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神の王国の福音 
それが解決策です！ 

神の王国が証人として世に宣べ伝えられるまで、イエスは終

わりは来ないと言っていることをご存知ですか？ 

 
「オオカミも子羊と一緒に住むでしょう…彼らはわたしの聖

なる山すべてを傷つけたり、滅ぼしたりしてはならない。水

が海を覆うように、地は主の知識に満ちているからだ」 (イ

ザヤ11:6,9) 

 
沿って 

ボブ・ティール博士 
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人類はなぜその問題を解決できないのですか？ 

神の王国の福音について、聖書がイエスが説教した最初と最後の

ことを知っていますか？ 

あなたは、神の王国が使徒たちと彼らに従った最初の使徒たちの

強調で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？ 神の王国イエスは私たちの中で彼

の人生を生きていますか？ 神の王国は、ある種の将来の実際の王

国ですか？ 聖書が教えていることを信じますか？ 

王国とは何ですか？ 神の王国とは何ですか？ 聖書は何を教えてい

ますか？ 初期のキリスト教会は何を教えましたか？ 

神の王国が証人として世界に説教されるまで、終わりが来ないこ

とを知っていますか？ 

表紙の写真は、バージン印刷とグラフィックスが作成したオオカミと横た
わっている子羊を示しています。 裏表紙の写真は、2013年にボブ・ティ
ール博士が撮影したエルサレムの元の教会の一部です。  
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内容 
 

1.人類には解決策がありますか？  

2.イエスはどんな福音を宣べ伝えましたか？  

3.神の王国は旧約聖書で知られていましたか？   

4.使徒たちは王国の福音を教えましたか？    

5.新約聖書以外の情報源は神の王国を教えました。 

6.グレコローマン教会は王国が重要であると教えているが、

...   

7.なぜ神の国ですか？  

連絡先  

 

注：この本は、継続する神の教会のメンバーではない人による英語
版からの翻訳であるため、一部の表現は元の内容を完全に伝えてい
ない可能性がありますが、近いことが望まれます。 英語版は
www.ccog.orgから無料でオンラインで入手できます。   

 

1. 人類には解決策がありますか？ 

世界は多くの問題に直面しています。 

多くの人が空腹です。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。多くの国は深刻な負債を抱えています。

胎児を含む子供は虐待に直面します。薬剤耐性疾患は多くの医師に
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関係しています。主要な工業都市は大気が汚染されていて健康では

ありません。さまざまな政治家が戦争を脅かしています。テロ攻撃

は起こり続けています。 

世界のリーダーは人類が直面している問題を解決できますか？ 

多くの人がそう思います。 

新しいユニバーサルアジェンダ 

2015年9月25日、バチカンの教皇フランシスによる基調講演の後、

193の国連（UN）が、「新しい普遍的アジェンダ」と呼ばれること

もある「17の持続可能な開発目標」の実施に投票しました。国連の

17の目標は次のとおりです。   

目標1.どこでもあらゆる形態の貧困を終わらせる 

目標2.飢を終わらせ、食料安全保障と栄養改善を達成し、持

続可能な農業を促進する 

目標3.すべての年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し

、幸福を促進する 

目標4.包摂的かつ公平な質の高い教育を確保し、すべての人

に生涯学習の機会を促進する 

目標5.男女平等を達成し、すべての女性と女児に力を与える 

目標6.すべての人々の水と衛生の可用性と持続可能な管理を

確保する 

目標7.すべての人々に、手頃な価格で信頼性が高く、持続可

能かつ近代的なエネルギーへのアクセスを確保する 

目標8.すべての人々のために、持続的で包摂的で持続可能な

経済成長、完全かつ生産的な雇用と適正な仕事を促進する 
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目標9.回復力のあるインフラストラクチャを構築し、包括的

で持続可能な工業化を促進し、イノベーションを促進する 

目標10.国内および国間の不平等を減らす 

目標11.都市と人間の居住地を包摂的、安全、レジリエント

かつ持続可能なものにする 

目標12.持続可能な消費と生産のパターンを確保する 

目標13. 気候変動とその影響に対処するために緊急の行動を

取る 

目標14.持続可能な開発のために海洋、海洋、海洋資源を保

全し、持続可能な形で使用する 

目標15.陸上生態系の保護、回復、持続可能な利用の促進、

森林の持続可能な管理、砂漠化との戦い、土地劣化の阻止

と逆転、生物多様性損失の阻止 

目標16.持続可能な開発のために平和で包摂的な社会を促進

し、すべての人々に正義へのアクセスを提供し、あらゆる

レベルで効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する 

目標17.持続可能な開発のための実施手段を強化し、グロー

バルパートナーシップを活性化する 

このアジェンダは2030年までに完全に実施されることになっており

、持続可能な開発のための2030アジェンダとも呼ばれています。こ

れは、解決することを目的メント規制、教育、国際通って、協力異

教徒の直面する人類を。  その目的の多くは優れていますが、その

方法と目標のいくつかは悪です（創世記3：5を参照）。 彼の議題

は、また、教皇フランシスさんと一致しているシリコン勅。 

「新しいユニバーサル・アジェンダ」と呼ばれることができ、「新

カトリックアジェンダ」単語として「カテーテル検査オリッチ」手

段「普遍的。」教皇フランシスは養子縁組を呼びました 
新ユニバーサルアジェンダ「の希望の重要な兆候。」 
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国連協定のフォローアップとして、2015年12月にパリで会議が開催

されました（正式には「気候変動に関する国連枠組み条約の第21 回

締約国会議」と題されています）。教皇フランシスコはまた、国際

合意を称賛し、各国に対し、「今後の道を注意深く、常に成長する

連帯感をもって従うように」と助言しました。」 
  
世界のほぼすべての国が、特定の環境目標と財政的コミットメント

を持つパリ協定に同意しました。（その後、バラク・オバマ米国大

統領は、2016年にこれに米国を委任する文書に署名しましたが、

2017年に、ドナルド・トランプ米国大統領は、米国はパリ協定への

合意を受け入れないと述べました。これは国際的な怒りを引き起こ

し、米国を孤立させました。ヨーロッパや世界の他の多くの地域か

ら。）教皇フランシスは、気候に関連して彼の変化を起こさなけれ

ば、人類は「下がる」と述べた。 
  
誰もが息汚染空気に望んでいないが、飢え、危険にさらされる疲弊

すること、などだろう人間の試みトン米国の彼の目標国の2030年の

議題および/またはパリアコード電子人類が直面している問題は？ 
  
国連の実績 

 彼国連が形成された1945年10月24日に設立され、第二次世界大戦

後、別のそのような競合を防ぐために、世界の平和を促進しようと

するためです。設立当時、国連には51の加盟国がありました。現在

は193です。 

国連が結成されて以来、世界中で何千もの紛争ではなくても何百も

の紛争がありましたが、私たちはまだ第三次世界大戦と呼ぶことが

できるものを持っていませんでした。 

一部が推進する国連の主張のようにその国際協力と信じ、異教徒と

教皇フランシスと他の多くの宗教指導者が推進しようとしているこ

とをエキュメニカル議題の種類と組み合わせは、平和と繁栄をもた

らすでしょう。 
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しかし、これを行う国連の実績は良くありませんでした。国連が結

成されて以来の多数の武力紛争に加えて、数百万人が空腹、難民、

および/または必死に貧しい。 

10年以上前、国連はミレニアム開発目標の実施に着手しました。こ

れには8つの「開発目標」がありましたが、国連自体によると、こ

れは成功しませんでした。そのため、2015年には、いわゆる「17の

持続可能な開発目標」が採択されました。一部は楽観的です。一部

の人はそれをユートピアのファンタジーだと考えています。 

ユートピアに関する限り、2016年5月6日、教皇フランシスは、彼の

教会がその大陸の達成を助けることができる人道的なヨーロッパの

ユートピアを夢見ていたと言いました。しかし、教皇の夢は悪夢で

あることが判明します（黙示録18参照）。 

ある程度の協力と成功があるかもしれませんが、… 

メリアム・ウェブスターの辞書では、ユートピアは「政府、法律、

社会的条件が完璧な想像上の場所である」と述べています。」  聖

書は、人類が自ら問題を解決することはできないと教えています。 

23 主よ、私は人間の道が自分の中にないことを知っています

。自分の歩みを指示するために歩くのは人間ではありませ

ん。（エレミヤ10:23、特に断りのない限り、NKJV ） 

聖書は、国際協力が失敗することを教えています： 

16 破壊と悲惨は彼らの道にあります。17 そして彼らは平和の

道を知らなかった。18 彼らの目の前には神への恐れはありま

せん。（ローマ3：16-18） 

しかし、多くの人間はユートピア社会の見方に向かって動いており

、時には宗教を巻き込もうとしています。しかし、真の神の道を進

んで従おうとする人はほとんどいません。国連やバチカンの目標の

いずれにも進展がないということではありません。いくつかの後退

があるだけでなく、いくつかの目標があります（そして多くの目標

は良好です）。 
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実際、そして恐らく大規模な紛争の後に、ある種の国際平和協定が

合意され、確認されます（ダニエル9:27）。そうなると、多くの人

が、人類がより平和で理想的な社会をもたらすと誤って信じる傾向

があります。 

多くは、このような国際的な「ユートピアの進歩」（エゼキエル

13:10を参照）や、さまざまな兆候や不思議（2テサロニケ2：9-12

）に取り入れられます。しかし、聖書は、指導者たちが主張するか

もしれないにも関わらず（ダニエル9:27; 11：31-44）、そのような

平和は続かないと言っています（1テサロニケ5：3;イザヤ59：8）

。 

考え、離れてイエスから（：5ヨハネ15参照;マタイ24：21-22 ）、

人類はユートピアもたらすことができるこの「現在の邪悪の時代」

には、偽の福音（ガラテヤ人への手紙である：3-10 1 ）。 

人類だけで真にユートピアをもたらすことができない場合、どんな

タイプのユートピアも可能でしょうか？ 

はい。 

神の王国はこの惑星を、そして後に、永遠に、幻想的に良くするで

しょう。 

  

2.イエスはどんな福音を宣べ伝えましたか？ 

聖書は、神の王国と呼ばれるユートピア社会が人間の政府に取って

代わることを教えています（ダニエル2:44;黙示録11:15; 19：1-21）

。 

イエスが公のミニの試みを始めたとき、彼は神の王国の福音を説教

することから始めました。マークが報告したのは次のとおりです。 

14 ヨハネが刑務所に入れられた後、イエスは神の王国の福音

を説きながら15 ガリラヤに来て、「時間は成就し、神の国は
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近づいています。悔い改めて、福音を信じてください」（

