが（例えば1王6

）、私はここでお伝えしたいと思い架空の物語があります。「インディ・

ジョーンズ」映画の一つでは、いくつかの人々は、イエスが伝えられると

ころで彼の最後の過越（参照ルーク午前22時20分）の間に外に飲んだこと

のカップを探していました。 一つのシーンは、多数のカップを持つテーブ

ルを示しました。 また来て、間違ったカップなど、映画によると、間違っ

たカップを選択し、それを残すために始まるが死亡した試みた人々の様々

な骨格を示しました。 主人公、インディジョーンズは、華やかなとプレー

ンの両方カップ、の選択を見た後、高価に現れるものをピックアップし始

めました。 彼はその後、イエスが大工だったと彼の弟子たちは漁師だった

」、の効果に何かを述べました。 彼は宝石の金のカップを持っていた方法

はありません。 "だから、インディジョーンズは、高価なカップを置きま

す。 彼はその後、映画に応じて、右のカップで、住んでいた最も安い探し

てカップを選びました。 

私のポイント？ 

インディ・ジョーンズの物語はフィクションですが、実際の生活の中で、

一部の人々は旧約聖書と新約の両方で建物の中で外観にあまり重点を置い



て、テレビのプレゼンテーション、ドレスなど、神はそれを明確に彼が外

向きで判断しないことになります人間のような外観は、（1サムエル16：7;

マタイ7：21-23、23：27-28）を行います。 、彼は特に良いスピーカー（2

コリント午前10時10分）ではありませんでした：使徒パウロはそれを明確

に彼は（10-18行為9）神によって選ば れたもののと判断しました。 エレミ

ヤ（エレミヤ1：6）：同じことがモーセ（10-14出エジプト4）の本当でし

た。 ポール、モーセ、エレミヤはすべてのより自分の著作で知られていま

す。 

クリスチャンは当然真実（2テモテ2：15）の単語を分割することを奨励し

、神の基準（参照2テモテ3時16）、およびない外観（2コリントである、

（ヨハネ5時39分）聖書の基準に依存しています10：7-11）、忠実に真実を

話し、どのされている者を決定しようとすると、真のキリスト教会です。 

真の教会は、神の王国の真の福音を説きます 

イエスは神の国の福音を宣べ伝えに来ました： 

悔い改めがた、と福音を信じて： イエスは、神の御国の福音を宣べ

伝え 15 と時間が満たされ、神の王国が手元にあるさ、と言って 、ガ

リラヤに入って来ました 。 （マルコ1：14-15、KJV） 

イエスは御国の福音を信じて彼の信者を期待しました。 彼はたとえ話でそ

れについて話しました（例えばマタイ13：3-50;マルコ4：2-12;ルカ13：20-

21）などの多くは、この時代の神の国の奥義（マーク4を理解する準備が

できていませんでした。 11;マタイ13：10-11）。 

イエスは彼のフォロワーが同様王国の福音の宣言に関与されることを次の

ように教えています。 

そしてこの御国の福音はすべての国の証人として、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） 

したがって、移動して、すべての国の人々を弟子としなさい、父の

と子と聖霊の名によって、彼らにバプテスマを施し、20 私はあなたに

命じたすべての事を観察するためにそれらを教えます。 見よ、わた

しは世の終わりまで、いつも、あなたがたとともにいます。（マタ

イ28：19-20） 

証人として世界に神の国の福音を宣べ伝えることは私たちが王国のメッセ

ージで、すべての国に到達するためであることを意味します。そして、神

は（ヨハネ6：44）を呼び出していることを応答することができる人のた

めに、私たちはその後、イエスが命じ、そのすべてを教えるために努めて

います。 



彼の復活の後、イエスは神の王国についての弟子たちを教えました： 

彼はまた、40日と神の国に関係するものの話す時にそれらによって

見られる多くの絶対確実な証拠によって彼の苦しみの後に生きてい

る自分自身を提示しました。 （使徒1：3） 

使徒たちは、後に神の王国の到来世界政府の同じメッセージ（例えば、19

使徒：8）ことを説教し、静止画として 神の 継続 教会が 行います 。 王国

の福音を宣べ伝えることは、過去に迫害をもたらしたとも数々の聖典（マ

タイ24に従って来て迫害をトリガします：9-14;マルコ13：10-13;参照ルカ

21：12-19; ダニエル11： 28-35）。 

 

真と元の福音のメッセージは、今日教えられるためのものです： 

私はあなたが 別のではない 別の福音、7に、こんなに早く彼からキリ

ストの恵みであなたを呼ばれる人離れ 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 今、

私は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、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。10 を 私は今、神を、人を説得するかかについては？ または私は人