マルコ1：14-15）。 

福音という用語は、「エウアンジェリオン」と音訳されたギリシャ

語に由来し、「良いメッセージ」または「良いニュース」を意味し

ます。」では東西新約聖書、英語の単語『王国、』神の王国に関連

し、NKJVで約149回言及されており、151 ランス聖書。それは、ロ

イヤルティのルールまたは領域を意味するバシレイアとして音訳さ

れたギリシャ語から来ています。 

神の王国と同様に人間の王国にも王があり（黙示録17:14）、地理

的な領域を覆い（黙示録11:15）、規則があり（イザヤ2：3-4; 30：

9）、被験者（ルーク13:29）。 

以下は、マタイが記録したイエスからの最初の公の教えです。 

23 イエスはすべてのガリラヤを巡り、会堂で教え、王国の福

音を宣べ伝えた（マタイ4:23）。 

マシューも記録します： 

35 それから、イエスはすべての町や村を巡り、会堂で教え、

王国の福音を宣べ伝えた（マット・ヒュー9:35）。 

新約聖書ショー帝のが君臨します永遠に： 

33 そして彼は永遠にヤコブの家を治め、彼の王国には終わり

がなくなる（ルカ1:33）。 

ルカは、イエスが遣わされた目的は神の国を宣べ伝えることであ

ったと記録しています。イエスが教えたことに注目してください。 

43 彼は彼らに言った、「私は他の都市にも神の王国を説教し

なければなりません。なぜなら、この目的のために送られ

たからです」（ルカ4:43）。 

説教を聞いたことがありますか？イエスが送られた目的が神の王国

を説くことであると気づいたことはありますか？ 

ルカはまた、イエスが行って神の王国を宣べ伝えたことを記録して

います。 
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10 そして使徒たちは、戻ったとき、彼らにしたことをすべて

告げた。それから彼はそれらを取り、ベツサイダと呼ばれ

る都市に属する人けのない場所に個人的に脇に行きました

。11 しかし、群衆がそれを知ったとき、彼らは彼に従った。

そして彼は彼らを受け取り、彼らに神の国について語りま

した（ルカ9：10-11）。 

イエスは、神の国は神に従う者にとって最優先事項であると教えら

れました。 

33 しかし、最初に神の国とその義を求めてください（マタイ

6:33）。 

31 しかし、神の国を求めなさい。そうすれば、これらすべて

のものがあなたに加えられるであろう。32 恐れないでくださ

い。小さな群れです。王国をあなたに与えることはあなた

の父の喜びです（ルカ12：31-32）。 

クリスチャンは最初に神の王国を探すことです。彼らは、キリスト

が生きるように生きることによってこれを最優先事項とし、神の帰

還と王国を待ち望んでいます。しかし、キリストを告白するほとん

どの人は、最初に神の王国を求めるだけでなく、それが何であるか

さえ知りません。多くはまた、世俗的な政治に関与することは神が

クリスチャンに期待することであると誤って信じています。神の王

国を理解しないことで、彼らは理解しません 

彼らがそうすべきであるように今生きるか、なぜ人類がそれほど欠

陥があるかを理解します。 

お知らせも目という電子の王国は少し群れに与えられます（：5ロ

ーマ人への手紙11を参照）。真の小さな群れの一部になりたいと思

うには謙虚さが必要です。 

神の王国はまだ地球上に確立されていません 

イエスは、彼の信者がにすることを教えられ、したがって、彼らは

すでにそれを持っていない、来て王国のためウルド祈ります： 
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9 天におられる私たちの父よ、あなたの御名をあがめます。

10 あなたの王国が来ます。これで終わりです（マタイ6：9-

10）。 

イエスは弟子たちを遣わして神の王国を宣べ伝えました。 

1 それから彼は12人の弟子たちを呼び集め、彼らにすべての

悪魔に対する力と権威を与え、病気を治した。2 彼は彼らを

神の王国を説くために遣わしました（ルカ9：1-2）。 

イエスは一人で彼の存在は、王国ではなかったことを教え王国は次

のようにしていない地球上に確立その後、彼は彼が何をしたかしな

かった理由があるとして、その後彼の名前で悪霊を追い出していま

せん。 

28 しかし、私が神の霊によって悪霊を追い出すならば、確か

に神の国があなたの上に来たのです（マタイ12:28）。 

真の王国は、将来的にある- でもそれは今ここに用として箱舟ショ

ー秒： 

47 そして、もしあなたの目があなたに罪を引き起こすなら、

それを摘み取りなさい。あなたが片方の目で神の王国に入

る方が、片方の目ではなく、投じられる方がよいのです

… （マルコ9:47）。 

23 イエスは周りを見回して弟子たちに言われた、「富のある

者が神の国に入るのは、なんと難しいことか。」24 弟子たち

は彼の言葉に驚きました。しかし、イエスは再び答えて言

われた、「子供たち、富に信頼する人たちが神の国に入る

のはどれほど大変なことでしょう！25 金持ちが神の国に入る

よりも、ラクダが針の目を通るほうが簡単です」（マルコ

10：23-25）。 

25 確かに、私はあなたに言います、私は神の国で新しく飲む

日まで、ぶどうの実を飲むことはもうありません」（マル

コ14:25）。 

43 著名な評議員であるアリマテアのヨセフは、神の国を待ち

望み、勇気を出して来ました… （マルコ15:43）。 
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イエスは、王国は現在この世界の一部ではないことを教えられまし

た。 

36 イエスは答えた、「わたしの王国はこの世のものではあり

ません。もし私の王国がこの世界のものであれば、私のし

もべが戦うので、私はユダヤ人に引き渡されるべきではあ

りません。しかし、今では私の王国はここからではありま

せん」（ジョン18:36）。 

イエスは、王として帰ってから王国が来ると教えられました。 

31 「人の子がその栄光を受け、すべての聖なる天使たちが彼

と共に来るとき、彼はその栄光の玉座に座る。32 羊飼いがそ

の羊をやぎから分けるように、すべての国民は彼の前に集

められ、彼は彼らを互いに分けるであろう。33 そして、彼は

羊を彼の右手に置き、やぎを左に置く。34 それから王様は右

手にいる人たちに言った、 『あなたはわが父から祝福され

た者よ、世界の土台からあなたのために用意された王国を

受け継いでください（マタイ25：31-34）。 

神の国はここにないので、確立されるまで本当のユートピアは見え

ません。ほとんどの人は神の王国を理解していないため、神の愛す

る政府がどのように機能するかを理解できません。 

神の王国は来ないだろう「異邦人の膨満感がでてきたまで」（ロー

マ11時25分） -そしてそれはまだ起きていません。 

王国はどのようなものだったとイエスは言われましたか？ 

イエスは、神の王国がどのようなものであるかについていくつかの

説明を提供されました。 

26 そして彼は言った、「神の国は、まるで人が地面に種をま

き散らし、夜に眠り、日ごとに起き上がり、種が芽を出して

成長するかのようである、彼自身は知らない。28 地はそれ自

体で作物を産み、最初に刃、次に頭、その後に頭の全粒穀

物を得る。29 しかし、穀物が熟すとすぐに、彼は鎌を入れま

す。収穫が来たからです」（マルコ4：26-29）。 
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18 それから彼は言った、「神の国はどんなものか。そして、

私はそれを何と比較しますか？19 それはからしの種のようで

、人がそれを取り、自分の庭に入れた。成長して大きな木

になり、空の鳥が枝に巣を作りました。」20 そして再び彼は

言った、 「私は神の王国を例えるならない何をするには？
21 それはパン種のようなもので、女性がそれを食べて、すべ

てのパン種になるまで3回分の食事で隠した」（ルカ13：

18-21）。 

これらのたとえは、最初は神の王国は非常に小さいが、大きくなる

ことを示唆しています。 

ルークはまた記録しました： 

29 彼らは東と西から、北と南から来て、神の国に座る（ルカ

13:29）。 

したがって、神の王国には世界中から人々がいます。イスラエル人

の祖先や特定の民族を持っている人に限られません。世界中の人々

がこの王国に座ります。 

ルカ17 と王国 

ルカ17：20-21は困惑します。しかし、それに入る前に、通知がい

ることを人々が実際に食べるようになるの神の： 

15 「神の国でパンを食べる者は幸いだ！」（ルーク14:15）

。 

人々は（将来的に）神の王国で食事をするので、それは、そうでな

いことを示唆するルカ17:21の誤訳/ 誤解にもかかわらず、今では心

の中に取り残されているものではありません。 

ルカ17：20-21のモファット訳は、一部の人の理解を助けるかもし

れません： 

20 神の統治が来るとき、パリサイ人から尋ねられて、彼は彼

らに答えた、「神の統治は、あなたがそれを見ることを望

んでいるので、来ない。21 だれも「ここにある」または「そ

こにある」と言うことはありません。」（ルーク17：20-21
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、モファット。新しいアメリカ標準聖書およびの翻訳も参

照） 

イエスが回心しておらず、肉欲的で偽善的なパリサイ人と話してい

たことに注目してください。イエスは「彼らに答えました」— イ

エスに質問を投げかけたパリサイ人でした。彼らは彼を認めること

を拒否しました。 

私たちは教会で彼らを再？いや！ 

イエスはまた、まもなく組織化される教会について話していません

でした。彼は心や心の感情についても話していませんでした。 

イエスは彼の宗教について話していました！パリサイ人は彼に教会

について尋ねていませんでした。彼らは、すぐに開始される新約聖

書の教会について何も知りませんでした。彼らはある種のかなりの

感情について尋ねていませんでした。 

1は、王国と思った場合は、神のは番目である電子の教会-神の王国

だった「内」パリサイ人- パリサイ人の中教会でしたか？明らかに

そうではありません！ 

そのような結論はかなりばかげていますね。いくつかのプロテスタ

ントの翻訳のようにルーク夜05時21分の一部を翻訳しながら、「神

の王国は、『あなたの中に』、（NKJV / KJV）でもカトリック新エ
ルサレム聖書として正しくそれを翻訳する「神の国はあなたがたの

間です。」 

イエスは、パリサイ人の中の一人でした。今、パリサイ人は神の王

国を楽しみにしていると考えました。しかし、彼らはそれを誤解し

ていました。イエスは、ユダヤ人だけが考えているように思われる

ので、それは地元の、またはユダヤ人だけのための限定された王国

ではない、と説明しました（一部の人々は今信じているように）神

の王国は単なる一、多くののではないでしょうと、人々は目に見え

る王国共同指摘や参照、および、言う「ここで、これです」。また

は「あれは王国です」」 

イエス自身が、その王国の王になるために生まれました。彼はピラ

トに明白に語った（ヨハネ18：36-37）。聖書は「王」と「王国」

という用語を同じ意味で使用していることを理解してください（例
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：ダニエル7：17-18,23）。未来の神の王国の王は、その時、そこに

、パリサイ人の隣に立っていました。しかし、彼らは彼を彼らの王

とは認めませんでした（ヨハネ19:21）。彼が戻ると、世界は彼を

拒否します（黙示録19：19）。 

イエスは、ルカ17 章の次の節で、神の国が全地球を支配するとき

の再臨について説明しました（この章で一貫性を保つためにモファ

ットを続けます）。 

22 彼は弟子たちに言った、「人の子の一日さえ、あなたがむ

だに長くなる日が来るでしょう。23 人は言う、「ほら、ここ

にいるよ！」「ほら、彼がいる！」しかし、彼らの外に出

たり走ったりしてはいけません。24 空の片側からもう一方の

側に光る稲妻のように、人の子は自分の日にいます。25 しか

し、彼はまず大きな苦しみに耐え、現在の世代から拒絶さ

れなければなりません。（ルーク17：22-25、モファット） 

イエスは、マタイ24:27 -31のように、赤が稲妻の閃光に言及し、全

世界で彼が再臨することを説明しています。イエスは、彼の民が彼

が戻ったときに彼を見ることができないと言っていません。は彼ら

の王として彼を認識しません（黙示録11：15）と彼（黙示録19時19

分）と戦うだろう！多くの人が、イエスが反キリストを代表してい

ると思うでしょう。イエスは、神の王国がそれらのパリサイ人の中

にあるとは言われていませんでした。彼らは、偽善のために彼らが

王国に入ることはない、と彼らに言ったのです（マタイ23：13-14

）。イエスは教会が王国になると言っていませんでした。 

 神の彼の王国は、何かの人間がいるものと一日することができ-の

ようにただの復活で！しかし、アブラハムや他の族長たちでさえま

だそこにはいません（ヘブの黙示録11：13-40を参照）。 

弟子たちは、神の王国が個人的に彼らの中にないこと、そしてルカ

17:21が示した以下のように現れなければならないと知っていまし

た： 

11 彼らがこれらのことを聞いたとき、彼はエルサレムの近く

にいて、彼らは神の国がすぐに現れると思ったので、別の

たとえを語った（ルカ19:11）。 
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王国は、将来的に明らかにしました 

キングダムが近いかどうかはどうやってわかりますか？その質問に

取り組む一環として、イエスは預言的な出来事を列挙し（ルカ21：

8-28）、その後教えました。 

29 いちじくの木とすべての木を見てください。30 彼らがすで

に出芽しているとき、あなたは夏が近づいていることを自

分で見、知っている。31 それで、あなたも、あなたがこれら

の出来事が起こっているのを見るとき、神の国が近いこと

を知ってください（ルカ21：29-31）。 

イエスは時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

を望んでいた王国が来るでしょう。イエスは他の場所で彼の人々に

預言的な出来事を見て注意を払うように言われました（ルカ21:36;

マルコ13：33-37）。イエスの言葉にもかかわらず、多くの人は予

言的にリンクされた世界の出来事を見て割り引きます。 

ルーク22＆23で、イエスは再びことが示されたの神のがそうされた

ことが成就されるだろう彼が教えたときに、将来的に： 

15 「私は苦しむ前にこの過越祭をあなたと一緒に食べたいと

切望していました。16 わたしはあなたに言う、それは神の王

国で満たされるまで、もはや食べない。」17 すると彼は杯を

取り、感謝をささげ、そして、言った、「これを持って自

分の中でそれを分けます。18 わたしはあなたに言った、神の

国が来るまで、ぶどうの木の実を飲むことはしない」（ル

カ22：15-18）。 

39 しかし、彼と一緒に十字架につけられた悪人たちの一人は

、彼を冒し、「あなたがメシアであるなら、自分自身を救

い、私たちも救ってください。」40 そして、彼の仲間は彼を

叱責し、彼は彼に言った、 「あなたも神を恐れていません

か？あなたも彼を非難しているからです。41 そして、私たち

は正当な理由で、私たちは価値があるからです。」42 そして

彼はヨシュアに言った、 「あなたは自分の王国に来たとき

に私の主よ、私を覚えています。」43 しかし、イエシュアは

彼に言った、「アーメン、今日、あなたはパラダイスで私
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と一緒にいるとあなたに言います。」（ルカ23：39-43、平

易な英語のアラム語） 

王国神のは、なかった電子と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と、次のいずれか 

43 著名な評議員であるアリマテアのヨセフは、神の国を待ち

望み、勇気を出して来ました… （マルコ15:43）。 

51 彼はユダヤ人の町アリマテア出身で、彼自身も神の国を待

っていました（ルカ23:51）。 

は復活（1本のコリント15：50-55）というキリスト教徒が再び生ま

れることになるために入力したの神王国を、ジョン・レコードなど

： 

3 イエスは答えて言われた、「確かに、あなたがたに言いま

す。人が新たに生まれない限り、神の国を見ることはでき

ません。」4 ニコデモは、イエスに言った、「彼が古いとき

にどのように人間が誕生することができますか？彼は母親

の子宮にもう一度入り、生まれることができますか？」5 イ

エスは、答えた「一つは水と御霊の生まれたされていない

限り、ほとんどは確実に、私は、あなたに言う、彼は神の

王国（：3-5ヨハネ3）を入力することはできません。 

唯一の神の民は、究極のポスト千年が表示されます王国神のを。 

イエスが復活したことをさらに理解してください。彼は再び神の王

国について教えました。 

3 また、彼は、40日間彼らに見られ、神の王国に関係する事

柄について語り、多くの間違いのない証拠に苦しんだ後、

彼自身を生き生きと見せました（使徒1：3）。 

の電子最初と最後の説教イエスはの程度だった与えた王国！イエ

スはその王国について教えるために使者として来ました。 

イエスはまた、使徒ヨハネに、地上に存在する千年の神の王国につ

いて書いてもらいました。彼がジョンに書いたものに注目してくだ

さい。 
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4 イエスの証しと神の言葉のために斬首され、獣やその像を

崇拝せず、額や手に彼の印を受けなかった人々の魂を見ま

した。そして、彼らはキリストと共に千年生き、支配しま

した（黙示録２０：４）。 

初期のキリスト教徒は、千年の神の王国が地球上にあり、聖書が教

えているように世界の政府に取って代わることを教えました（黙示

録5：10、11：15を参照）。 

なぜ、の場合、王国があるの重要なのは、ほとんどいない聞いた非

常に多くのそれについてはどうですか？ 

部分的にイエスがそれを謎と呼んだからです： 

11 彼は彼らに言った、「あなたに、神の国の神秘を知ること

が与えられた。しかし、外にいる人にとっては、すべての

ものはたとえ話の中にあります（マルコ4:11）。 

今日でさえ、神の真の王国は神の計画の大部分と同様にほとんどの

神秘です（www.ccog.orgでオンラインの無料の本もご覧ください：

神の計画の神秘：神は何を創造したのですか？ ？）。 

また、王国の福音が全世界で証人として宣べ伝えられた後、（時代

の）終わりが来る（すぐに）とイエスが言ったと考えてください。 

14 そして、この王国の福音は、すべての国々の証人として全

世界で宣べ伝えられ、そして終わりが来るでしょう（マタ

イ24:14）。 

神の王国の福音の宣言は重要であり、これらの終わりの時代に達成

されるべきです。それは「良いメッセージ」をそれとして、人類に

本当の希望政治指導者が教えるかもしれないものにもかかわらず、

の病気。 

イエスの言葉を考えるなら、真のクリスチャン教会が王国の福音

を今宣言していることは明らかです。これは教会にとって最優先

事項であるはずです。そして、これを適切に行うために、複数の言

語を利用すべきです。 彼は何ですか継続する神の教会努め行うこ

と。そして、それがこの小冊子が多くの言語に翻訳された理由です

。 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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イエスはほとんどの人が自分の道を受け入れないと教えました。 

13 “ 狭い門から入ります。広い門は破壊であり、広い門は破

壊に至る道であり、それによって多くの人が侵入するから

です。  14 狭いのは門であり、難しいのは人生に至る道であ

り、それを見つける人はほとんどいないからです。（マタ

イ7：13-14 ） 

神の王国の福音は生命につながる！ 

ほとんどのキリスト教徒は、キリストの強調は神の王国の福音の説

教にあるという概念を忘れているように見えますが、世俗の神学者

や歴史家はこれが聖書が実際に教えていることをしばしば理解して

いることに注意するのは興味深いかもしれません。 

しかし、イエス自身が、弟子たちが神の王国の福音（ルカ9：2,60

）を教えることを期待していました。未来の王国は神の律法に基づ

いているので、平和と繁栄をもたらします。そしてこの時代にそれ

らの律法に従うことは真の平和につながります（詩編119：165;エ

ペソ2:15）。 

そしてこの王国の良いたよりは旧約聖書で知られていました。 

3.王国は旧約聖書で知られていましたか？ 

イエスの最初と最後の記録された説教は、神の王国の福音を宣言す

ることに関するものでした（マルコ1：14-15;使徒1：3）。 

神の王国は、イエスの時代のユダヤ人が聖書の中で言及されている

ように知っていたはずのことであり、今では旧約聖書と呼ばれてい

ます。 

ダニエルは王国について教えた 
 彼の預言者ダニエルは書いています： 

40 第四の王国は鉄のように強くなり、鉄は砕けてすべてを砕

く。そして砕く鉄のように、その王国はバラバラに砕け、

他のすべてを砕きます。41 あなたは足とつま先を見ましたが

、一部は陶器の粘土、一部は鉄でしたが、王国は分裂しま

す。まだあなたが鉄をセラミック粘土と混ぜたのを見たの
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と同じように、鉄の強さはそこにあるでしょう。42 そして、