を喜ばせるために求めていますか？ 私はまだ男性を喜ばせた場合の

ために、私はキリストの奴隷ではないであろう。 （ガラテヤ1：6-10

） 

それは多くの伝統と男性の好みは異なるとして、多くの王国の福音のメッ

セージを教えることはありません。 イエスは地上に支配するために再び来

ている（参照ルカ19：11-12; マタイ6：10;黙示録5：9-10; 20：4-6）、彼と

彼の聖人のための報酬をもたらすでしょう（イザヤ40 ：10; 62:11）。 

代わりに、イエスは王国の福音について教え教えるの悲しいことに、多く

のではなく、主イエスの人の彼らのバージョンについて教え 一部が誤って

という考えを推進して います。（ 私たちの無料冊子 神の国の福音書 も参

照 ） 国際協力地球上の平和と繁栄をもたらすでしょう。 

さらに、多くは「、あまりにも偽の福音（：6-9ガラテヤ1）であるのバー

ジョンに向けるために人々を語っています。 また、無料の小冊子 の継続歴



史を 参照 し てください（メアリーイエスの母を、そして教会の歴史が私

たちを示して初期のキリスト教徒はに向けるも尊敬しなかったことを、聖

書は、神（使徒26:20ジョエル2時13分）に向けることを教えます 神の教会

）。 

真の教会は大になるはずでしたか？ 

ローマ・カトリック教会は、キリスト教への主張タイで最大の教会です

。 それは時々として自分自身を参照しないが、「神の教会、 "それは神の

真の教会であることをそのサイズの証拠はありますか？ 

または小グループおよび/ または比較的小さなグループのコレクションは

、実際には真の教会の継続だろうか？ 

21 世紀 には 、イエスの真の教会は非常に世界の政治の場面に関与する主

要なプレーヤーを世界に軽蔑かであることでしょうか？ 

さて、イエスと使徒たちは、真の教会は小さいだろうと次のように教えて

います。 

あなたの王国を与えるためにあなたの父の良い喜びであるために、

少し群れを恐れないでください。 （ルカ午前12時32分） 

イザヤはまた、イスラエルに関する叫び：「イスラエルの人々の数

は海の砂のようであるが、残りの者は救われる 28を 主が行いますので

彼は、仕事を終えると義に短いそれをカットしますについて 。 地上

に短編作品（ローマ人への手紙9：27-28）。 

たとえそうであっても、その後、この現時点で恵みの選挙に応じ名

残があります。 （ローマ人への手紙11：5） 

イエスは、具体的にはほとんどが破壊（：; 20：16 13-14マタイ7）に至る

広い道を行くことになるとして、わずか数は、この時代に永遠の命への道

を見つけるだろうことを教えました。 彼はまた、多くの人が（ルカ13：24

）を入力しようとするが、それを見つけられないであろうことを教えてく

れました。 

信者の非常に小さな体が真の最も忠実な教会であることができれば、それ

は神が、主の教会の時代に、比較的少数で作業していることを意味があり



ませんか？ ほとんどの公言のクリスチャンは、明らかにその事実を疑いま

す。 

（：;ヨハネ6：44 6-9ゼカリヤ4）及び（ゼカリヤ4：10）「小さな事の日を

軽蔑」預言したように、多くは、神がどのように機能するかを見落として

います。 

真の教会は一つの市に残るだろうか？ 

真のキリスト教会の本部は、ローマやコンスタンティノープルのように1

つの都市に残ってましたか？ 複数の何百万人はそう考えているようです。 

しかし、使徒パウロによれば、それは不可能でした。 彼が書いたものを注

意してください（1プロテスタントと経典の2カトリックの翻訳は以下の通

りです）： 

ここでは、私たちには継続的な都市を持っていない が 、 我々は1つ

が来て求めます。 （ヘブル13：14、NKJV） 

以下のため 、私たちはここにいない恒久的な都市があります が、我

々は（ヘブル午前13時14分、ランスNT）来ているもの求めます。 

ここで私たちのために永久的な都市はありません。 私たちがあるこ

とがまだある1を探しています。 （ヘブル13：14、新エルサレム聖書

、NJB）。 

明らかに、パウロが来ている街まで、キリスト教徒のための恒久的な都市

があるではないことを教えている（黙示録21の「新しいエルサレム」を：

2）。 このように、パウロはローマを含めない人間の都市は、信者のため

の恒久的な本社の都市であることができなかったことを教えています。 

新約聖書によると、真の教義（1ティモシー4時16; 2テモテ3：14-16;ガラテ

ヤ人への手紙2：5;コロサイ1：21-23;ユダ3;使徒14：21-22）と兄弟愛（元

のギリシャ語、ヘブル13は：1）、地理的位置は、継続することになって

いません。 神の 継続 教会は、元の使徒の教義を継続し、の愛を実践に努

めています。 

私たちはイエスが場所に関する教会の将来のリーダーシップを教えでさら

に見てみましょう： 



あなたは、わたしの名のためにすべての人にいやらしいものでなけ

ればならないが、最後がたに我慢しなければならない彼は、彼が救

われる 23 そして、彼らはこの街であなたを迫害しなければならない

ときに、別の（マタイ10：22-23、DRB）へ逃げます 。 。 

あなたは普遍的に私の名前の口座に嫌われます。 しかし、最後まで

しっかりと立っている誰もが保存されます 23 彼らは1町であなたを迫

害した場合、次に避難を取ります。 彼らはそれであなたを迫害場合

や、別のに避難を取ります。 真実では、私は人の子が来る前に、あ

なたがイスラエルの町のラウンドを行っていないでしょう、あなた

を教えてください。 （マタイ10：22-23、NJB） 

クリスチャンは忍耐と信仰に継続することです。 （十字軍がこれを確実に

助けた）イエスはまだ来ていないとイエスはこのことを述べて以来、パレ

スチナでありました何のキリスト教徒は、その地域内のすべての都市を追

われてきました。 したがって、イエスは明らかにパレスチナの領域にある

ものよりも多くの都市に言及していました。 （「イスラエルの都市」とは

、これはジェームズ1あたりに散らされたイスラエルの部族含まれていま

す。1だけでなく、一般的に避難を取るためにキリスト教徒のためにイス

ラエルやパレスチナと呼ばれる領域のものを） 

したがって、イエスと使徒パウロが教えたものに基づいて、できませんで

した真のキリスト教の教会の近くに2000年のための使徒継承して恒久的な

都市を主張教会。 しかし、歴史は神の真の教会の本部が様々な場所にアン

ティオーク（使徒2）多分にヨーロッパへスマーナにエフェソスへ（使徒

11：26）（様々な都市）、エルサレムの元々から何世紀にもわたって変更

されたことを示しているので、北米では、これは、（ 現在はカリフォルニ

ア州の五都市地域を拠点としている）神の 継続 教会 などのグループが 真

のキリスト教の教会かもしれないというサインです 。 

このように、「永久的な都市」の欠如は、いわゆる他の場所ローマ、アン

ティオキア、エルサレム、アレクサンドリア、コンスタンティノープル、

およびマルチ世紀の継続性を主張し、それらの教会の「使徒を見て「排除

」の証明」です。 

おそらくまた、聖書は特に七丘の上に座って「偉大な都市'（：9、18黙示

録17）を非難することに言及すべきです。 ローマとコンスタンティノープ



ルは、カリフォルニアの5都市領域がないとして「7-」の都市、であると考

えられています。 

安息日キーピングは教え、続行することでした 

日曜日のようなキリスト教の行為を公言人ほとんどがキリスト教徒のため

の休息の日ですが、そのはどこにも聖書の中で教えられていません。 日曜

日は、それ自体が、異教の政府当局と異教の太陽神崇拝との妥協を介し公

言キリスト教の世界に入りました。 

旧約聖書には、第七日安息日は、神と神の民（：13-18出エジプト記31）と

の間のしるしであったことを教示しています。 

しかし新約聖書はどうですか？ だけでなく、使徒と忠実な（使徒13：13-

15、42-44; 17：1-4; 18：新約聖書は明確にイエスキリスト（;; 6午後01時10 

6ルーク4時16分、21）を示しています：4;ヘブル4：9-11）は、英語のカレ

ンダーに土曜日と呼ばれる第七日安息日を（）続けました。 

いくつかは礼拝のこの日が変更されたとキリスト教徒のために残ることを

意図していなかったと言うが、新約聖書自体は実際に（1プロテスタント

と2ローマ・カトリック訳を以下に示して）教え気づきます： 

、10 人のためにも神の休みに入る 私たちは、それゆえ、その残りの

部分を入力するためにあらゆる努力をしてみましょう 、神は彼

の 11 からやったように、自分自身の仕事からかかっている ;。、その

後、神の民のための安息日-残りは依然として存在します 誰もが不服

従の彼らの例 （：9月11日、新国際版ヘブル4） 以下に倒れませんよ

うに 。 

まだ 残りの場所を入力するため、 神の民、10のために予約七日の残り

は 、神が彼の後に行ったように、あなたの仕事の後に休息すること

であり 、したがって、存在する必要があります 。11 フォワードプレス

がこの場所を入力し、その後、私たちをみよう残りの、またはあな

たのいくつかは信じているし、失われ拒否のこの例をコピーする場

合があります （ヘブル4：9-11、NJB）。 

。したがって、神の民のためのが残っている 10 彼のために彼の残り

の部分に入力され、同じことがまた、かれらの神が彼から行ったよ

うに、彼の作品から休ん 11 私たちはその残りの部分に入ることが急



いでみましょう。 あらゆる人ないように信じられないというのと同

じ例に陥る （ヘブル4：9-11、西暦1582年のオリジナルと真ランス新

約聖書）。 

歴史は安息日キーピングは帝国当局と男性の評議会によって非難にもかか

わらず、歴史の中で維持したことを示しています。 世紀初めAD安息日キー

ピングで小アジア、アフリカ、ヨーロッパ、アジアにエルサレムの元教会

から安息日キーピングスプレッドは何世紀にもわたって発生したと文書化

され、遅くとも1600年代より西半球に来ていません。 

（：図4は、この安息日の残りは第七日に関連しているヘブル4）21世紀 ま

で、安息日を維持し続けた唯一の教会は 、新約聖書によると、神の民のた

めの真の教会である可能性があります。 

9： 今日多くの人が聖書はこれについて教えて理解していないことを理由

の一つは、特定の翻訳者は ヘブル4で見つかった ギリシャの長期（

ςαββατισμóς）を 意図的に誤訳していることです 。 また、（18 世紀 に変

更 ） チャロナーバージョン として知られているランス新約聖書の変更さ

れたバージョンを、同じようにプロテスタントの口語とNKJVはそれを誤訳

します 。 新約聖書の「休息」と訳さ（katapausinとして音訳 ） 異なるギリ

シャの用語は 、 そこにあるのに対し、3つ全てが'、残りの部分」として単

語を誤訳する 。は 明らか に 「安息日-休息」を意味し、正直な学者は、す

べてのことを認めるだろう。 そのため誤訳の、今日のほとんどは第七日安

息日は、具体的には、新約聖書のクリスチャンのために差し止められたこ

とに気づいていません。 

聖なる日と救いの神の計画 

創世記1：14で、神は彼が特定のライトを作ったと述べている（太陽と月

のような） イエスを主張まだ数 聖なる日/宗教的な祭り（神の 言葉の翻訳

）を、 オフにマークするために 保管してください。 

神のお祭りと聖なる會は、すべての レビ記の 23 番目の 章 では、聖書に記載

されてい ます。 彼らは第七日安息日、過越、種なしパン、ペンテコステ、

トランペットの饗宴、贖罪の日、仮庵の祭り、そして最後の偉大な日の日

数です。 多くの現代人は、それらを呼び出すだろうが、「ユダヤ人の、 "

事実はイエス、弟子たち、そして彼らの初期の忠実な信者がそれらを保持

していることです。 このように、彼らは 神の 継続 教会 のものが保管され



ています 。 これらの聖書の聖日は、第一および第二のイエスの到来とヘル

プショー救いの神の計画に向かって指しています。 

多くの現代人は、初期のキリスト教徒は、ほぼすべての今まで住んでいた

人が保存され、神の永遠の王国の一部であることになることを期待するこ

とを実現するために驚くだろう。 このようなリヨンのエイレナイオス、ア

レクサンドリアの原産地、のグレゴリー、ミラノのアンブローズのようで

あっても早期グレコローマン支持者がその教義の少なくとも一部を教えて

くれました。 

この教義が「失われた」されたことを理由の一部は、彼らが2 番目の 世紀 に

過越祭を変更し、特に後、グレコ-ローマのますます少なくを適切に聖書の

神聖な日続けるだろうということでした 。 ほぼすべての聖なる日は、正統

派の司教ヨハネクリュソストモス、（過越の聖書の日付を維持し続けてあ

えて人のための死刑を宣言）皇帝テオドシウス、同様に後半4 世紀 にラオ

ディケアの評議会をしたとして非難しました。 。 など、以前その世紀の異

教皇帝コンスタンティヌスの発言だけでなく、迫害は、「私たちはその後

、憎むべきユダヤ人の観客との共通点は何もないしてみましょう、「も役

割を果たしました。 

救いの計画の知識の喪失のためのもう一つの理由は、5 番目 と6 番目の 世紀 に

の非難でした 。 原産地は（も、彼の救いの理解で）多くの欠陥を持ってい

た間、彼は彼の教えにこの年齢でセーブまたは邪悪ない人のために救いの

機会が含まれています。 煉獄のローマカトリック教義は（東方正教会とプ

ロテスタントが煉獄を受け入れませんでしたが）が非難されたいつか後に

非聖書の代替として採用されているようです。 

伝統的に、ローマの教会とプロテスタント教会、今それを教える傾向があ

ったが救いの唯一の日であり、すべてのこの時代に保存されていないこと

、現在のエキュメニカルと異教徒の動きでこれに行くが、ハデス/地獄（に

永遠に燃えるかもしれません変化する）。 東方正教会は長い間そのことに

ついての予約を持っていた、と神は白い王位の判断（参照の黙示録20：11-

13）の時に人類の残りの多くを救うことができると述べている（G.をする

が、特定のではありません 最後のものと最後のイベント。C. 1979年宣教師

リーフレット＃E95h聖保護ロシア正教会。ロサンゼルス）。 確実性の正教

会のない理由の一部は、彼らが本当に聖書の聖なる日には保管しないでも



、彼らはキリスト教徒のために持っていることを本当の意味を理解しない

ということです。 人類に対する神の聖なる日ヘルプ絵は、神の計画。 

神の 継続 教会 でイエス 、弟子たち、そしてそのようなスミルナとサルデ

スのメリートのポリュカルポスが保たれ、神の指導者のジェンティーレエ

リア教会としての忠実な信者と同じ聖書の聖なる日を保ちます。 

聖書の聖なる日を保つことは救いと恵みの神の真の計画の真のクリスチャ

ンに思い出させます。 神の 継続 教会は神聖な日のそれぞれは（あなたが

神の聖なる日や悪魔の休日を確認する必要があり 、また私たちの無料の小

冊子を参照してください ？） 救いの神の計画で結ぶ方法を理解して 

聖書は明確にイエス・キリストは過越の子羊だった私たちのために犠牲に

することを教え、私たちがしていることを種なしパン（1コリント5：7-8）

でその宴を維持します。 我々は種なしパンのヘルプ画面の日数は、私たち

の生活から罪と偽善を置くように努力します（参照：マタイ16：6-12; 23時

28分）を。 

、旧約聖書にあると初穂の日（数28:26）キリスト教の重要性を持っていた

：でもグレコローマン教会はペンテコステは、また週の饗宴（15-16レビ記

23）と呼ばれることを認識しています。 キリスト教徒であること初穂のア

イデアは、新約聖書（ジェームズ1時18分）で確認されています。 古代イ

スラエルでは、春が小さく、収穫と秋の方が大きい収穫がありました。 正

しく理解春の聖なる日聖霊降臨、神のみ（ヨハネ6：44; 1コリント1：26;ロ

ーマ人への手紙11：15）救いのために今いくつかを呼び出している絵に役

立ち、より大きな収穫が後で来ると（ヨハネ7：37- 38）。 

一般的には、グレコローマンの教会は、秋に起こる聖書の聖なる日を保持

しません。 15-19：彼らがした場合、彼らはより良いトランペットの饗宴

は、写真、地球上の神の来る処罰介入をし、黙示録の章8＆9と11の七つの

ラッパを介して、イエス・キリストのリターンということを実感すること

があります。 グレコローマン教会は、一般黙示録でトランペットがこれら

の事項（一部は寓話としてこれらのトランペットを参照してください）と

しなければならないことに同意するものとしますが、それらはトランペッ

トの聖書の饗宴を観察する理由を見ません。 

次の秋聖日は贖罪の日です。 クリスチャンがサタンのために拘束されるこ

とになるとき、この離れて千年の間に写真の時間をアザゼルのヤギの送信



を見たのに対し、：旧約聖書では、この日はアザゼルのヤギが荒野（1-10

レビ記16）に送られた式典に含ま底なしで千年（黙示録20：1-4）。 これ

は彼がその時に誘惑し、欺くことはできないことを意味します。 

仮庵の祭りは、人々がサタンの欺瞞（：1-6黙示録20）せず、神の律法を維

持するとき、イエス・キリストの千年統治の間に発生する精神的、物質的

な豊かさを描写し。 これはサタンにだまさ世界で今何が起こっているのか

と対照的である（黙示録12：9）。 サタンの欺瞞は、キリスト教を公言ほ

とんど誰理由の一部である偽大臣（2コリント11：14-15）に惑わされてき

ました。 

聖書の神聖な日の最後の（レビ記23：36B）は、多くの場合、最終偉大な

日として、教会、神のサークルで言及されています。 イエスはそれを教え

た注意してください： 

最終日には、ごちそうの偉大な日は、イエスは、誰もが渇いた場合

、彼は私に来て飲みましょう」、と言って、立っていたと叫んだ。

38 聖書は、彼の心のうち、言ったように、わたしを信じる者生ける水

の川が流れます。」 （ヨハネ7：37-38） 

それは救いのために機会を持っていなかったすべての人が本当にその機会

を持つことになりますし、ほぼすべてのその申し出を受け入れることを最

終偉大な日の成就です。 

今まで住んでいたほとんどすべての人間が保存されます！ 

聖書の真実があるため、神の愛を、イエスはすべてのために死ぬようにな

った、ということです。 

神はそのように誰でも彼を信じることは滅びるが、永遠の命を持つ

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、

世を愛された。17 神は世界を非難するためにこの世に御子を送ったが

、彼 を通して世界は可能性があることをしなかったために保存する

こと。 （ヨハネ3：16-17） 

だから、愛する神は相対的な数や、世界のために死ぬために御子を送った

のですか？ 



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痛に苦しむことを 教示す

る傾向があります 。 救いの計画のタイプはすべて知っていると愛がある神

が思い付くであろうということですか？ 聖書はすべての人が今保存できる

という考えをサポートしていますか？ ない場合は、その公正ですか？ 

神はすべて知っていると、すべての強力ですと愛（1ヨハネ4：8,16）であ

るため、神がこれまで永遠の苦痛に住んでいた人ほとんどを運命づけられ

ているのでしょうか？ 

いいえ。 

確かに神は実際に動作する計画を持ってするのに十分な賢明です。 

ローマ人への手紙9：14-15状態： 

私は慈悲を持っています誰に慈悲を持っています 」私たちは、 彼が

モーセに言うために 15が 、 確かではない！？神とそこに不義はありま

すか？そして、言わなければならない 」、と私は思いやりを持って

います誰に同情を持つことになります。」 

私たちは、神がこの時代に救いのために旧約聖書でイスラエルの一部を選

んだことを知っている、といくつか、もしあれば、他のもの。それがすべ

てとなります場合、どのように愛はありますか？ 

聖書は多くは意図的にこの年齢（：37-40ヨハネ12）に盲目にされているこ

とを教示しています。 （ 16-18イザヤ42参照ヨハネ9時41分）この時代に知

らされていなかった人は、まだ機会があります。 また、注意してください

： 

私は再び 24 ...この人の中で素晴らしい仕事を行います 理解に来る精

神で誤っも誰がこれらの、そして教義を学びます訴えた人たち。（

イザヤ29：14,24） 

神（ローマ人への手紙2：11）との不公平はありません。 「私たちの神の

救いを参照しなければならない地のすべて」（イザヤ52:10）など、すべて

の機会があります。 

そこに1つの名前だけは、人間が保存することが可能な天（使徒4時12分）

の下にあり、それはイエス・キリスト（使徒午前4時10分）です。 人類の



ほとんどは、イエスについての真実を聞いたことがない、と（ルカ3：6）

「すべての肉は、神の救いが表示されます」以来、すべての救いを達成す

る機会があるでしょう（イザヤ52:10、56：1） -（参照：マタイ12：31-32;

ルカ13：29- 30）この年齢または来る年齢インチ この将来の年齢は（当時

の真のクリスチャンは黙示録20あたりの第一の復活で上昇しているよう：

5-6）第二の復活の後に来ると白い王位の判断（黙示録20：11-12）の時間

が含まれています。 イザヤ（イザヤ65:20）だけでなく、ローマと正統派

のカトリックの聖人エイレナイオスは、来て、この特定の年齢は約百年の

長いであろうことを教えました。 

新約聖書は、使徒パウロは聖書の神聖な日を観察していることを示してい

る（：、27 6,16：例えば、20 18：21使徒9; 1コリント5：7-8）。パウロは

、聖書の儀式（：20-23 1コリント10）との異教の習慣を取り入れ非難しま

した。 ポール自身は、彼がユダヤ人を維持するために必要なすべての慣行

を維持していることを彼の人生の終わり近くに述べた（28使徒：17-19）

。 それはレビ記23に記載されているすべての聖なる日を含めるしなければ

ならなかったでしょう。 

原則として、彼はキリストを真似たように、グレコローマンの教会は彼を

模倣する使徒パウロの訓戒に従っていません（1コリント11：1）、および

それらはすべて聖書の神聖な日は保管しません。 

その代わりに、グレコローマンの教会は様々な異教の神々外側に装飾がク

リスチャンであることを主張して「再パッケージ化」（土星、、パン、イ

シュタル、ダイアナ、、ヤヌス、など）に専念日を維持する傾向がありま

す。 歴史の事実は、早期の真のクリスチャンは、等クリスマス、日曜日、

バレンタイン、イースター、マリアの昇天を守らなかったことを証明しま

す 

異教との真のキリスト教会の妥協のでしょうか？ ない場合は、なぜほとん

どの妥協のグループが真のキリスト教を表していることと思いますか？ い

わゆるキリスト教団体は、イエスと使徒たちが何をしたかのプラクティス

に従うだろうか？ 

確かにないグレコローマン・プロテスタントもの。 このような（聖書に関

連書籍を追加した）末日聖徒イエス・キリスト教会、（彼らは改革を先行

主張し、まだプロテスタントと異端の教義の多くを共有する）バプテスト



、救世主のユダヤ人としても、他のグループ（イエスはマルコ7に非難さ

れたものと類似した男性の伝統を教える人：6-13）、および（イエス・キ

リストの神性を否定する）エホバの証人を。 

それは当然、元の信仰を争奪すると、おそらく、この時点で「のキリスト

教徒」とみなされる主張を開始することができ聖なる日を保つ神グループ

の唯一の安息日厳守教会です。 

 