足のつま先が部分的に鉄で、部分的に粘土であったように

、王国は部分的に強く、部分的にもろくなります。43 陶土と

混ぜられた鉄を見たように、それらは人間の種と混ざりま

す。鉄が粘土と混ざらないように、それらは互いに付着し

ません。44 そして、これらの王の時代に、天の神は決して滅

ぼされない王国を建てます。王国は他の人に任せられない

。それはバラバラになり、これらの王国をすべて消費し、

永遠に続くものとする（ダニエル2:40 -44）。 

18 しかし、最も高い者の聖徒は王国を受け入れ、永遠に、そ

して永遠に王国を所有するであろう。（ダニエル7:18）。 

21 「見ていました。そして、同じ角が聖人たちと戦争をして

いて、彼らに勝っていた、22日の古代人が来るまで、そして

最高裁の聖人たちに有利な判断が下され、聖人たちが王国

を所有する時が来た。（ダニエル7：21-22 ） 

ダニエルから、神の王国がこの世界の王国を破壊し、永遠に続く時

が来ることを学びます。また、聖人がこの王国を受けることに貢献

することも学びます。 

ダニエルの預言の多くの部分である私達の時間のために21で番目の世

紀。 

新約聖書の一節に注目してください。 

12 「あなたが見た十本の角は、まだ王国を受けていない十人

の王ですが、彼らは獣と共に王として一時間の権威を受け

ます。13 これらは心の一つであり、獣に力と権威を与える。
14 これらは小羊と戦争をし、小羊は彼らに打ち勝つ。彼は主

の主であり、王の王だからである。そして、彼と一緒にい

る人々は呼ばれ、選ばれ、忠実です。」（啓示17：12-14） 

ですから、私たちは旧約聖書と新約聖書の両方に、10の部分からな

る終わりの時の地上の王国があり、神がそれを破壊し、神の王国を

確立するという概念を見ています。 

イザヤは王国について教えた 
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神はイザヤに、神の国の最初の部分、ミレニアムとして知られてい

る千年統治についてこのように書くよう促しました。 

1 ジェシーの茎から棒が出て、その枝から枝が生える。2 主の

霊は主の上に、知恵と理解の霊、助言と力の霊、知識の霊

、主の恐れの霊の上に置かれる。 

3 彼の喜びは主を恐れることであり、彼はその目を見ること

で判断することも、その耳を聞くことで決めることもない

。4 しかし、彼は義をもって貧しい者を裁き、公平に決める 

地球の柔和のために。彼は彼の口の棒で地を打ち、彼の唇

の息で悪人を殺す。5 義は彼の腰の帯であり、忠実はその腰

の帯である。 

6 「子羊と住むものもオオカミは、ヒョウは若いヤギ、と横

になるものふくらはぎ、若い獅子と一緒に。そして小さな

子供が彼らを導くでしょう。7 牛と熊は放牧する。彼らの若

い人たちは一緒に横になります。ライオンは牛のようにわ

らを食べる。8 乳児はコブラの穴のそばで遊び、離乳した子

は手を毒蛇の巣穴に入れる。9 彼らはわが聖なる山すべてを

傷つけたり滅ぼしたりしてはならない。水が海を覆うよう

に、地は主の知識に満ちているからである。 

10 「そして、その日にジェシーの根、がなければならない人

々にバナーとして立ちます。異邦人は彼を求め、その安息

の地は栄光に満ちているからである。」（イザヤ11：1-10

） 

私がこれを神の王国の最初の芸術または最初の段階と呼んだのは、

これが物理的な時間であるということです（聖なる都市、新しいエ

ルサレムが天から降臨する前に、黙示録21）そして千年続く。イザ

ヤは次のことを続けたとき、この段階の身体的側面を確認しました

。 

11 その日、主は二度目に手を置いて、アッシリアとエジプト

から、パトロスとクシュから、エラムとシナルから、ハマ

テとから、残された彼の民の名残を取り戻す。海の島々。 
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12 彼は諸国民のために旗を立て、イスラエルの追放者を集め

、地の四隅からユダの散らされた者を集めよう。13 またエフ

ライムの望は去り、ユダの敵は断たれるであろう。エフラ

イムはユダをうらやまない、ユダはエフライムを悩ませて

はならない。14 しかし、彼らはペリシテびとの肩の上を西に

向かって下る。一緒に彼らは東の人々を略奪するでしょう

。彼らはエドムとモアブに手を置く。そしてアンモンの人

々は彼らに従う。15 主はエジプトの海の舌を完全に滅ぼされ

るであろう。彼の強大な風で彼は川の上の彼の拳を振るだ

ろう、そして、7ストリームでそれを打つ、そしてメイク男

性はドライ跨ぐ- 履きます。16 彼がエジプトの地から上った

日、イスラエルのためにあったように、アッスリヤから残

される彼の民の残りのための高速道路がある。（イザヤ11

：11-16 ） 

イザヤは次のように書くように促されました。 

2 後の日に、主の家の山が山の頂上に建てられ、丘の上に高

くなるようになります。そして、すべての国がそれに向か

って流れるでしょう。3 多くの人々が来て言う。「さあ、主

の山、ヤコブの神の家に上って行こう。彼は私たちに彼の

道を教え、私たちは彼の道を歩むでしょう。」シオンのう

ちのために法律を出て行くものと、エルサレムから主の言

葉。4 彼は国々の間をさばき、多くの人々を責める。彼らは

剣でを打ち、槍を剪定用のフックに打ちます。国家ははな

らは国民に向かって剣アップリフト、どちらも彼らはもは

や戦争を学ぶならありません。... 11人の崇高な見た目は謙に

なり、人の高慢さはお辞儀をし、その日には主のみが高揚

します。（イザヤ2：2-4 、11 ）   

したがって、それは地球上で平和の理想的な時間になります。、こ

れは、イエスが支配し、永遠になります。さまざまな経典に基づい

て（詩編90：4; 92：1; イザヤ2:11;ホセア6：2）、ユダヤ人のタルム

ードはこれを1,000年続くと教えています（バビロニアのタルムー

ド：サンヘドリンフォリオ97を実践）。 

私のはに触発されたにも以下のように記述します。 
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6 わたしたちには子供が生まれ、わたしたちには子が与えら

れます。そして政府は彼の肩の上にあります。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。7 彼の政府と平和の増大につい

てダビデの王座の上に、そして彼の王国の上に、終わりは

なく、それを命令し、裁きと正義をもってそれを確立する

ために、その時から、永遠に。主の主の熱意がこれを実行

します。（イザヤ9：6-7） 

イザヤが、イエスが来て政府と王国を築くと言ったことに注意して

ください。キリストを公言する多くの人は、特に毎年12月にこの箇

所を引用していますが、イエスが生まれるという事実よりもそれが

預言していることを見落としがちです。のことを聖書は示して神王

国は、被験者オーバーの法律と政府を持ち、そのイエスがその上に

なります。イザヤ、ダニエル、その他はそれを預言しました。 

神の律法は愛の道であり（マタイ22：37-40 ;ヨハネ15:10）、神の

王国はそれらの律法に基づいて支配されます。それゆえ、神の王国

は、世界の多くの人がそれを見ているにもかかわらず、愛に基づい

ています。 

詩など 

神は、ダニエルとイザヤだけでなく、来るべき神の王国について書

くように促されました。 

エゼキエルは、大難の時代に散らばっていたイスラエルの部族（

ユダヤ人だけでなく）が千年王国に集まると書くように促されま

した。 
17 それで、 『主なる神にこう言われる。『わたしはあなた

を民から集め、あなたが散らされた国々からあなたを集め

、イスラエルの地をあなたに与える。」「18 そして、彼らは

そこに行くだろう、と彼らはそこから離れて、そのすべて

の忌むべきものとそのすべての憎むべきものがかかります

。19 それからわたしは彼らに一つの心を与え、彼らの中に新

しい霊を置き、彼らの肉から石の心を取り、彼らに肉の心

を与え、20 彼らがわが定めを歩み、わが裁きを守り、それら
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をする; 彼らはわが民となり、わたしは彼らの神となる。
21 しかし、心が憎むべきものと憎むべきものへの欲望に従う

者については、彼らの行為を彼ら自身の頭に償います」と

主なる神は言われます。（エゼキエル書11：17-21 ） 
イスラエルの部族の子孫はもはや散らばることはありませんが、神

の定めに従い、忌まわしいものを食べるのをやめます（レビ記11章

；申命記14章）。 

神の王国の良いたよりに関する詩編の次のことに注意してください

。 

27 世界のすべての終わりは覚えて、主に立ち返り、国のすべ

ての家族はあなたの前で礼拝しなければならない。28 王国は

主のものであり、主は国々を治める。（詩22 22：27-28 ） 

6 神よ、あなたの王座はとこしえにあります。義のはあなた

の王国のです。（詩45 45：6 ） 

1 ああ、主に新しい歌を歌いましょう！すべての地球、主に

向かって歌いましょう。2 主に歌い、彼の名前を祝福してく

ださい。日々の彼の救いの良いたよりを宣言してください

。3 国家の間での彼の栄光、すべての人々の間での彼の不思

議を宣言してください。（詩編96 ：1-3、1クロニクル16：

23-24も参照） 

10 主よ、あなたのすべての業はあなたをほめたたえ、あなた

の聖徒はあなたを祝福します。11 彼らはあなたの王国の栄光

を語り、あなたの力を語る、12 その人の子らにその大いなる

事と、彼の王国の栄光ある威厳とを知らせるため。13 あなた

の王国は永遠の王国であり、あなたの支配はすべての世代

にわたって存続します。  （詩編145：10-13 ） 

旧約聖書のさまざまな作家も王国の側面について書いています（

例：エゼキエル20:33;オバデヤ21;ミカ4：7）。 
ですから、イエスが神の王国の福音を教え始めたとき、彼の直接

の聴衆は基本的な概念にある程度精通していました。 
  



 

25 
 

  

4.使徒たちは王国の福音を教えましたか？ 

福音のような多くの行為はイエスの人についての良い知らせにす

ぎませんが、イエスの追随者が神の王国の福音を教えたのは現実

です。それがイエス様が持ってきたメッセージです。 
パウロは神の王国を教えた 
使徒パウルは神とイエスの王国について書いています。 

8 そして彼は会堂に行き、神の国の事柄について推論し、説

得して、3か月間大胆に話しました（使徒19：8）。 

25 そして確かに、今、私はあなたがたのうち、私が神の国を

説教したことを知っています（使徒20:25）。 

23 それで彼らが彼を一日に任命したとき、多くの人が彼の宿

舎に来て、彼に神の国を説明し、モーセの律法と預言者の

両方からイエスについて朝から晩まで説得して証言した。

… 31 神の国を説教し、主イエス・キリストにかかわる事柄を

自信を持って教える。だれも彼を禁じない（使徒28：

23,31 ）。 

のことに注意してください（彼はあるものの、神王国はただイエス

に関するものではありません主要その一部）、ポールはまた別にイ

エスについて教示されているように、彼はのについて教えから神王

国。 

パウロはそれを神の福音とも呼んでいましたが、それはまだ神の王

国の福音でした。 

9 … 私たちはあなたに神の福音を宣べ伝えました… 12 あなたは

あなたを神の王国と栄光に呼び込む神にふさわしく歩むだ

ろうと。（1テサロニケ2：9,12） 

パウロはそれをキリストの福音とも呼んでいました（ローマ1:16）

。イエスの「良いメッセージ」、彼が教えたメッセージ。 

それはイエス・キリストの人についての単なる福音ではなく、ただ

個人的な救いについてであったと考えてください。パウロは、キリ
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ストの福音には、イエスに従うこと、彼の帰還、そして神の裁きが

含まれると述べました。 

6 … 神はあなたを悩ます人々に苦難を返し、7 主イエスが天か

ら強大な天使たちと共に現れたとき、私たちに安らぎを与

えるために、8 炎の炎で神を知らない人々に復し、そして、

私たちの主イエス・キリストの福音に従わない人々につい

て。9 これらは、主の臨在とその力の栄光からの永遠の破壊

で罰せられる。10 その日、主が聖徒に栄光を帰し、信じるす

べての人々に賞賛されるためにあなたの中には信じられて

いました（テサロニケ人への第一の手紙1：6-10）。 

新約聖書の王国があることを示し、我々は今ではないことを、私た

ちが受けなければならないことを何かである、完全にそれを持って

います： 

28 私たちは揺るがせない王国を受けています（ヘブライ

12:28）。 

私たちは今、神の王国の一部であることを把握し、前に進むことが

できますが、完全には入っていません。 

パウロは、復活の後に起こるように、人間の人間として完全に神の

王国に入らないことを明確に確認しました。 

50 兄弟たちよ、肉と血とは神の国を相続できないと言った。

また、腐敗は腐敗を継承しません。51 見よ、わたしはあなた

の謎を教えて：我々は、すべてのスリープてはならないが

、我々はすべて変更されなければならない- 52 瞬間に、のき

らめきの中に、最後のトランペットで。トランペットが鳴

り、死者が汚せずに引き上げられ、私たちは変えられるで

しょう（コリント第一15：50-52）。 

1 それゆえ、私はあなたが神と主イエス・キリストの前に突

進します。主イエスはキリストの出現と王国で生と死を裁

きます（2テモテ4：1）。 

パウロはそれを教えただけでなく、イエスが父なる神に王国を届け

ると言っただけではありません。 
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20 しかし、今やキリストは死からよみがえり、眠りに落ちた

人々の初穂となった。21 人によって死が来たので、人によっ

て死者の復活も来たからである。22 アダムのようにすべてが

死ぬように、キリストにおいても、すべてが生かされる。
23 しかし、それぞれ自分の順序で：初穂のキリスト、その後

キリストの来臨の者たち。24 それから、彼は王国を父なる神

に届け、彼がすべての支配とすべての権威と力に終止符を

打つ時、終わりが来る。25 彼はすべての敵を自分の足もとに

置くまで治めなければならない。（1コリント15：20-25）

。 

パウロはまた、不義な者（戒めを破る者）は神の王国を継承しない

と教えました。 

9 不義の人が神の国を受け継ぐことを知らないのですか。だ

まされてはいけません。淫行者、偶像崇拝者、姦淫者、同

性愛者、ソドム、10人の泥棒、貪欲な人、酔っぱらい、反逆者

、恐者のいずれも神の国を受け継ぐことはありません（コ

リント第一6：9-10）。 

図19は、姦淫、淫行、汚れ、好色、：今肉の作品である、明白で
20 偶像、魔術、憎悪、競合、嫉妬、怒りの爆発、利己的野心

、不和、異端、21 、嫉妬、殺人、酩酊お祭り騒ぎなど。過去

にあなたに言ったように、そのようなことを実践する者は

神の王国を受け継ぐことはない（ガラテア5：19-21）。 

5 このため、あなたは、淫行者、汚れた者、 

偶像崇拝者である貪欲な人は、キリストと神の王国に相続

財産を持っています（エペソ5：5）。 

神には基準があり、神の王国に入るために罪からの悔い改めを求め

ています。使徒パウロは警告し、いくつかのことを教えていないだ

ろうとイエスの福音が答えですが、他は： 

3 あなたと父なる神と私たちの主イエス・キリストから、平

和へのグレース4 彼は私たちの神と父の意志によると、この

現在の邪悪な時代から私たちを提供するかもしれないと、

私たちの罪のためにご自身を与え、5 栄光も誰に永遠にいつ
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までも。アーメン。6 あなたは別の福音に、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

ことを私驚異7 別ではありません。しかし、あなたを悩ませ

、キリストの福音を歪めたい人がいます。8 しかし、たとえ

私たち、または天からの天使が、私たちがあなたに宣べ伝

えた以外の福音をあなたに宣べ伝えたとしても、彼を呪わ

せてください。9 前にも言ったように、今、もう一度言いま

す。もし誰かがあなたが受けたもの以外の福音をあなたに

説教するなら、彼を呪わせてください。（ガラテヤ人への

手紙1：3 -9）  

3 しかし、どうにかして、ヘビがイブを巧妙に欺いたのでは

ないかと恐れているので、あなたの心はキリストにある単

純さから王国落するかもしれません。4 来る人が、私たちが

説教していない別のイエスを説教する場合、またはあなた

が受け取っていない別の霊、またはあなたが受け入れてい

ない別の福音を受け取るなら、あなたはそれを我慢するで

しょう。（2コリント11：3- 4） 

どうだった「その他」と「違う、 」実際に偽、福音は？ 

偽りの福音にはさまざまな部分があります。 

一般に、偽りの福音は、あなたが神に従う必要はないと信じ、神を

知っていると主張しながら神の道に忠実に生きようと真剣に努力す

ることです（マタイ7：21-23を参照）。それは利己的である傾向が

あります。 

ヘビはイブに約6000年前に偽りの福音に陥るように惑わしました（

創世記3章）。そして人間は神よりもよく知っていて、自分で悪と

悪を決心すべきだと信じていました。は、イエスが来た後に、彼の

名前は、多くの場合、様々な偽の福音書に添付された- とこれはさ

れていのと継続する最終反キリストの時間に。 

使徒パウロの時代にさかのぼると、偽りの福音は本質的に、真実と

誤りのグノーシス主義/神秘主義の混合物でした。ノーシスティク

スは基本的に、救いを含む霊的な洞察を得るために特別な知識が必

要だと信じていました。ノーシス派は、肉がしたことは特に重要で
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はないと信じる傾向があり、彼らは7日目の安息日のような事柄で

神に従うことに反対しました。そのような偽のリーダーはだったシ

モン・マグス、使徒ペテロ（：18-21使徒8）によって警告されまし

た。 

しかし、それは、私は簡単ではありません 
フィリップが教えていること新約聖書が示すの神王国を： 

5 それからフィリポはサマリアの町に下って行き、彼らにキ

リストを宣べ伝えた。… 12 神の国に関する事柄を説教したと

き、彼らはフィリップを信じていました… （使徒8：5,12）

。 

しかし、イエス、パウロ、そして弟子たちは、神の王国に入るのは

簡単ではないと教えました。 

24 イエスは、自分が非常に悲しくなるようになったのを見て

、こう言われた、「富のある者が神の国に入るのは、なん

と大変なことか。  25 金持ちが神の国に入るよりも、らくだ

が針の穴を通るほうが簡単だからです。」 

26 そしてそれを聞いた人々は言った、「だれが救われること

ができるか。」 

27 しかし、彼は言った、「人には不可能なことは、神には可

能である。」（ルカ18：24-27 ） 

22 「私たちは多くの苦難を経て神の王国に入らなければなり

ません」（使徒14:22）。 

3 私たちはに互いに向かってすべてのあふれを、それがフィ

ットされるよう、あなたの信仰が非常に大きくなるので、

兄弟、あなたのためにいつも神に感謝し、あなたの一人一

人の愛を結合して、4 私たち自身は、教会の中で、あなたの

自慢そうということあなたは耐えることを、すべての迫害

と苦難であなたの忍耐と信仰、神5 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す。6 あなたを悩ます人々を

苦難で返済することは神にとって正しいことであるからで
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す。7 そして、主イエスが天から力強い天使たちと共に天から

啓示されるとき、私たちと共に休むことをあなたに与える

ことは、（2テサロニケ1：3-7 ）。 

困難のため、この時代にその一部として呼ばれ選ばれたのは今だけ

です（マタイ22：1-14;ヨハネ6:44;ヘブライ6：4-6）。その他は、こ

れらのことを聖書が示すように、後に呼び出される「王国に誤った

人は、それは、理解に来る教義を学びます訴えた人々」 （イザヤ

29:24）を。 

ピーターは王国を教えた 
使徒ペテロは、王国は永遠であり、神の福音は熱心に従わなければ

ならないと判断しなければならないと教えました。 

10 それゆえ、兄弟たち、あなたの召しと選挙を確実にするた

めに、もっともっと熱心になってください。11 そのため、私

たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の王

国への入り口が豊富に与えられます（ペテロ第二1：10-11

）。 

17 神の家で裁きが始まる時が来た。そして、それが最初に私

たちから始まるなら、神の福音に従わない人々の終わりは

何でしょうか？（1ピーター4:17）。 

最後の本の聖書の王国 
聖書は、「神は愛」（1ヨハネ4：8,16）であり、イエスは神（ヨハ

ネ1：1,1 4）であると教えています。神の王国には、愛であり、そ

の法則が愛を支える王がいます。嫌いではない（黙示録22：14-15

を参照）。 

聖書の最後の本は、特に神の王国について論じています。 

15 それから、第七の天使が鳴った。そして、天に大きな声が

あり、こう言った、「この世の王国は、わたしたちの主と

そのキリストの王国になった。彼はとこしえに君臨するで

あろう。」（啓示11:15）。 

イエスは王国で君臨します！そして聖書は彼の二つの称号を明らか

にしています： 



 