レジストとエキュメニカルと異教徒間の動きを非難 

21 世紀 の多くの宗教的、政治的指導者は、 エキュメニカルと異教徒間の

動きを推進しています。 世界の政治指導者を必要とする偽の「謎バビロニ

ア"信仰（啓示17：エキュメニカル運動は、すべてのpはキリスト教の信仰

は神の前に平等である、まだ聖書は偽大臣（14-15 2コリント11）について

警告することを検討しようとします：1-9）。 イエスはこの時代の国際的

団結をもたらすために来たが、除算（ルカ12時51分）しませんでした。 ク

リスチャンは預言バビロンから逃げるようにしている（; 6-7;ゼカリヤ2黙

示録18：4）と世界から汚点のないこと（ヤコブ1：27）。 

より多くの指導者はまた、この中には、基本的にすべての宗教は神の前に

平等であることを意味するものでしようとする異教徒間の団結を含め、エ

キュメニズムを推進しています。 それが唯一のいずれかが（：10-12行為4

）に保存することができますことを、イエスの名を介して行われ、これは

露骨な虚偽です。 団結のために教義などを損なうことは欺瞞と間違ってい

る： 呪われた彼は （エレミヤ48:10） 偽って主の仕事をする人です 。 

エキュメニカル/異教徒の宗教的団結を促進するものは、旧約聖書と新約の

両方が信仰の真の団結は、イエスが戻った後まで起こらないことを教える

ことを認識していないようです。 

我々はすべてのキリストの膨満感の身長の測定値に、完璧な男に、

信仰の神の御子に関する知識の団結に来るまで。 （エペソ人への手

紙4時13分） 

「歌うと喜ぶが、シオンの娘が！見よ、私が来ていると私はあなた

の真っ只中に住むであろう、「主は言う。11「 多くの国がその日に、

主に接合されなければならない、と彼らはわたしの民となるもの。 



。。そして、私は 12 そしてあなたは万軍の主はあなたに私を送った

ことを知っているだろうあなたの真っ只中に住むであろう と主は聖

地での彼の継承としてユダの所有権を取ると、再びエルサレムを選

択します（ゼカリヤ2： 10月12日） 

1真の信仰があることに注意してください： 

1体と1聖霊は、あなたの呼び出し元の1つの希望で呼ばれていただけ

のように、あります。 5 1主よ、1信仰、1の洗礼; 上記のすべて、お

よびすべてを、あなたのすべてであり、すべての 6 1神と父、。 （エ

ペソ人への手紙4：4-6） 

それ信仰は、イエスが破壊されることは真の神の教会、キリスト教の信仰

ではなく、いくつかの妥協、異教徒、エキュメニカル、バビロニア寄せ集

め（黙示録17）（参照の黙示録19）です。 

限り、真のクリスチャンの団結は、聖書は、イエスが戻るまで、神の教会

（参照の黙示録2＆3）の分割が存在するであろうことを示しています。 

神の 継続 教会 で私たちは 、神の真の教会と同等の真のように、すべての

宗教を検討することを意味するものではありません（参照：ローマ人への

手紙12時18分）、可能なすべての限りの間で友好関係があるはずと考えて

いる が キリスト教の信仰。 我々はまた、イエスの例に従うと聖書（マル

コ7：9-13）よりも伝統に多くを依存している人たちを非難します。 

サイン、証明、および手がかり 

要約すると、ここでは看板、証拠、およびそれのように真のキリスト教会

を識別するのに役立つ手がかりの一覧は以下のとおりです。 

1.男性の伝統の上に神の言葉を置きますので、聖書（参照：マタイ15

：3- 9）に反対している教義を追加していません。 

2.（例えば、20：28使徒; 1テモテ3：5）聖書の名前"神の教会」を使

用します。 

3.（：27-32例えば、5使徒）でも迫害の脅威の下で、元の信仰（ユダ

3）のために熱心に主張します。 

4.歴史を通じて、その聖書の教義をトレース（参照1ヨハネ2：6）。 



5. ニッサン（：;マタイ26:18 5レビ記23）の 14 日 に過越祭を保持し ま

す。 

6.本は使徒ヨハネの時から、聖書の一部であったものが知らています

（参照：2テモテ3：16-17;黙示録1：9-19; 22：18-19;イザヤ8:16）。 

7.神についての真実を教え（ローマ人への手紙1時20;コロサイ2：2,9

）。 

8.教え、神の愛情のある法律を保つ（1ヨハネ2：4）。 

9.（ジョン・夜06時36分;ルーク3時14）この世界の肉欲戦争への参加

に反対します。 

10.迫害ませんが、決して物理的な迫害者（ヨハネ15：20-21;午前18

時36参照）されています。 

11.教会のドレスや建物（：29-30参照申命記12）の面で異教の外側に

虚飾を採用していません。 

12.王国（;：19-20 28マタイ24:14）の完全な福音を説きます。 

13.「小さな群れ」です（ルカ12：32;ローマ人への手紙11：5;参照黙

示録14：1-9）。 

14.複数のリードの都市（ヘブル午後1時14分）と黙示録の章2＆3の七

つの教会を通してその物理的な位置をトレースします。 

15.聖書の安息日の符号持っています（出エジプト記31:13を、ヘブル

4：9）。 

聖なる日を通して写真のように16.イエス・キリストを通して救いの

神の計画を理解し（1コリント5：7-8; 1：18ジェームズ） 

17.異教の休日（：20-22 1コリント10）の観測に対して教えます。 

18.終了時刻エキュメニカルバビロンに合わせていないのでしょう（

黙示録13：4-10; 18：4） 



神のみグループの安息日厳守教会は、これらの基準をすべて満たしていま

す。 Greco-ローマの教会は本当に神や神の計画を理解していないも、彼ら

は真のキリスト教の教会を表しています。 

3. 新約聖書時代に何が起こったのか？ 

イタリック体で、この冒頭の段落と斜体の決算段落以外にも、この章は神

ライター博士ハーマンの後期旧教会によって書かれ、1985年博士に掲載さ

れましたが、真のキリスト教の教会に何が起こったかの彼のテイクを与え

ます新約聖書に時間と浮気教会の上昇は、多くの場合、口語を引用します

。 

キリストは（マタイ16時18分）に「私は私の教会を建てます」、と述べま

した。 彼はそれを構築しました- 1教会、説教し、彼の福音公開するために

委託-すべての世界に-彼は神から持ってきた非常にメッセージを。 

しかし、私たちは今日見つけるのですか？ 異なると不同意の教会の何百も

、すべてそれぞれが真実を教えるために公言、まだ矛盾するとすべての他

のものと不同意、男性によって設立されました。 

予言教会 

ほとんどの人は本日、真の教会が実際にキリストが無いために彼の教会を

設立し、世界の文明の安定化作用になって、この良い世界作り、世界に強

力な影響を与える、強力な組織になるために、大きな成長を急速にあった

ことを仮定しているがこのような目的。 彼の1の教会のための彼の最後の

祈りの中で、イエスは祈りました： 

。 "私は彼らのために祈る私は世界のために祈るはありません...教皇は、 

彼らは我々がそうであるように...私は彼らにあなたの言葉を与えているも

のであってもよいことは、あなたが私を与えている人たちのお名前を通っ

ておくと、彼らは世界ではないので、世界は、私はあなたが世界の外にそ

れらを取る必要があることを祈っていない。私は世界のものではない午前

と同じように、それらを嫌っているが、あなたは邪悪なものからそれらを

保つべきであること。彼らはのではありません世界では、私が（ヨハネ17

：9-16）」ではない、世界の午前と同じように。 



キリストのための大使が- -この世界に外国である-まだ世界のものではあり

ません彼の教会のものはこの世界で見知らぬ人と外国人であると記載され

ています。 

散乱-神のこの真の教会は迫害されることになっていました。 「彼らはわ

たしを迫害した場合、彼らはまた、あなたを迫害するでしょう」とイエス

は弟子（ヨハネ15：20）に言いました。 （IIテモテ3:12）「キリスト・イ

エスにあって信心深い住むことを望む者は皆、迫害を受けるでしょう」。 

夜にイエスが十字架につけるために押収された、彼は"それは書かれている

：「私は羊飼いを打つだろう、と羊が散乱される'"、言った（マルコ14時

27）。 彼、シェパードは、十字架につけられた後、「羊」 -彼の教会-散乱

になることでした。 

以前に同じ夜ことを、イエスは（ヨハネ16時32）弟子たちに、「あなたが

散乱される」と述べていました。 

この迫害と散乱は早期に始まりました。 お知らせ使徒8：1：「当時の偉大

な迫害は、エルサレムにあった教会に対して生じた、と彼らはすべての使

徒たちを除いて、ユダヤとサマリヤの地域全体に散在していました。」 

どこにも1真の教会がこの世界に影響を与える、偉大で強力になる必 要が

あります任意の予言はありません。 むしろ、イエスは「小さな群れ」（ル

カ12時32分）と呼びました。 軽蔑、迫害を受け、世界によって散乱-世界

とは別の... 

あなたはその教会の歴史の多くを読んでいません。 でも歴史家は、どこに

真の教会を探しに知られたことがありません-彼らは真の教会が何であるか

を知らないために。 

ブロード大半はだまさ 

一方、世界では、すべての予言は背教、詐欺と分裂を予告していました。 

イエスは、世界に来て、非常に最初のイベントを予告していました-偉大な

詐欺-を、私たちの日に、今すぐ前に、大きな試練に。 

（：4-5、認定バージョンマタイ24）; "。そして多くの人を惑わすであろう

多くの人がわたしの名によって来るために私がキリストだと言って、だれ

があなたを欺くないこと」「用心せよ、"彼は言いました。 



慎重に注意してください：それはだまされるべきであった少数の人々が、

多くはありませんでした。 それは真のクリスチャンになることだった少数

でした！ 

彼が言ったとき、イエスはこの同じ状態を描写：「ワイドゲートであり、

広いは破壊につながる方法であり、狭いゲートであり、困難な生活につな

がる道であるので、それによってで行く人も多い、と。それを見つける少

数の人々は（：13-14マタイ7）」があります。 

それは世界が信じているものではありません、それを何ですか？ おそらく

それはあなたが聞いたと仮定してきたものではありません。 しかし、それ

はキリストが言いました。 どのようにだまさこの世界になっています！ 

サタンはこの世の神として、聖書に描かれています。 光の天使として-彼

は悪魔のように、表示されますが、神として。 そして、黙示録12：9、あ

なたが読むの"全世界を欺くサタン、。」 

はい、世界にキリストを説教-はい、多くは、イエスがキリストであること

を宣言し、イエスの名において来ます。 そして、まだ、それを実現するこ

となく、世界を欺きます。 

使徒は何が起こるかを知っていました 

イエス・キリストご自身が直接指示使徒たちは、彼らのミニストリーの近

くで発生し始める信仰からの逸脱についての教会に警告しました。 

ほとんど20年、イエス、使徒パウロの十字架刑の後、彼の最初のインスピ

レーションの手紙の一つで、虚偽の説教によって、または使徒からのもの

であると主張する偽の手紙にだまされないようクリスチャンに警告しませ

ん：「誰もが任意の手段によって、あなたを欺くないしてみましょう;脱落

最初に来るしない限り、その日のために[イエス・キリストが国を支配する

ために戻ります人間社会における神の介入の時間は、「来ることはありま

せん（IIテサロニケ2：3）。 

行為20では：29-30、異邦人の教師は背教を開始する方法を説明します

。 彼は彼らに地元の会衆の上に自らの責任について、最終的なメッセージ

を配信するためにエフェソスで、教会の長老たち（大臣）が集まりました

。 "については、「パウロは「私は私の出発後野蛮なオオカミが群れを惜

しまない、あなたがたの中で来ることは、このことを知っている。また、



あなたがたの中から男性がひねくれた事を話す、立ち上がるだろう」と述

べました。 どうして？ 「自分自身の後に弟子たちを離れて描画するには。

」 自分自身のために個人的な以下を得るために。 新しい宗派を開始するに

は！ 

あなたはこれらの2つの詩の完全な意義をキャッチしていますか？ パウロ

はエフェソスを離れる直後に、キリスト教徒の獲物を作るために、羊の服

で地元の教会の集会偽大臣、オオカミ内が来るだろう、ので、年長者や閣

僚は、特に組み立てました。 とにも教会の集会で、既にそれらの長老たち

からいくつかは、自分自身のために次のことを確保するために、イエスの

教義を曲げることになります。 

伝道者ティモシー指示で、パウロは彼を指示し、「すべてのと教育で、熱

心に勧める、非難を納得させる時間については、彼らは音の教義に耐えら

れないとき来るが、自分の欲望に従うだろう。」 -どのような彼らくださ

いやりたいと思っ- "...彼らは自分たち教師のための盛り上げます」 -彼らが

聞きたいものを説教します閣僚を奨励- 」と彼らは真実から離れて自分の

耳を向けるだろう、と寓話に脇なったこと」（IIテモテ4：2 -4）。 これは

、使徒と伝道者の日でした。 彼らは本当に悔い改めていなかったので、聖

霊を受けたことがなかったので、初期の教会の地元の集会に人の多くは、

約2世代後に、音の教義に耐えられませんでした。 ローマ帝国を巻き込む

し、神秘主義と太陽礼拝の魅力的な寓話-彼らはお金のために、寓話を説教

することによって彼らの願いを喜ばせ方、。 

パウロは異邦人の生まれのテサロニケに彼の第二の手紙を書いたとき、彼

は「終末論」について、それらを指示している"doの三人称単数・直説法現

在形はすでに仕事」（IIテサロニケ2：7、AV）。 お知らせ：無法の教えは

パウロの日中の作業でした。 ローマの世界は謎を崇拝古い日から生じ謎の

宗教を充填しました。 

彼らの多くは、イエスの名を含めることによって、それらの増加以下のこ

とがわかりました。 

ジュードは、すべてのクリスチャンは、「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うべきであること。特定の男性の

ために気付かれずにこっそりしている、ずっと前にこの非難のためにマー

クされていた人は、不信心な男性、彼の手紙訓戒に含める必要がありまし



た（ジュード3-4、19） "これらは精神を持っていない、分裂を引き起こす

官能的な人物、です....放逸に私たちの神の恵みをオンにして唯一の主なる

神とわたしたちの主イエス・キリストを否定する人。 彼らは苦行ではなく

、悔い改めを教えました。 

ジュードは、これらの説教者は信者の身体から自分の信者を分離言います

。 

ジョンは彼の書簡を書いた時に、彼は誰見過ごさの最初のはっでそれらに

ついて含めるには、この悲しいノートを持っていた： "彼らは私たちから

出て行ったが、彼 らは私たちのではなかった。彼らは私たちのしていた場

合、彼らは続けたであろうために私たちと一緒に、彼らはそれらのどれも

が私たちの"（Iヨハネ2時19）なかったことを、彼らはマニフェストなされ

る可能性があることを出て行きました。 

グノーシス派と呼ばれるこれらの多数の詐欺師、が、その次は、数世紀以

上にわたって続かなかった、それらの後に弟子たちを離れて描画する、真

の教会を去りました。 

真の教会を浸透させ、さらに危険な背教は、しかし、がありました。 

真のクリスチャンは押し出さ 

ピーターは多くの人が誤解されるだろう教会に警告しました。 そこ異端に

もたらすだろうキリスト教徒の間偽教師があった」と人の真実の道を冒涜

されますので、その破壊的な方法に従います多くの"（IIペテロ2：2）。 

（：15-16 IIペテロ3）意図したよりもパウロの手紙は、別の意味を与える

ためにねじられました。 代わりに、他の人が最初に行っていたとして、地

元の会衆を離れ、自分の宗派を形成する。しかし、これらの偽の説教師は

、会衆内に残り、すぐに真のクリスチャンを追放し始めました。 

ガイウスへの使徒ヨハネの手紙の中で、私たちが読んで：私が来れば、私

たちを、私は教会に手紙を書いた」が、その中で抜群を持っているのが大

好きは、受信していないので、私は彼の行為を気にするために呼び出しま

すその彼が、悪質な言葉で私たちに不利。そして、それに満足していない

、彼自身が兄弟たちを受け、希望者を禁じていないん、教会の外にそれら

を置く」（IIIヨハネ9-10）。 



だけでは真の教会を構成真のクリスチャンは、目に見える、編成会衆の外

に置かれていました！ 

これらは、「そのため、世界が私たちを知らない」、ジョンが言った人の

散乱ものであった（Iヨハネ3：1）。 

クリスチャンは神の教会の交わりの中に忍び込んリーダー押し流されてい

た名前は、地元の会衆を捕獲し、キリストの名の下に、それはキリストの

福音であるかのように自分の偽りの教えを'次に多くをだまさ。 （なぜこれ

ほど多くの教派。グッドニュース誌、1985年5月） 

真のクリスチャンと真に忠実ではなかった他の人との間の分離の詳細につ

いては、私たちの自由な小冊子を参照してください。「神の教会の継続歴

史を。」 

4. 神の教会はほとんど忠実であるどれですか？ 

神の教会が真のキリスト教の教会ですので、そのようなすべてのグループ

が同じですか？ 神の教会（あっても、含め、ローマの教会）、それらの多

くは、最高の神の教会のの残骸を表すために主張すると主張するグループ

のスコアがあります。 

どのようにその1を決める行くべきですか？ あなたを支援するための証拠

、手がかり、および兆候はありますか？ 

確かにあります。 

神が人（ヨハネ6：44）を呼び出しながら、彼はまた、彼らに選択をする

ことができます。 神の右の教会を選択することが非常に重要です。 これは

私が経験から学んだものです。 

いくつかの背景 

私の十代後半では、私は真の教会の本当の名前は"神の教会"だけでなく、

他の証拠、手がかり、および本書の兆候のいくつかのことに気づきました

。 私の両親の家の外に移動するのに数週間以内に、私は土曜日に開催され

た「教会の神の「サービスの場所をリストされているチラシを見るために

起こりました。 



だから、その安息日私は神のサービスの真の教会であると信じて何に出席

しました。 約おそらく100 回目 の後に 牧師が無駄に「イエス」（無意味な

）繰り返し言っ 代わりに、 私はこれはおそらく神の聖書と真の教会である

ことができなかったことに気づいた（参照、マタイ6：7）ので、私は出て

行きましたサービスの。 

その時から、私は交わりとサポートへの正しい"神の教会」を選択すること

が重要であったことに気づきました。 

7-13：チャプター黙示録の2＆3で教会の主題についての詳細を学んだ後、

私はまた、神の最も適切な教会が黙示録3に記載されているフィラデルフ

ィアの神の教会に結ばれることになると結論付けました。 

フィラデルフィアの夢と信念 

様々な神学者は、黙示録の最初の3つの章で述べた教会はのリターンに使

徒ヨハネの時から本当の教会だけでなく、真の教会の歴史の7「時代」の

概要だけでなく、代表という立場に開催していますイエス・キリスト。 イ

エスの言葉によれば、終わりにそれらの教会の最も忠実な、フィラデルフ

ィアの部分がありました。 

フィラデルフィアの時代は（歴史の詳細については、無料の小冊子 神の教

会の継続の歴史を 参照してくださいするための ） 後半ハーバート・W・ア

ームストロングの人間のリーダーシップの下で1933年に始めていると一部

で考えられて 、その優位性は近く終了したことを しました。 聖書による

と、1986年に彼の死の時間は、しかし、まだ必要とされるフィラデルフィ

アの教会の残骸は、教会の時代の終わりまで存在します（参照：ヘブル13

：1;黙示録3：10-11）。 

（後に神の世界の教会を改名された）神のラジオ教会と神の教会のフィラ

デルフィアの時代の始まりの形成は、ハーバートアームストロングは、神

が彼の妻を与えたとすると考えられて2部構成の宣言の夢が先行しました

。その後、（ ハーバート・アームストロング、1973頁。187,193-194 の自

伝を ） 確認されました 。 彼はその夢（アームストロング。兄弟や同僚の

手紙、1956年11月28日）の最初の部分であるもの成就と信じていました。 

同様に、 神の 継続 教会 の形成は、 その後確認された夢（ボブ・ティール

とに別の2）により先行されました。 我々はまた、ロマ・アームストロン



グの宣言の夢の第二の部分を果たしています。 （のために17-18：COGのフ

ィラデルフィア部分の残りを導くと主張する他の真COGグループは夢が使

徒2あたり最後の日に聖霊の賜物であることを約束しているという事実に

もかかわらず、これらの主張を行いませんでした ）23-32： 詳細は、 神の

教会）の継続的な履歴を 参照 し てください 多くのは、古代のサドカイ派

のように作用し、（神がどのように動作するかのマーク12を受け入れませ

ん。 

神の真の教会の7証明 題した 彼の1979年10月 平野真実の 記事 で は 、 後半

ハーバート・ームストロングは、彼は神の真の教会のフィラデルフィア部

分が持っていると感じ7証明を記載されています。 これらには、神？神と

聖の作成 と正義文字の2）政府は何ですか/ティーチング1）、3）誰と何が

男？ある知っ4）イスラエル、5）真の福音についての真実、 6）何となぜ

神の王国の統治の教育の教会?,および7）優先順位。 彼は、その後、神の世

界の教会は、それらのすべてを持っていたと感じました。 神の 継続 教

会 で我々 としても行います。 

 