31 
 

16 そして彼は彼のローブと彼の太ももに書かれた名前を持っ

ている：王の王と主の主（黙示録19：16）。 

しかし、統治するのはイエスだけですか？この一節に注目してくだ

さい。 

4 そして、私は王座を見ました、そして、彼らは彼らの上に

座りました、そして、裁きは彼らに託されました。それか

らイエスの証と神の言葉のために斬首された人々の魂を見

ました。彼らは獣や彼の像を崇拝せず、額や手に彼の印を

受けなかったのです。そして彼らはキリストと千年生きて

君臨した。。。6 最初の復活に加わった者は祝福され、聖な

る者である。そのような二度目の死には力はありませんが

、彼らは神とキリストの聖職者となり、彼と共に千年君臨

します（黙示録20：4,6）。 

真のクリスチャンは、キリストと共に千年統治するために復活しま

す！なぜなら王国は永遠に続くからです（黙示録11:15）が、言及

されたその統治はわずか1000年でした。 彼は、私が以前王国の第

一段階として、この呼ば理由- 物理的、千年、相最後の、より多く

の精神的、相は対照的に。   

いくつかのイベントが間に発生するよう黙示録に記載されています

千年と最終段階神の王国の： 

7 さて、千年が過ぎたとき、サタンは彼の刑務所から解放さ

れ8 、地球の四隅にいる国家、ゴグとマゴグを欺くために出

て行き、彼らを集めて戦います。海の砂。… 11 それから私は

偉大な白い玉座とその上に座った彼を見ました。その顔か

ら地球と天国が逃げました。そして、彼らのための場所が

見つかりませんでした。12 そして、私は神の前に立っている

小さくて偉大な死者を見て、本が開かれました。そしても

う一つの本が開かれました。それは命の本です。そして、

死者は彼らの作品に従って、本に書かれたものによって判

断されました。13 海はその中にいた死者をあきらめ、死とハ

デスは彼らの中にいた死者を救い出した。そして、それぞ

れが彼の作品に従って判断されました。14 それから、死とハ

デスは火の池に投げ込まれた。これは二度目の死です。15 そ
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して、いのちの書に記されていない者はだれでも火の池に

投げ込まれた（黙示録20：7-8、11-15）。 

後の段階があることを黙示録ショーのブック来る千年の治世の後と

第二の死の後に： 

1 今、私は新しい天と新しい地球を見ました。最初の天と最

初の地球が亡くなったからです。また、海はもうありませ

んでした。2 それから、ヨハネ、私は聖なる町ニューエルサ

レムが神から天から下って来て、夫のために飾られた花嫁

として準備されているのを見ました。3 そして、私は天から

大きな声を聞いた。「見よ、神の幕屋は人と共にあり、神

は彼らと共に住み、彼らはその民となる。神ご自身が彼ら

と共にいて、彼らの神となります。4 そして神は彼らの目か

らすべての涙をぬぐい去られます。死も悲しみも泣きもあ

りません。前のものは過ぎ去ったので、これ以上の痛みは

ないでしょう。」（啓示21：1-4） 

1 そして彼は、神と小羊の玉座から進んで、水晶のように澄

んだ、生命の水の純粋な川を私に見せてくれました。2 通り

の真ん中、川の両側には生命の木があり、12本の実があり

、各木は毎月実を結びました。木の葉は国家の癒しのため

でした。3 そして、これ以上ののろいはないであろうが、神

と小羊の玉座はその中にあり、そのしもべは彼に仕えるで

あろう。4 彼らは彼の顔を見、彼の額は彼らの額にある。5 そ

こには夜はない。彼らは主の神が彼らに光を与えるからで

ある。そして、彼らは永遠に君臨します。（黙示録22：1-5

） 

千年後のこの統治には、神のしもべが含まれ、永遠に続くことに注

意してください。天で準備された聖なる都は、天を離れて地上に降

ります。これが神の王国の最終段階の始まりです。  痛みや苦痛は

もうありません！ 

柔和な人は地球（マタイ5：5）とすべてのもの（黙示録21：7）を

受け継ぎます。神の道が実行されるので、その上にある聖なる都市

を含む地球は良くなるでしょう。それを実現する： 
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7 彼の政府の増加と平和のうち、ここで終わりはありません

（イザヤ9：7）。 

明らかにそこになることが成長のの最終段階の後に、王国王国が始

まったすべては神の政府に従うだろうと。 

これは最も輝かしい時間です。 

9 しかし、それが書かれているように、「目は見ず、耳も聞

かず、人の心の中にも入らなかった。」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た（：9-10 1本のコリ

ント2 ）。 

それは愛、喜び、永遠の安らぎの時です。素晴らしい時間になりま

す！神の王国は、より良い永遠をもたらします。参加してみません

か？ 

5.新約聖書以外の情報源は神の王国を教えた 

キリストの初期の教授たちは、彼らが文字通りの神の王国の福音

を宣べ伝えるべきであると思っていましたか？ 
はい。 
数年前にノースカロライナ大学の教授バートによる講演、彼は繰り

返し、そして正しく、ことを強調多くは、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は神の王国を。博士のが、

キリスト教の全体的な理解が大きく異なるの継続する神の教会、私

たちは御国の福音は、イエスご自身が宣言し何であることを同意す

るだろうと彼の信者が信じ。また、今日の多くの主張するクリスチ

ャンがそれを理解していないことに同意します。 

最も古い保存された新約聖書の執筆と説教 
の神のはいるものの重要な一部であったことを主張し、「最古の完

全なです生き残った説教」。ギリシャ語テキストと英語：（ホーム

ズ古代キリスト教の説教使徒教父。翻訳、第2版をベーカーブック

、グランドラピッズ、2004年、102ページ）。この古代キリスト教
の説教には、それに関するこれらの声明が含まれています。 
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5：5 さらに、兄弟たちよ、肉の世界にとどまることは取るに

足りない一時的なものであるが、キリストの約束は素晴ら

しいものであり、すばらしいものです。来る王国と永遠の

いのちで休んでください。 

上記の声明は、王国は今ではなく、永遠に来ることを示しています

。さらに、この古代の説教は次のように述べています。 

6：9 もし、これらの義人が、自分の正しい行いによって子供

たちを救うことができないなら、バプテスマを純粋で汚れ

のない状態に保てなかったら、神の国に入ることをどのよ

うに保証できるでしょうか？それとも、聖なる義の業があ

ることがわからないなら、だれがわたしたちの擁護者にな

るでしょうか。9：6 ですから、私たちは皆、神の国に入るた

めに、お互いを愛しましょう。11：7 ですから、神の目にかな

うことがわかれば、神の御国に入り、「耳は聞いたことが

なく、目は見えず、人の心は思いもしなかった」という約

束を受けます。」 

12：1 神の現れの日を知らないので、愛と義の神の国を時ごと

に待ちましょう。12：6 彼は言った、「わたしの父の国は来る

」。 

上記の文はそれを示して、我々はまだの入っていないこと、適切な

生活を通して、愛が必要とされ、王国を、そしてそれは神の登場の

日の後に起こること- 再びイエスが戻った後です。これは私が父の

王国と 彼の王国はただイエスではありません。 

ている刺す最古明らかにキリスト教の説教という神が生存させたこ

とは、同じの教え新しいことを王国を新約聖書が教えると継続する
神の教会、今教えて、それができることは可能である（実際の教会

の神が、ギリシャの私の限られた知識をより強固にする私の能力制

限）の宣言を。 

二世紀の教会指導者と王国の福音 
初期の2で注意しなければならないND という世紀、の聞き手ジョン

との友人のとによって聖人と見なさローマカトリック教徒は、教え
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千年王国を。エウセビオスはパピアスが教えたことを記録しました

： 

...キリストの個人的な統治がこの地上で確立されるとき、死

からの復活の後に千年があります。（パピアスの断片、VI。

エウセビオス、教会史、第3巻、XXXIX、12も参照） 

パピアスは、これは非常に豊富な時間になるだろうと教えました。 

同様に、[彼によると]一粒の小麦は10 

千の耳、そしてすべての耳には一万粒の穀物があり、すべ

ての穀物は10ポンドの透明で、純粋で、細かい小麦粉を産

みます。そして、リンゴ、種子、草は同様の割合で生産さ

れるでしょう。そして、すべての動物は、地球の生産物の

みを食べて、平和で調和のとれたものとなり、人間に完全

に服従することになるでしょう。』[彼の本の第4巻では、ジ

ョンの聞き手であり、ポリカルプの友人であった古代人の

パピアスによって、これらのことに対する証言が書かれて

います。5冊の本が彼によって作られたため...]（パピアスの

断片、IV） 

コリント人への新約聖書の手紙は次のように述べています： 

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

を受け取りました。イエス・キリストは神から送り出され

ました。それで、キリストは神から、使徒たちはキリスト

からです。したがって、両方とも指定された順序で神の意

志から来ました。したがって、告発を受け、私たちの主イ

エス・キリストの復活を通して完全に保証され、聖霊を完

全に保証して神の言葉で確認したので、彼らは神の王道が

来るべきであるという嬉しい知らせで出かけました。 

スマーナのポリカルプは初期キリスト教の指導者であり、彼は最初

の使徒の最後の一人であるジョンの弟子でした。ポリカープ。120-

135が教えた： 

貧しい人々は幸いであり、義のために迫害されているのは

神の国です。（フィリピン人への手紙、第2章。アンティ・



 

36 
 

ニセンの父から、アレクサンダーロバーツ＆ジェームスド

ンアルドソン編1巻、アメリカ版、1885年） 

こと、それから、知って「神は、嘲笑されていない」それ

は、彼らがいるので、世界にある欲望から遮断されなけれ

ばならないことがよくあるために...我々は彼の戒めと栄光に

値する歩くべきだ「に対するあらゆる欲望精神; 「そして、

「淫行者も、女らしくも、人類に対する自分自身の虐待者

も、神の王国を受け継ぐことはありません。」また、一貫

性のない、ふさわしくないことをする者も。（同上、第5章

） 

それから、彼自身が私たちに命じたように、そして私たち

に福音を宣べ伝えた使徒たち、そして主の到来を前もって

宣言した預言者たちとして、恐れて、そして敬意をもって

彼に仕えましょう。（同上、第6章） 

新約聖書の他の人々と同様に、ポリカルプは、命令を破る者ではな

く、義人が神の王国を継承することを教えました。 

以下は、ポリカルプによって教えられたと主張された： 

そして次の安息日に彼は言った。「私の勧め、神の愛する

子供たちを聞いてください。司教たちが出席していたとき

にあなたを忠告し、今度は再び主の道を礼儀正しく、ふさ

わしく歩くようにあなたに勧めます... あなたがたを見て、
また心を落ち着かせるな、新しい戒めを互いに対する愛に

関して、彼の出現は突然の稲妻、火による大きな判断、永

遠の命、彼の不滅の王国として突然現れます。そして、あ

なたがたが神について教えられていることはすべて、あな

たが霊感を受けた聖書を検索するとき、あなたの心に聖霊

のペンを刻むとき、戒めがあなたの中に消えないようにす

るために知っています」（のの生命、第24章ライトフット

、使徒教父、巻3.2、1889、頁488から506） 

神の教会の指導者であったサルディスのメリト、。170、教えられ

た： 
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実際、福音書に出された律法は古いものも新しいものも、

シオンとエルサレムから共に出てきたからです。そして、

恵みで出された戒め、完成品の型、息子の子羊、人の羊、

神の人... 