具体的には、我々が教える人々に関連します： 

1）初期のキリスト教徒は神に与えたビュー、 

2）権限で最も高いとは彼の愛情の法律の下で動作するよう父）と正

義の文字を開発する彼の目標（ローマ人への手紙と階層神の政府（5

：4;彼のミニストリー（エペソ人への手紙4からの教義上の支援を受

けてマタイ5：48）： 11-16）、 

3）神が意図的に人間物理的に（創世記2作成した：7）と彼が呼び出

したもの（ヨハネ6時44分）は（1コリント15精神的になることがで

きること：14-19）：神（エペソ3の家族の中で）45-48 、 

4）現代のイスラエルのアイデンティティとどのようにその予言（参

照：創世記48、49との結びつき; 1キングス12：19-20;ヤコブ1：1;エ

レミヤ30：7;ダニエル11：39）、 

王国の5）キリストの福音（マルコ1：14-15;使徒1：1-3）、 



6）教会は神（マタイ24:14の仕事ないこと; 28：19-20;ヨハネ6：29を

、黙示録3：7-13; 1コリント12：1-31; 16：9; 2コリント6： 14-18;エペ

ソ人への手紙5：25-32）真実で（詩篇33：4;イザヤ61：8;ジョン・夜

5時17; 2テモテ2：15）、 

7）証人として世界に（マタイ24:14）とまもなく来る千年紀（黙示録

20御国の福音を宣べの適切な優先度：4）、弟子たちにイエスが命じ

ていることをすべてのものを教えながら（マタイ28:19 -20）。 

注：ハーバートアームストロングの死後、彼の人間の後継者は背教に入力

され、神の教義のユニークな教会のほとんどを放棄。 真の教会は、組織お

よび他の多くの組織が あるために形成されているなど、多くの左を続けま

した。 背教は、新約聖書の時間（例えば1ヨハネ2：18-19）から起こって

いると真のキリスト教の教会の歴史をトレースすることは困難なことが理

由の一つです。 

教会の神のグループの多くは、これらの7点の大部分または全部を請求指

導者を持っているが、ほぼすべてが本当にハーバートアームストロングの

ポイント2、6、および7を練習することができなかった、などのいくつか

を誤解しています。 それは6＆7以上のリーダーであると考えている少なく

とも一つのグループは、故意に意図的に、それは真実ではなかった含まれ

ている教義上のエラーを知っていた材料で、その宣言をしました。 偽のメ

ッセージを広めるために、その意欲は、彼らは詩篇33あたりの真理で行わ

なければなりません神の神、仕事の作業の最終段階をリードしていないこ

とを示しています4。 主は（イザヤ61：8）「私は真実で自分の仕事を指示

する」と述べ、かつ故意に公開し、明らかに主の方向を受け入れていない

教義上のエラーを配布した者。 

ここでは多くの他のグループの割引ポイント6＆しかし7、また点6および

点7の部品に関連ハーバート・アームストロングが書いたものです： 

マタイ28では：19-20、1）福音を行くと説くれる神のため（マルコバ

ージョン、イエス、マーク午後04時15分）の同じ言葉と比較します

。 2）悔い改めて信じる者が洗礼を施します。 その後、3）戒め」 ハ

ーバート・W・アームストロングの （自伝 に、p。523）を観察する

ためにそれらを教えます 。 



教会の目的は、1）世界に神の来る王国を宣言し、2）群れを供給す

る。 

"一匹狼" - "個々のクリスチャン、「王国にキリストとその教会を通

して彼の方法によるよりも、他の方法を登るしたい-トレーニングの

キリストの方法で訓練されていない、ルールとキリストと共に支配

します彼の王国で！ （ 年齢の ミステリー 、p.270）。 

印刷機、ラジオ、テレビ、1が分以下のうちに世界のあらゆる部分で相互

に到達可能性があることであっても電話- -現代のマス・コミュニケーショ

ンのための施設とも教えハーバートアームストロングは、「はるかに多く

の人々に到達することができます組み合わせた一世紀の使徒」の全てより

も（ 神の真の教会の 7 証明、パート6 平野真理、1979年8月）。 

神の 継続 教会 で私たち も 、 ハーバートアームストロングが使用マスコミ

の形態よりも速くすることができ、印刷機、ラジオ、のテレビ、電話、そ

してもちろんインターネットなどマスコミュニケーションのために 21 世

紀 の方法を 利用しています 。 15-18：私たちは、イエスがマタイ7で偽か

ら真のを知っている基準であるべきであると述べたことが御国の福音を持

つ複数の何百万人に達したと宣言し、予言真理のタイプを持っています。 

教義上の真理の面では、ハーバートアームストロングは年1933（ 中世

の 謎 、1985年）、「 少なくとも18の基本と本質的な真理は、以来、真の

教会に復元された」、書きました 。 すべてのそれらの"復元された真理は

、「 神の継続教会 （www.ccog.org からオンラインで入手できます） の信

念の 公式 声明 です 。 それはかつて神の古い世界の教会の一部であった指

導者のグループのほとんどのケースではありません（すべてではありませ

ん）。 さらに、それらを信じていると主張する人ほとんどが遅くてもハー

バート・アームストロングは、実際に（1983 年12月17日指定された フィラ

デルフィア教会時代の 彼の説教と題した ミッションを、 参照 ）を 得た が

、代わりに後に調製し、リストに依存している ことをリストを使用してい

ません これらのの教えに高速で保有していなかったリーダーによって彼の

死は、（神は、これらの18の真実を復元：あなたは彼らのためにどのよう

に感謝している 世界のニュース、1986 年8月25日を？）。 

イエスは（黙示録3:11）、これは一見 、神の教会のフィラデルフィア部分

にリストアされた 教義上の真理を 含んでなければならないであろう"誰も

http://www.ccog.org/


あなたの冠を取らないことが、あなたが持っているものに高速ホールド」

にを警告しました 。 聖書はまた、信者であるように見える人々が真実から

「離れて落ちる」ということを警告し、それは過去に起こったが、それは

再び（将来的に参照ダニエル・11に行われます：30-35; 1テモテ4：1 ）

。 一度であることを主張し一部の人はどちらか、その教えに高速で開催さ

れていません。 

自分の本当の最優先事項（マタイ24:14; 28:19）として世界に神の国の公共

宣言を置いていない神の古い世界の教会の一部一旦リーダーとほとんどの

グループは、完全にすべてを理解していません真理を回復し、かつ十分な

真理を大切にしていません。 したがって、彼らは「フィラデルフィアマン

トル」（リーダーシップ機関）と呼ばれているものの占有者ではないこと

を示しています。 14-17：言ったマントルのグループはまた、黙示録12の

「女」で表されます。 

ヘブル人への書は教えて： 

兄弟愛を続けましょう。 （ヘブル13：1） 

なぜここにそれを持ち出しますか？ 「兄弟愛」と訳さ単語は単語 フィラデ

ルフィア のギリシャ語版ですので 。 フィラデルフィアは、神の教会の歴

史を通じて（程度に）でもこのラオディケア時に、引き続き、同様に存在

することがありました。 は深く思いやりのある人です。 は、貧困層や未到

達の世話します。 

使徒パウロが書いた、真に忠実な教会の二つの特徴に注目してください。 

...生ける神、真理の柱と地上の教会で神の家。 （1テモテ3：15） 

自分が神、正しく真実の単語を分割し、恥じる必要はありません作

業者に承認提示する勤勉です。 （2テモテ2：15） 

忠実なフィラデルフィアのレムナント、黙示録12の"女"：14-16は、常に真

実の柱と地面を正しく真実の単語を分割する（識別）に努めていますし、

あるグループです。 私は私の前の教会の神の組織を去ることになった理由

は、彼らが繰り返し約束を破っても、故意に意図的に、彼らは（真実では

ないことを知っていたことが印刷された情報を発信し続けていることであ

る参照エレミヤ48:10;詩篇33：4 ;詩篇101：6-7;イザヤ61：8）他の場所で詳

述されている（例えばwww.cogwriter.com ）。 マタイ24:14を満たすための

http://www.cogwriter.com/


努力をリードして：;：したがって、これは彼らが（詩編101 8 7参照イザヤ

61）は、もはや最高の神の教会のフィラデルフィアの残骸を表すことがで

きなかった、神によって使用することができなかったことを私を説得しま

した 神の 継続 教会が形成する ことが必要だった理由などそれがありま

す 。 

限り真実の柱と地面が行くように、 神の 継続 教会は他の教会、神のグル

ープよりも多くの深さと神の初代教会の歴史についての詳細を持っていま

す。 私たちは、イエス・キリスト、使徒、預言者（エペソ人への手紙2：

20）の基盤の上に構築されています。 私たちは、イエスの初期の信者が他

の教会の神のグループよりも、教えの多くを教えます。 また、イエスが私

たちの説教に命じすべてのことを教えるために努力としたメディアで（参

照：マタイ28：19-20）。 また、貧しい人々に私たちの利益（ガラテヤ2:10

）、かなりの量を捧げます。 また、私たちの預言的な説明は、より深さに

あり、他の既知の教会、神のグループ（参照2ピーター1時19分）よりも、

より多くの聖書です。 

どのような予言について？ 

予言が重要なのでしょうか？ 

確かに。 

奇跡（使徒2：1-11）後に起こった最初の記録の説教では、使徒ペテロは、

聖書の預言と（：14-40使徒2）におけるニュース・イベントを結びました

。 人々はピーターが議論のイベントを知ったので、部分的に、着目し、数

千人の多くは（使徒2:41）変換しました。 

奇跡は、新約聖書の他の記録説教のほとんどの前にしなかったが、スピー

カーは（：22-31例えば、17使徒）より自分の聴衆に到達するために予言し

、聖書の他の部分にイベントを結びつけるためにしてみてくださいでした

。 

イエスが説教ことが記録された最初のメッセージ（マーク午前1時14分で

王国の福音）とイエスが与えた最後のメッセージ（黙示録）が予言したこ

とを理解することが重要であるかもしれません。 彼は（例えばマタイ24、

ルーク21）を得た様々なメッセージは、今後の世界の出来事に結び付けま

した。 



預言は信者のためのしるしです。 

予言はない不信心者のためではなく信者のためのしるしですしつつ

舌ではなく、信者のためのが、不信心者のための記号です。 （1コリ

ント午前14時22、英語スタンダードバイブル） 

したがって舌は、信じない人にはなく、不信心者への記号のための

ものです。 しかし、預言は不信者のためではなく、信じる者のため

ではありません（1コリント14：22、NKJV） 

聖書は、舌（1コリント12：28）の異なるタイプが存在することになる示

しており、 神の 継続 教会 で私たちのボランティアの翻訳者や他の人は そ

れを埋めるのに役立ちます。 しかし、正しく予言を説明する、信じる人の

ためのしるしであると考えられる含まれていることを預言し、注意してく

ださい。 神の 継続 教会 で私たちは 理解し、他のCOG群よりも予言の優れ

た多くの側面を説明します。 

これは予言が真の教会の最も重要な特性であることを意味するのでしょう

か？ いいえ、愛は（：1,8参照1コリント13）です。 

しかし、愛の追求も、聖書の予言で結ばれている（1コリント14：1）。 9-

12：本当に真実の愛を有するものが2テサロニケ2に係るいくつかの預言イ

ベントから免れるされます。 

今日では、大規模な社会の変化が起こっています。 彼らの多くは、聖書に

預言されています。 イエスは例えばマシュー（理解することが、最終的に

彼の信者を促したことを主要な予言-聖書全体の三分の一の間の、おそらく

1四半期は予言であっても、ほとんどのグループは、単に聖書の中で様々

なキー予言について、その真実を理解していません24:15;マルコ13：14）

。 

割引や予言を眺めることができますいずれか、聖書を信じると主張するに

もかかわらず、いくつかの、。 しかし、それは真のクリスチャンのための

ケースのように想定されていません。 

「いちじくの木を見て、そしてすべての木。 彼らはすでに出芽して

いるときに30、あなたが見て、自分のために知っている夏は今近いで

す。31 だから、あなたも、あなたはこれらの事が起こって見るとき、

神の国であることを知っています近くに。32 すべての事が起こるまで



、まことに、私はあなたに言う、この世代は決して離れて通過しま

す。33 天と地が離れて通過しますが、わたしの言葉は決して離れて通

過します。 

あなたの心が大騒ぎ、酩酊し、この生命の心配とダウン秤量し、そ

の日が突然あなたに来ることがないように。35 それはの顔に住むすべ

ての人々にスネアとして来るために 「しかし、自分自身に注意を払

います 地球全体。36 ウォッチしたがって、あなたが通過して、人の子

の前に立つようになるだろう、すべてのこれらの事を逃れるために

値するカウントすることができることを常に祈ります。」 （ルカ21

：29-36） 

イエスは彼の信者は、常に彼のリターンに関連するイベントや預言に注意

を払う必要がありますことを教えていることに注意してください。 イエス

は繰り返しなどマタイ24:42、25:13などの他の経典に預言を満たすであろ

う世界のイベントを監視するために彼の信者を語りました。 マルコ13：

9,33,34,35,37、および黙示録3：3。 イエスは彼の信者が見ることを期待し

ています。 

：イエスはまた、聖霊が、「真理の御霊が、「予言のものも含め、すべて

の真実を理解する上で忠実なのを支援することを教えました 

私はまだあなたに言うために多くのものを持っているが、あなたは

今、それらを負担することはできません。 ...真理の御霊が、来たと

きただし、 {それは}すべての真実にあなたをご案内いたします。 ...来

て、あなたの事を教えてくれます。 （ヨハネ16：12-13） 

聖霊を有し、かつ適切に、聖霊によって導かれることは、私たちが預言を

理解するのに役立ちます。 

聖書にも教えて： 

スピリットをクエンチしないでください。 預言を軽蔑しないでくだ

さい。 （1テサロニケ5：19-20） 

しかし、神のグループの様々な教会を含め、多くの人は、神の霊が現在今

予言動作していることを信じていないように見えます。 多くはまた、多く

の場合、聖書の預言を軽蔑する傾向があり、それらの適切な説明（複数可

）。 



現在、この地球上で、神は彼の忠実かつ正確に今出て行く必要がある終了

時間予言警告を宣言している真のしもべを持っています。 

聖書は教えて： 

彼はそのしもべ預言者に彼の秘密を明らかにしない限り、 まこと

に 主なる神は、何もしません。8 ライオンが吠えました！ 誰を恐れて

いないのだろうか？ 主なる神が語られました！ しかし、誰が預言す

ることができますか？ （アモス3：7-8）。 

このだけでなく、預言者に新約聖書の教え（例えば使徒2：;エペソ人への

手紙4：11; 17-20 1コリント14）にもかかわらず、ほとんどの21 世紀の教会

の神のグループがひどく、現在どの預言者があることを信じて、彼らはあ

りません終了時間聖書の預言の主要な要素を誤解。 

また、神グループの教会のすべてが、1つの神が少なくとも一つの預言者

の今日を持っていることを受け入れない（CCOGは1例外はある）、それ故

に彼らは/がありました、明確に予言と教義上のエラーを教えたはずの予言

個人に耳を傾けてきました偽預言者。 

神の 継続 教会はのリーダーであり、 

フィラデルフィアの最も忠実なレムナントの一部であることをご希望の方

はその教会の神のグループと一緒にいたいと思います。 

1.証人としてその最優先（;：19-20 28マタイ24:14）王国の福音を宣

べ伝えにします。 

2.特にアフリカやアジアなどの貧困地域では、未亡人や孤児（ジェー

ムズ1時27分）などの貧しい兄弟（ガラテヤ2:10）、サポートしてい

ます。 

15-17：3.本当にマタイ18を含め、聖書のガバナンス（1コリント12：

28）を実践しています。 

4.宣言を持って教義上、予言、とイエスは（ヨハネ7の話を聞いた果

物愛する：16-20;午前13時35分;ルーク4：18; 14時13;マタイ24:14; 28

：19-20;黙示録3 ：7-13）。 



5.彼らは教会にいると思う人は離れて落下しないように警告します（

1テモテ4：1）。 

6.最後の日（：17-18使徒2）に、夢を受けるなど、霊的な 賜物を持っ

ています。 

7.黙示録2＆3の教会の歴史と現在の役割を理解しています。 

8.説明し、（例えば、ダニエル11：29-45;マタイ24）が十分に聖書の

預言を理解する：;：大艱難の前に（14-16黙示録3：10、12 15-20マタ

イ24）を逃げるようにするとき知ってし（マタイ24:21）。 

最高の神の教会（黙示録3：7-13）のフィラデルフィア部分の残骸を表す1

グループ21 世紀 には、 神の 継続 教会 です 。 

イエスは、彼らが生ぬるい仕事を持っていると結果（：14-22黙示録3）を

悔い改めるか、直面する必要があることを警告しました。 予言側では、現

実には、ラオディケア人教会は予言誤解の様々なを持っていることです。 

が（彼らは黙示録1-3の教会の七教会やグループを表す）終了時にキリスト

教徒の大部分を表しているので、彼らは預言何が起こっているかのすべて

と何本当に意志が表示されないことの理由がなければなりません大艱難の

開始につながります。 

神の教会の一部であるように見えるラオディケア組織内では、大艱難が開

始されたときに知っているからそれらを防ぐことができます開催された予

言のさまざまな位置があります。 

これらの誤った見解の十八は以下の通りです： 

1.多くのラオディケアグループが正式に教えていない、および/ また

はそれらが時々啓示の教会について教えていても黙示録の章2＆3の

教会に関連した教会時代のアイデアを信じていません。 多くは彼ら

に作られた多くの文が将来の予言波及効果を持っていたという事実

にもかかわらず、黙示録預言既成説論者それらの教会の（過去/歴史

）ビューの多くを取る（例えば黙示録1時19分、2時22; 3：3; 3：10） 

。 様々なグループが、この一定の予言の側面を教えていないので、

多くの人が自分の問題が表示されず、大艱難を通過する必要があり

ます。 



2.ラオディケアグループは本当に高い優先度のことを確認、および/ 

または実証するようにしてこのようにはしないでください、王国の

福音はまだマタイ24:14あたりの証人として世界に説教する必要があ

ることを信じていません彼らは真実のために不十分な愛を持ってい

る（参照エレミヤ48:10を;詩篇33：4）、そのように彼らが持っても

本当のの仕事をもたらしません。 のみが全世界に来る裁判の時間か

ら保護することを約束されたようにマタイ24:14を満たしたりすると

きマタイ24:15あたりに逃げることをされた場合、は理解できないだ

ろう。 

3. A広く支持されラオディケアビューは北の起ngのは、ダニエル11時

40分に南の王に侵入するまで、大艱難を開始できないことを教えて

います。 、それはアメリカで始まり、英国のようなそのアングロサ

クソン同盟国が（参照：ダニエル11：39）侵略取得：このビューで

は、大艱難はヤコブの悩み（7エレミヤ30）の時間が含まれているた

めという事実を見渡すことができます。 それはかつて1979年彼の見

解を変えた遅くハーバート・W・アームストロング、（私たちは今

。 牧師全般のレポート-第1巻 、している時間 、 第15号 によって開催

されたため、グループのいくつかは、この連続的エラーにしがみつ

きます 11月20、1979）。 北の王は、このビューに保持する人はいな

いだろう、前にダニエル11:40に南の王を侵略し、ダニエル11時39分

最強の要塞（等アメリカ、カナダ、）のものを除去することができ

ますので、大艱難は、それが開始された後まで開始されたときに知

っています。 

12月13日ちょうど10または11現在定義されている国で構成する必要

があります。4.各種は黙示録17で獣の力の最終的な構成があると信じ

ています。 これは「国のためのギリシャの用語は、それらの通路で

はなく、通路は2将来の再編成の時間を言っているという事実を含む

多くの理由で故障しています。 再編成の王国は、常に前の境界内に

滞在していませんし、それが将来的にケースである可能性が高いで

す。 現在、28のメンバーと多くの潜在的なメンバーを持っている欧

州連合（EU）は、よく最終的な構成は、10または11カ国を持たなけ

ればならないと主張する（イギリスのような）いくつかの加盟国を

失うかもしれないが、聖書と一致していません。 さらに、COGのフ

ィラデルフィア部分の歴史的位置は（ハーバートアームストロング



下 ）10を構成することができていることを 少なくともダースのドキ

ュメント（平野 真理、グッドニュース、明日の世界、小冊子、同僚

の手紙、聖書通信講座） に教示されています 10カ国および/ または

国のグループの（単一国とは対照的に）。 数がそれに減少していな

い限り、10または11のいずれかの国を持つ獣の設定を主張する人た

ちは、おそらく彼らは、そのビューを悔い改めない限り、大艱難が

始まったことに気づいていません。 

5.いくつかのラオディケアのグループは明らかにダニエル9時27分、

ダニエル午前11時31分とマタイ24:15でイエスの言葉（彼らはダニエ

ル9：27はキリストによって成就したと考えている傾向がある）で結

びつけるれた第2の半分を誤解します。 これらの通路を誤解人は、何

が起こっているかの適切な事前の警告を持っても、おそらく大艱難

が開始されたときに知ることができません。 

6.つ以上のグループはまた、大艱難は来年かそこらで始めることがで

きることを教えています。 大艱難が適切に確認されているダニエル9

時27分の「平和協定」後、約3年半までは始まらない（これはまだ起

きていない）のように大艱難前2019年に開始することは不可能です

。取引が（参照：レビ記23時24; 1コリント15：52）年の秋に確認さ

れる可能性が最も高いですので、あっても2019年には早すぎる可能

性があります。 

7.特定のグループは、ダニエル12の1335、1290、および1260日の不適

切な解釈を教えるか、大艱難が開始されたとき、彼らは理解できな

いだろうということは、（ほとんどのCOGグループ）の一部で、他の

問題を抱えています。 

8.ほとんどのラオディケアグループはハバクク2理解できない：2-8を

、適 切にアメリカとイギリスに出て警告することを取得されていま

せん。 一つのグループはそれを教えてやったが、何が内部の政治と

その上昇指導者の一人であるように見えるのため、オフに裏打ちさ

れています。 米国債の立ち上がり「時限爆弾」は指摘する必要があ

る何かであるとハバクク2：2-8はこのポーズことを聖書の脅威を指摘

しています。 これは、宣言されるべきであるとCCOGで、私たちはそ

れをやっています。 6大艱難の開始に関連している、とヨセフの部族



のお世話子孫に対する攻撃の理由の一つである：多くはハバクク2が

いることに気付いていません。 

9.ほとんどのラオディケアグループは、様々な「エリヤの異端を。 "

持っています このため、彼らは最終的エリヤを認識することができ

ません。 いくつかは、彼が1986年1月16日以来、死んでいたし、その

死は最終エリヤ（ 中世の 謎 。1985年に、p。349） についての彼の書

き込みによると、彼を失格という事実にもかかわらず、ハーバート

アームストロングされていなければならないと思い ます。 12-13：い

くつかは、どちらか全くエリヤが来ないか、彼はマーク9の被写体に

イエスの教えに反する教会ではなく、個々の、であることをするこ

とがあると思います。 

10.多くのラオディケアグループはダニエル7：25、11に来るように異

なる迫害（その他の事項）を理解していない：30-39、マタイ24：9〜

22、および黙示録12：14-17。 迫害の預言波が最初に（それらをとて

いない）、主にに当たると、は大艱難が始まろうとしているという

証拠としてこの迫害は表示されません。 現在CCOGがそうであるよう

に終了時間の教会に32-35： 神の古いラジオ教会（！偽兄弟の用心参

照は グッドニュース、1960 年1月）は、具体的にダニエル11の迫害

経典を適用しました。 

 

ラオディケアグループの11数は、（：14-16教えて黙示録12は何にも

かかわらず）に逃げるための安全の物理的な場所があることを教示

していません。 だから、そのビューを保持しているものが大艱難の

開始直前に1に向かって逃げるように傾斜されることはありません。 

1-3教えて：12ほとんどの「独立した」は、彼らがゼパニヤ2は何にも

かかわらず、逃げるための時間の前に「集まる」する必要があるこ

とを信じていません。 したがって、彼らがの一部ではないグループ

が直前に大艱難（：14-17を参照されたい黙示録12）の先頭にいたと

き、彼らは一緒に逃げるように傾斜される可能性はほとんどありま

せん。 

13.少なくとも1ラオディケア人のグループが誤って北の王はダニエル

11時40分に南の王に侵入した後、ダニエル11時31分の荒廃の醜態が



発生したと考えています。 これはそのように起こることはありませ

んので、大艱難が（：15,21参照マタイ24）を開始するときに、その

位置に保持する人たちは理解できないだろう。 

反キリスト/偽預言者ではなく、海の獣である：14.多くのラオディケ

アグループが神の神殿（3-4 2テサロニケ2）に座っている罪の人がい

ることを教えています。 しかし、それは海のこの獣、北の最終キン

グ（：35-36ダニエル・11）です。 この問題が発生したときに、誤っ

た位置に保持する人たちは、その予言影響を理解することはありま

せん。 「地獄の息子」の正体は、終わりの時に理解することが重要

です。 

15.いくつかのラオディケアグループは、エルサレムのユダヤ人の神

殿は、イエスが戻る前に再構築されますことを教示しています。こ

れは、それが必要とされていないリモートで可能ではあるが（新約

聖書では「神の神殿を「キリスト教のではなく、現代のユダヤ人、

場所に関係しています）。 少数が時々教えるように、これは発生し

ませんので、大艱難が開始されたときに、その位置に保持する人た

ちは理解できないだろう。 

16.少なくとも1ラオディケア人のグループは、黙示録17：12の10人の

王は、主に欧州の電力であることとは対照的に、世界中の10の地域

を担当することになっていることを教示しています。 この時の主張

は、大艱難が始まるだろうというとき、そのようなグループは、お

そらく理解できないことを意味します。 

1月10日、欧州ではありません：17.少なくとも1ラオディケアグルー

プは、ヨハネの黙示録13の獣がいることを教えています。 ビースト

パワーがヨーロッパ（参照ダニエル9：26-27）で発生しますので、大

艱難が始まろうとしているときに、このことを理解していない人に

は理解していません。 

より大きなラオディケアグループの18少なくとも1つまたは2つは、

大艱難の初めに関連ダニエル11シーケンスの最初の詩は、ダニエル

11時40分であることを教示しています。 その代わりに、彼らは、そ

れはまた、ヤコブの悩みの時の開始と一致しているダニエル11時31

分、直後にあるダニエル11時39分、で始まることを教えるべきであ



る（エレミヤ30：7）。 大艱難が開始されたときにダニエル11時40分

の位置に保持する人たちは理解できないだろう。 

そして、もっと多くのがあります。 しかし、それだけで大艱難が開始され

たときに気付いていないために、上記の点のうちの1つまたは複数の誤解

をとります。 神の 継続 教会 のみでは これらの問題のすべての「正しく真

実の単語を分割する」（2テモテ2:15）となっています。 

悲しい現実は、彼らが（彼らが作るかもしれないと主張何にもかかわらず

）本当にのではないので、ダニエル11で予言順序と詳細を理解していない

、ほとんどの教会神のグループということや、彼らはイエスがこのような

マシューのような場所に教示されているものと結びつける方法です15-20ひ

いては来る大艱難（マタイ24から保護するために行くことはありません：

21-22彼らはマタイ24でイエスの指示に従って逃げるべき時にこれと他の予

言誤解の24は、これらのグループは実現しません）。 

私たちの一部でこの音の無駄と自慢なかれ、私は他のグループの神の指導

者の長年のハイレベルの教会は、具体的にどのような私たち の神の 継

続 教会に教える ことは、これらの点のそれぞれに私（ボブ・ティール）を

語っていると述べているましょう でも、自分のグループが教えるものとは

異なるものも含めて、これらの点は、正しいです。 しかし、「組織」（真

に聖書ではない）理由のために、彼らのグループは、公的にそれらを教え

ていません。 

イエスは、「大患難があるだろう、などがない、この時間まで世界の初め

からされていない、また今までにしなければならない」と警告（マタイ

24:21）。 イエスはそれからのキリスト教徒の保護（：7-10黙示録3）を約

束しました。 他のキ リスト教徒は、同じ約束を受信しませんでした。 

妥協省（エゼキエル34：7-10）にあまり依存している人は経典に従って彼

らに本当にない予言を教えるためには、チャプター2＆3黙示録中とルーク

21でイエスの言葉に従ったことを認識する必要があります比較的少数のキ

リスト教徒は、全世界に来る裁判の時間（：14-17を参照されたい黙示録12

）から保護されます。 同省に真に忠実に耳を傾けることはありません人は

、また、その運命（：11-16参照エペソ4）を共有します。 

本当に神の 継続 教会 で私たち ： 



「また、預言のより確信して言葉を持っています。 あなたがたは、

あなたがたはその日の夜明けまで、暗い場所で輝い光がたに、注意

を払う、日の星があなたの心に起こる"（2ピーター1時19分、KJV）こ

とがよくやる。 

また、聖書はまた、彼らは保護されませんまた、神の教会の終了時間の残

骸の一部である必要はありませんと思い無党派を警告することが強調され

るべきである（参照、ゼパニヤ2：1-3）。 新約聖書は、キリスト教徒が本

当に教会の一部であるべきことは明らかである（エペソ4：11-16;参照1コ

リント4：17; 10：32-33）私たちは終わりに近づく-として（ヘブル10：24 -

25;参照ゼパニヤ2：1-3）。 

ラオディケア基および/ または個人が、イエスは黙示録3時19内にそれらを

促すよう悔い改めない限り、彼らはおそらく大艱難が（マタイ24:15を（マ

タイ24:21）を始めるも、その開始前に逃げることを知っているだろうとき

に知ることができません-20）。 

その予言のビューの多くの側面のための聖書上記の見当違いの伝統（最近

または古いかどうか）に依存しているCOGグループは、彼らが「預言のわ

から言葉」（2ペテロ1：19、KJV）を持っていないことがあまりにも遅く

学ぶしようとしています。 

（：14-16黙示録3）が、彼 はまた、彼らはそのために苦しむだろうと、彼

らは考えていなかったので、彼らが必要なことを教え：イエスは、彼らが

多くの分野で（17-19黙示録3）変更する必要があるとに語りました。 

他のCOGグループはこの冊子はに入っていないことを聖書から持っている

ことをより多くの予言と他の違いもあります。 現実には、作業の最終段階

に右重視せずを彷彿とさせる（本当にすべてイエスが教えたことを教え、

神の御霊の二重部分に油を注が1を無視して、の愛を実践し、十分に高い

点で聖書を保持していることですエリシャ、2キングス2：9-13）CCOGのト

ップ人間の指導者があったように、予言警告を無視COGグループがその危

険にそうしています。 

いくつかの割引預言の重要性が、使徒パウロが教えた気づきます： 

そして今、眠りから目を覚ましするために高い時間であること、時

間を知って、これを行います。 今の私たちの救いは、私たちが最初



に信じたときよりも近いです。 夜ははるかに費やされている12、日が

手元にあります。 したがって、私たちは暗闇の作品を捨てましょう

、と私たちは光の鎧に入れましょう。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、淫乱と欲望ではなく、争いと羨望

で、適切に歩いてみましょう。14 しかし、主イエス・キリストに入れ

て、その渇望を満たすために、肉のための規定を行うことがありま

せん。 （ローマ人への手紙13：11-14） 

私たちは、パウロがそれを書いたときよりも、今の端にたくさん近いでは

ないですか？ パウロはまた、真のクリスチャンは、イエスが戻ってくると

きに約知らないだろう他の人のようではないことがあったことを教えて（

1テサロニケ5：4）。 

使徒ペテロはこう書いています。 

これらすべてのものが溶解されるので、したがって、あなたが 燃え

ている、を探していて、そのうちの天が溶解されるため、神の日の

到来を早める 神聖な行為と信心、12人のどのような方法をするべきで

す 、そして、要素は熱烈な熱で溶けてしまいます？13 それにもかかわ

らず、我々は、彼の約束に従って、新しい天と義が宿るた新しい地

を探します。 （2ペテロ3：11-13） 

正しく予言のイベントに注意を払っていない唯一のイエス（ルカ21時36分;