しかし、福音は律法の説明となり、 

教会は真実の貯蔵庫になりましたが... 

これは、奴隷制から自由へ、暗闇から光へ、死から生命へ

、専制政治から永遠の王国へと私たちを救った人です。（

過越でメリート説教の詩7,40、。。Keruxから68翻訳：オン

ライン神学のジャーナル。のhttp：//www.kerux .COM /文書/ 

KeruxV4N1A1.asp） 

このように、神の王国は、のあることが知られて永遠のものではな

く、単に現在のキリスト教やカトリック教会と含ま神の律法を。 

別の2世紀半ばから2世紀後半にかけて、人々は王国に目を向けるよ

うに勧められています。 

したがって、誰ももはや解体したり、後ろを振り返ったり

することはできませんが、喜んで神の王国の福音に近づい

てください。（ローマン・クレメント。表彰、本、章。ア

ンティニセン、ボリューム8から抜粋。アレクサンダー・ロ

バーツ およびジェームズ・ド・ナルドソンにより編集。ア

メリカンエディション、1886 ） 

それは明らかであった一方でまた、真の教会で1によって書かれて

いない、というタイトル半ば2世紀書き込みのの羊飼いをロバーツ

＆による翻訳でドナルドソンは表現使用しています「神の国を」14

回。 

真のクリスチャン、そしてキリストだけを公言する多くの人でさえ

、2世紀の神の王国について何かを知っていました。 

カトリックと東方正教会の聖イレナエウスでさえ、復活後、クリス

チャンは神の王国に入ることを理解していました。彼が書いたこと

に注意してください、。180 ： 



 

38 
 

なぜなら、彼らがバプテスマで与えられた聖霊を絶えず守

っており、彼が真理と聖さと義と忍耐力を持って歩むなら

ば、受信者によって保持されているからです。なぜなら、

この魂は、魂が復活し、それを受けて、霊と一緒に、霊の

力によって立ち上がって、神の王国に入っていくと信じて

いるからです。（リヨン司教、。アーミテージロビンソン

によるアルメニア語からの翻訳。使徒的説教のデモンスト

レーション、第42章。ウェルズ、サマセット、1879年10月

。1920）。 

アンティオキアのテオフィロスは次のように教えました。 

私は彼の良さに言及します。もし私が彼をキングダムと呼

ぶならば、私は彼の栄光に言及します… 彼が最初から彼を

不滅にしたなら、彼は彼を彼にしたでしょう。… そのとき

、彼は不死でもなく死ぬこともしなかったが、上で述べた

ように、両方ともできる。彼が神の戒めを守りながら不死

の事柄に傾くなら、彼は彼の不死から報酬として受け取り

、神になるべきです。（テオフィラ、1：3、2：27） 

3世紀初頭のカトリックの聖人ヒッポリュトスは次のように書いて

います。 

そして、あなたは天国、あなたがこの人生に滞在している

間、天の王を知っていたあなたを受け取るでしょう。そし

て、あなたは神の仲間であり、キリストとの共同相続人と

なり、もはや欲望や情熱に囚われず、病気によって二度と

浪費されることはありません。あなたは神になってきたた

めに：男であること、あなたは死を免れ金型であったため

、これらの彼は、あなたに与えたが、それは与えるために

神と一致しているものは何でもしているときので、これら

の神は、あなたに授けることを約束しているものは何でも

苦しみ、あなたが受けたため神格化され、不滅に生まれた

。（ヒッポリュトス。すべての異端の反論、本X、第30 章） 

人間の目標は、来るべき神の王国で神格化されることです。 

2世紀および3世紀の問題 
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その広く受け入れにもかかわらず、私個の第2世紀、抗法の背教者

の名前のリーダーは立ち上がりました。は法律に違反教え神の、ト

ン彼は安息日、およびリテラルの神の。彼はポリカルプなどによっ

て非難されたが、彼はかなり長い間ローマ教会と接触しており、そ

こに影響を与えているようだった。 

2世紀および3世紀には、アレキサンドリア（エジプト）で話家がエ

スタブリスの隠れ家となりました。男の話家は、来るべき王国の教

義に反対しました。レゴリストの一部に関するレポートに注目して

ください。 

ディオニュシオスは、アレクサンドリアの高貴で裕福な異

教徒の家族から生まれ、その哲学で教育を受けました。彼

は異教の学校を去ってオリゲンの生徒になり、彼はアレク

サンドリアの教派的な学校の責任を引き継いだ…  

クレメント、原産地、およびグノーシス主義の学校は彼ら

の空想的と寓話の解釈によって神聖な神託の教義を破壊さ

れた...彼らは自分たちのための名前を得「を。」ネポスは、

話者と公然と戦い、地球上にキリストの統治があると主張

しました…  

ディオニュシオスはネポスの信者と、そして彼の説明によ

って…と争った。「神の国に今存在するような状況。」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は... 

ネポは彼らの誤りを責し、天国は話的ではなく、永遠の命

への復活における文字通り来るべき主の王国であることを

示しました... 

したがって、王国のアイデアは、帝国の司教が王位の占有

者と見なされるようになる一世紀前、エジプトのグノーシ

ス派の話学派である200から250に着想され、もたらされま

した。 … 

クレメントは、神の国を神の真の精神的知識の状態として

考えました。は聖書の普通の手紙に隠された精神的な意味

としてそれを述べました。（ヘンリー・ダナ、ワード：王

国の福音：この世界のない王国;この世界のない王国;しかし
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、天国に来て、死からの復活とすべてのものの回復の王国

。1870 、124-125）  

このように、ネポス司教は神の王国の福音を教えましたが、話者は

それについて誤った、より文字通りではない理解を考え出そうとし

ました。ヒエラポリスのアポリナリス司教もまた、ほぼ同時に、話

者の誤りと戦おうとしました。本当に神の教会にいる人たちは、歴

史を通して文字通りの神の王国の真理を支持していました。 

ハーバート・W・アームストロングは王国の福音を教えた 
で20 番目の世紀、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したからです。。。、世界は

その場所で他のものに取って代わる必要がありました。彼

らは偽造品を発明しなければなりませんでした！ですから

、私たちは神の国が単なるかなりの良さ、つまり人間の心

のいい感情として語られていることを聞いたのです。他の

人々は「教会」が王国であると誤って伝えました。。。キ

リストの600年前に住んでいた預言者ダニエルは、神の国が

本当の王国であると知っていました。 

地球上の文字通りの人々。。。 

ここに 。。。神の王国が何であるかについての神の説明で

す：「そしてこれらの王の時代には... 」- それはここで10本

のつま先、鉄の一部、脆い粘土の一部について話している

。これは、預言とダニエル7、啓示13と17を結び付けること

で、現在形成されている新しいヨーロッパ連合を指してい

る。。。あなたの目の前に！黙示録17:12は、古いローマ帝

国を復活させるのは、10の王国または王国の連合であると

いう詳細を明らかにしています（黙17：8）。。。 

キリストが来るとき、彼は王の王として来て、地球全体を

支配しています（黙19：11-16）。そして彼の王国-神の王国

-ダニエルは言った、これらすべての世俗的な王国を消費す

ることです。これらの単語での黙示録11時15分の状態に： 

「この世界の王国がなっている：そして彼は永遠のために
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君臨するものと私たちの主王国、と彼のキリストの」！こ

れが神の王国です。それは現在の政府の終わりです-はい、

そして米国と英国の国家でさえです。彼らはそれから主イ

エス・キリストの王国-政府-そして地球全体の王の王になり

ます。これは、神の王国が文字通りの政府であることを完

全に平易にします。カルデア帝国が王国であったとしても-

ローマ帝国が王国であったとしても-神の王国は政府です。

それは世界の国々の政府を引き継ぐことです。イエス・キ

リストは王になるために生まれました-支配者！。。。 

1,900年以上前に聖地の丘や谷、エルサレムの通りを歩いた

同じイエスキリストが再び来られます。彼はまた来ると言

った。十字架につけられた後、神は三日三夜後に彼を死か

らよみがえらせました（マタイ12:40;使徒2:32;Ⅰコリント15

：3-4）。彼は神の御座に昇った。宇宙政府の本部（使徒1：

9-11;ヘブ1：3; 8：1; 10:12;改訂3:21）。 

彼は、たとえの玉座に行ったたとえの「貴族」です 

神- 「遠い国」- すべての国の王の王として冠式にされて、

それから地球に戻ります（ルカ19：12-27）。 

ここでも、彼はまでは天にある「すべてのものの反発回

」 （：19-21 使徒3）。復元前の状態または状態に復元手段

。この場合、地球上での神の政府の回復、したがって、世

界平和の回復、そしてユートピアの状態。 

現在の世界の混乱、エスカレートする戦争と争いは、神が

介入しない限り、人間の肉が生きて救われることのないほ

ど大きな世界のトラブルのクライマックスになります（マ

タ24:22）。遅延がこの惑星からすべての生命を爆破するこ

とになるそのまさにクライマックスで、イエス・キリスト

は戻ります。今回、彼は神の神として来ています。彼は、

宇宙を支配する創造主のすべての力と栄光を受けています

。（マット24:30; 25:31）彼のように来ている「王の王、そ

して領主の主」 （牧師19:16）、世界のスーパー政権を確立

し、すべての国を支配する「鉄の棒で」（黙19:15; 12：5）

。。。 
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キリストは歓迎されない？ 

しかし、人類は喜びで叫び、狂乱したエクスタシーと熱意

で彼を歓迎しますか？伝統的なキリスト教の教会でさえも

？ 

彼らはしません！彼らは、サタンの偽の牧師（IIコリント11

：13-15）が彼らを欺いたので、彼は反キリストであると信

じます。教会と国家は彼の到来に怒ります（黙11:15と11:18

）、そして軍隊は実際に彼を殺そうと戦います（黙17:14）

！ 

国々は、エルサレムでの戦線（ゼカ14：1-2）で、来るべき

第三次世界大戦のクライマックスの戦いに従事し、それか

らキリストが戻ります。超能力で彼意志「これらの国々と

の闘い」（3詩）彼に対するその戦い。彼はそれらを完全に

打ち負かすでしょう（黙17:14）！「その日、彼の足はオリ

ーブ山の上に立つ」とエルサレムの東に非常に近い距離に

あります（ゼカ14：4）。（時代のミステリー、1984） 

聖書は、イエスが帰って彼が勝つと宣言していますが、多くの人が

イエスと戦うでしょう（黙示録19：19）。は、任意の（に基づいて

主張するミスという聖書の預言の理解が、部分的にあるため、偽預

言者や神秘主義の）帰国イエスが最後の反キリスト！ 

以下は、ハーバートアームストロングからのものです。 

真の宗教-聖霊によって与えられた神の愛によって力づけら

れた神の真実...神とイエス・キリストを知ることのできない

、真実を知ることのない喜び、そして神の神の愛の温かさ

！... 