）のための準備ができているのに役立ちますが、また変更するのに十分な

命を調べるためにキリスト教徒を取得するために、反射運動をすることを

意図している彼らべき（参照：ローマ人への手紙13として：11-14; 2ペテロ

3：10-13）。 適切に聖書の預言の光の中で説明したように、あなたは世界

の出来事を見てすべきではありませんか？ 

様々なラオディケアグループが正しく終了時間の予言を理解していない、

それはときにすべき（参照：マタイ24：15-21;黙示録12：14-17）逃げるそ

のメンバーに貢献していきます。 

は大艱難について間違ってアイデアを持って、それからの保護を約束し、

そして意志（サルディスのものと一緒に、そして黙示録2：22あたりテア

テラの明らかにいくつかの）されていない大艱難に入ると死の対象としな

ければならないと迫害（ダニエル7：25bは、黙示録12時17分）。 



真に重要な終了時刻聖書の預言を理解していない人たちに惑わされてはい

けません。 

多くは 神の 継続 教会が主張COGグループのスコアのようである ことを信

じているように見えるが 、予言現実は私たちがユニークであるということ

です。 我々は、フィラデルフィアのマントル（黙示録3：7-13; 2キングス2

時13分）を有するか、本当に真実（1テモテ3：15）を表します。 マタイ

24:14の達成に向けて作業中：我々は（4詩編33あたり真実で行う必要があ

ります）作業の最終段階をリードしています。 

真の教会の識別に証明、手掛かり、およびサインの 5. まとめ 

ここでも、ここでリストが真のキリスト教会は、神の真の教会でなければ

ならないことを実証している18の証明、記号、手掛かりです。 

1.男性の伝統の上に神の言葉を置きますので、聖書（参照：マタイ15

：3-9）に反対している教義を追加していません。 

2.聖書の名前"神の教会"（例えば、20時28分使徒）を使用します。 

3.（：27-32例えば、5使徒）でも迫害の脅威の下で、元の信仰（ユダ

3）のために熱心に主張します。 

4.歴史を通じて、その聖書の教義をトレース（参照1ヨハネ2：6）。 

5. ニッサン（：;マタイ26:18 5レビ記23）の 14 日 に過越祭を保持し ま

す。 

6.使徒ヨハネ参照の時から、聖書の一部であったた書籍を知られてい

ます 2テモテ3：16-17; 黙示録1：9-19; 22：18-19）。 

7.（ローマ人への手紙1時20分;コロサイ2：9）神性についての真実を

教えています。 

8.教え、神の愛情のある法律を保つ（1ヨハネ2：4）。 

9.（ジョン・夜06時36分;ルーク3時14）この世界の肉欲戦争への参加

に反対します。 

10.迫害ではなく、迫害者（ヨハネ15：20-21）されています。 



11.教会のドレスや建物（：29-30参照申命記12）の面で異教の外側に

虚飾を採用していません。 

12.フルゴスペル（;：19-20 28マタイ24:14）説きます。 

13.（;ローマ人への手紙11時15;ルカ12：32参照黙示録14：1-9）「小

さな群れ」です。 

14.複数のリードの都市（ヘブル午後1時14分）と黙示録2＆3の七つの

教会を通してその物理的な位置をトレースします。 

15.聖書の安息日の符号持っています（出エジプト記31:13を、ヘブル

4：9）。 

聖なる日を通して写真のように16.イエス・キリストを通して救いの

神の計画を理解し（1コリント5：7-8; 1：18ジェームズ） 

17.異教の休日（：20-22 1コリント10）の観測に対して教えます。 

18.終了時間エキュメニカルバビロンに合わせていないのでしょう（

黙示録13：4-10; 18：4）。 

唯一の教会神のグループは、これらすべての基準を満たすことができます

。 真のキリスト教会は聖書を信じて、神を信じて、神の性質と計画を理解

し、神の作業を行います。 これは本当にグレコローマン教会、オフシュー

トのために言うことができません。 

神の教会は、イエス・キリストの真の権限の下で人間を含む、完璧ではあ

りません。 新約聖書の教会での問題（また、第3章を参照してください）

だけでなく、神の教会（黙示録2-3）のすべての時代がありました。 

聖書は、終わりの時に神のさまざまな教会とキリストを公言神グループの

非教会が存在するであろうことは明らかです。 

イエスによると、終わりの時に異なる特性を示す神の教会が存在すること

になります。 、（黙示録3：1-6）、ならびに様々な（黙示録3：14-22）：

イエスは（18-29黙示録2）ある人のための批判や非難を持っています。 し

たがって、それらのカテゴリ内のグループは、真に最も忠実なキリスト教

の教会の一部になりたい方の任意のための理想的であるように思わないで

あろう。 



終わりの時には、イエスが表彰と非難していないことが、神の唯一の教会

は「少し強、「フィラデルフィアの教会（：7-13黙示録3）を有するもので

す。 これらは、傷つける感情はそれらに彼らのクラウン（黙示録3:11）コ

ストを許可しないことを他の人がそのように気分を害していないが、その

代わりに、彼らは神の仕事をサポートする人々です。 

このように、フィラデルフィアの最も忠実なレムナントの一部であること

をご希望の方は、その教会神のグループと一緒にいたいと思います。 

1.証人としてその最優先（19-20 28マタイ24:14）王国の福音を宣べ伝

えにします。 

2.特にアフリカとアジアのような場所で、未亡人や孤児（ヤコブ1：

27）を含む、貧しい兄弟（ガラテヤ2:10）、サポートしています。 

15-17：3.本当にマタイ18を含め、聖書のガバナンス（1コリント12：

28）を実践しています。 

4.宣言を持って教義上、予言、とイエスは（ヨハネ7の話を聞いた果

物愛する：16-20;午前13時35分;ルーク4：18; 14時13;マタイ24:14; 28

：19-20;黙示録3 ：7-13）。 

5.彼らは教会にいると思う人は離れて落下しないように警告します（

1テモテ4：1）。 

6.最後の日（：17-18使徒2）に、夢を受けるなど、霊的な 賜物を持っ

ています。 

7.黙示録2＆3の教会の歴史と現在の役割を理解しています。 

8.説明し、（例えば、ダニエル11：29-45;マタイ24）が十分に聖書の

預言を理解する：;：大艱難の前に（14-16黙示録3：10、12 15-20マタ

イ24）を逃げるようにするとき知ってし（マタイ24:21）。 

最高の神の教会（黙示録3：7-13）のフィラデルフィア部分の残骸を表す1

グループ21 世紀 には、 神の 継続 教会 です 。 

神の 継続 教会は、我々は正式に 上記 のすべて を行う 人を知っている唯一

の組織的な教会です 。 私たちの一部になりたいために説得力のある理由は



、我々は完璧であることはありませんが、私たちは、聖書とイエスの初期

の追随者の信念や慣行に従って教えてくださいこと。 

（1テモテ3:15）ほとんどの教会は、いくつかの真実を持っているが、他の

どれも「真実の柱とグランド」であると表示されません。 サタン、この年

齢（2コリント4：4）の神ではなく、悪魔のように、表示されますが、多

くの（2コリント11：13-14）への光の天使として。 まだ、それを実現する

ことなく、（：4-5マタイ24）全世界を欺く-イエスは多くは彼がキリスト

であったことを宣言し、彼の名前に来るだろうと述べました。 

だから、今あなたが証明、手がかり、および徴候を知っていることを、あ

なたは古いのと誰が」すべての準備と言葉を受け、これらの事がそうであ

ったかどうかを調べるために、毎日聖書を検索ようになるだろうしていま

す。 したがって、それらの多くは（：11-12 17使徒）」と考えられて？ 

聖書が言っていることに注意してください： 

...柔和であなたの魂を保存することができ、移植さ言葉を、受け取り

ます。 しかし、 自分を欺く、単語のみの徒ではなく、聞き手であ

る 23 誰もが言葉ではなく、行為者の聞き手である場合、彼は鏡 の中

の彼の自然な顔を観察する人のようであるため、。24 彼は自分自身を

観察するために、行きます離れて、すぐに彼は男の種類を忘れてし

まう。25 しかし、彼は自由の完全な律法の中に見えるし、それに続け

て、忘れっぽい聞き手が、仕事の行為者ではない人は、この1は、彼

が何をするかに祝福されます。 （ヤコブ1：21-25） 

あなたがあなた 自身を欺く、唯一の聞き手を 行うと 、神の 継続 教会を サ

ポート するかである 必要 が あり実現聖書何でしょう か？ 

我々はすべてイエスは（：19-20マタイ28）を命じた（マタイ24:14）証人

としてだけでなく、ティーチとして世界に王国の福音を宣べ伝え続けてい

る あなたは 神の 継続 教会を サポートしたくありませんか ？ 

あなたは本当に真のキリスト教の教会の一部であること準備ができていま

すか？ 

 

 



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 W.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、米国。 

 

我々は、世界中の、そしてすべての人の住む大陸でサポーター（南極を除くすべて

の大陸を、）持っています。 

 

神のウェブサイトの情報の継続教会 

 

CCOG.ORG神の継続教会のための主要なウェブサイト。 

CCOG.ASIA複数のアジア言語で、サイトをアジアに焦点を当てました。 

CCOG.INいくつかのインドの言語で、ウェブサイトをインドに焦点を当てました。 

CCOG.EU複数のヨーロッパ言語で、サイトをヨーロッパに焦点を当てました。 

CCOG.NZニュージーランドをターゲットウェブサイト。 

CCOGCANADA.CAウェブサイトは、カナダをターゲットに。 

CDLIDD.ESこれは完全にスペイン語のウェブサイトです。 

PNIND.PHいくつかのタガログ語で、ウェブサイトをフィリピンに焦点を当てました

。 

 

ラジオやユーチューブ動画チャンネル 



 

BIBLENEWSPROPHECY.NET聖書ニュース預言オンラインラジオ。 

Bible News Prophecyチャネル。ーチューブ短い説教をユーチューブ。 

CCOGAfricaチャネル。アフリカからのーチューブビデオメッセージをユーチューブ。 

CDLIDDsermonesチャネル。スペイン語でのーチューブ説教をユーチューブ。 

ContinuingCOGチャネル。ーチューブビデオ説教をユーチューブ。 

 

ニュースと歴史ウェブサイト 

 

CHURCHHISTORYBOOK.COM教会史のウェブサイト。 

COGWRITER.COMニュース、歴史、と予言のウェブサイト。 

 

ローマカトリック教徒、東方正教会、プロテスタント、モルモン教、エホ

バの証人、神クリスチャンの教会、およびそれらがあることを信じて他人

、またはの少なくとも一部、真のキリスト教会があります。 
 

キリスト教へのいくつかの接続を主張するグループとフェローシップの何

千ものです。 21世紀では、最も忠実などのグループですか？ 

 

教会の歴史や教会の果物に関する特定の事実と一緒に聖書、（マタイ7：

16-20）は、これを答えるために証拠、手がかり、および徴候が含まれてい

ます。この本は、これについて有用な情報を提供するために、歴史の事実

を経典をリンクします。 

 

黙示録の第2および第3章では七つの教会のためにイエス・キリストからの

メッセージが含まれています。多くは、これらの教会は、（イエス・キリ

ストのリターンまで行為2のペンテコステの日から）全体の教会の年齢を



通して教会を表していることを信じています。 
 
 
 

 
古代フィラデルフィアの残骸 

 

21世紀には、イエスの言葉によれば、最も忠実な、神の教会（黙示録3：7-

13）のフィラデルフィア部分の名残であろう。 

 

誰が真のキリスト教会のフィラデルフィア部分の最も忠実なレムナントを

表しますか？ 

 

あなたは真実の神風の愛を持って、本当に聖書を信じるなら、あなたは見

つけることができます：あなたは昔のようなことに喜んでいる場合（10-

1217使徒）。 （黙示録322-25：7-13ヤコブ1）あなたが行為者ではなく、言



葉だけの聞き手であることに喜んでいる場合、あなたはおそらく、フィラ

デルフィアの忠実なの祝福一部になることができます。 