神の真の教会の教えは、単に聖書の「あらゆる言葉で生き

る」という教えです... 

男性は、「得る」という方法から「与える」という方法に

変わります。神の愛の方法です。 

新しい文明が地球を掴むようになりました！（同上） 
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新しい文明は神の王国です。新しい文明が来て、愛に基づいている

ことを宣言することは、イエスと彼の追随者が教えた王国の真の福

音のすべての主要な部分です。の帽子は何か、我々である継続する
神の教会説教。 

ハーバート・アームストロングは、イエスは人間社会が従うことを

望んでいるとしても、人生の「道を譲る」こと、愛の道を拒否して

いると教えていたことに気付きました。ほとんど誰が正しく王国把

握するらしい王国回線、イエスが教えた何のを。 

イエスによる救いは福音の一部です 

今ここまで読んだ人の中には、イエスの死と救いにおける役割につ

いて疑問に思っている人がいるかもしれません。はい、それは新約

聖書とハーバートW.アームストロングの両方が書いた福音の一部

です。 

新約聖書は、福音を示し含まイエスを通しての救いを。 

16 私はキリストの福音を恥じていません。それは、信じる者

、最初にユダヤ人、そしてギリシア人（ローマ人への手紙

1:16）を救う神の力だからです。 

4 それゆえ、散らされた者たちは至る所で説教をした 

言葉。5 それからフィリポはサマリアの町に下って行き、彼

らにキリストを宣べ伝えた。… 12 しかし、彼らが神の国とイ

エス・キリストの名に関する事柄を説教してフィリップを

信じたとき、男性も女性もバプテスマを受けました。… 25 そ

れで彼らは主の言葉をあかしして説教した後、エルサレム

に戻り、サマリア人の多くの村で福音を宣べ伝えた。26 さて

、主の使がフィリポに語った。40 フィリポがアゾトスで見つ

かった。そして通り抜けて、彼はカイザリアに来るまで、

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について説教した。（使徒17:18

） 

30は、その後、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、受け取った31の神の王国を説教し、懸念
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主イエス・キリストのことを教え、すべての自信、彼を禁

じる誰と。（使徒28：30-31） 

説教にはイエスと王国が含まれていたことに注目してください。悲

しいことに、神の王国の福音の適切な理解は、グレコローマン教会

の教えから逃れる傾向があります。 

実際、私たちがその王国の一部となるのを助けるために、神は人間

をとても愛しておられたので、イエスは私たちのために死ぬために

イエスを遣わし（ヨハネ3：16-17）、恵みによって私たちを救われ

ました（エペソ2：8）。そしてそれは良い知らせの一部です（使徒

20:24）。 

王国の福音は世界が必要とするものですが... 
平和のために働くこと（マタイ5：9）と善行は価値のある目標です

（ガラテヤ人への手紙6:10）。イェジントン、多くの世界の宗教指

導者たちのものを含むが、、と信じて、それはエンドウもたらす国

際人の協力になり、と繁栄ではなく、の神のを。そして、彼らは一

時的な成功を収めますが、成功しないだけでなく、人間の努力のい

くつかは、最終的に、地球が地球をもたらし、イエスが王国を確立

するために戻ってこなかった場合、生命を持続不可能にするでしょ

う。神なしで地球を固定する人間は無駄で偽りの福音です（詩127

：1）。   

世界の多くの人々が、21 世紀に新しい世界秩序を築くための半宗教的

なバビロニアの国際計画をまとめようとしています。これは、継続

する神の教会が発足以来非難していることであり、非難を続ける予

定です。サタンは、イブが約6000年前に福音書のバージョンに落ち

るように誘惑してから（創世記3章）、多くの人間は、自分よりも

世界をより良くするものを神よりよく知っていると信じてきました

。 

聖書によると、ヨーロッパの軍事指導者（北の王と呼ばれ、黙示録

の獣13：1-10 と呼ばれる）と宗教指導者（偽預言者と呼ばれる、と

呼ばれる）の組み合わせが必要になります。最後の反キリストと黙

示録13：11-17の二角獣）7つの丘の都市（黙示録17：9,18）から「

バビロニア」（黙示録17＆18）の世界秩序をもたらします。人類は
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、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21で、このメッセージに注意を払っていないだろう番目の世紀- 彼

らはサタンの偽福音のさまざま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、この王国の福音は、すべての国の証人として、全

世界で宣べ伝えられ、終わりが来るでしょう。（マタイ

24:14） 

王国の福音が証人として世界に届くと、終わりが来ることに注意し

てください。 

これにはいくつかの理由があります。 

一つは、神が大王国難の始まりの前に真の福音を世界に聞いてほし

いと願っていることです（マタイ24:21で始まることが示されてい

ます）。したがって、福音のメッセージは証人であり、警告です（

エゼキエル3章、アモス3：7を参照）。イエスが戻る前に異邦人の

回心が多くなり（ローマ人11:25）、イエスが返される前に異邦人

以外の人が十分に回心します（ローマ人9:27）。 

もう一つは、メッセージの要点は、偽りの預言者、最終的な反キリ

ストとともに、台頭するビースト、北国の王の見解に反するという

ことです。彼らは基本的に人間の努力によって平和を約束しますが

、それは終わり（マタイ24:14）と破壊（1テサロニケ5：3参照）に

つながります。 

そのためしるしと不思議横たわっているに関連付けられているので

最も：彼ら（9 2テサロニケ2）意志町の世界は嘘（2テサロニケ2：

9-12）を信じるの代わりに、福音のメッセージ。ローマ・カトリッ

ク教徒、東方正教会、ルテラン人、およびその他による神の千年王

国の不適切な非難のために、多くは、神の千年王国の千年福音のメ

ッセージが反キリストに関連した偽りの福音であると間違って主張

します。 

忠実なフィラデルフィアクリスチャン（黙示録3：7-13）は、王国

の千年の福音を宣言し、特定の世俗的な指導者（獣と偽預言者を含

む）が何をするかを世界に告げます。 
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彼らは、北の力の王である獣と、最終的な反キリストである偽預言

者とともに、最終的に（同盟国の一部とともに）アメリカとイギリ

スの英国を破壊するというメッセージを世界に伝えることを支持し

ます。、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド（ダニエル

11:39）、その後すぐにアラビア/イスラム連合を破壊する（ダニエ

ル11：40-43）、悪魔の道具として機能する（黙示録16：13-14） 、

そして最終的にイエス・キリストと彼の帰還の時と戦うでしょう（

黙示録16:14; 19：19-20）。忠実なフィラデルフィア人（黙示録3：

7-13）は、千年王国が間もなく来ると告げます。これにより、多く

のメディアが取り上げられ、マタイ24:14の実現に貢献する可能性

があります。私たちは、継続する神の教会で、（多言語で）文学を

準備し、ウェブサイトに追加し、マタイ24という神の決心につなが

る「短い仕事」（ローマ人への手紙9:28を参照）に備えるためのそ

の他の措置を講じています：14は、終わりの証人として十分に提供

されています。 

 彼は「偽の福音」宣言世界の指導者（おそらくいくつかの「新し

い」ユーロののトップリーダーのタイプ妥協と一緒に教皇になると
主張カトリックの形は）そのようにしません- 彼らは世界は何を勉

強したいではないでしょう彼ら本当にそうなります（最初は自分自

身でさえ信じられないかもしれません、イザヤ10：5-7を参照）。

彼らおよび/または彼らの支持者は、忠実なフィラデルフィア人が

来るべき反キリストの過激主義の教義（千年主義）を支持している

ことを誤って教えるでしょう。フィラデルフィアの信徒や継続する
神の教会に対して彼らや彼らの信者がどんな非難をしたとしても、

迫害が引き起こされます（ダニエル11：29-35 ; 黙示録12：13-15）

。これはまた、終わりに至ります— 大王国難の始まり（マタイ

24:21;ダニエル11:39;マタイ24：14-15 ;ダニエル11:31を参照）忠実

なフィラデルフィアの保護の時クリスチャン（黙示録3:10; 12：14-

16）。 

獣と偽預言者は、力、経済恐、兆候、嘘の驚異、殺人、およびその

他の圧力を試みます（黙示録13：10-17; 16:14;ダニエル7:25; 2テサ

ロニケ2：9-10） 。クリスチャンは尋ねます： 
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10 「主よ、あなたが地上に住む人々に私たちの血を裁き、報

復するまで、主よ、聖なる真実です。」（黙示録6:10 ） 

昔から、神の民は、「イエスが戻ってくるまで、どれくらいの時間

がかかるだろうか」と考えてきました。」 

私たちは一日や時間を知っていませんが、我々はリターンにイエス

を期待する（神の千年王国を確立）21 番目の多くの経典に基づい世紀

（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

ライ1：1-2; 4：4,11; 2ペテロ3：3-8; 1テサロニケ5：4）。  

イエスがない場合は介入しない、ワット世界病気は、すべての生命

を絶滅させてきました。 

21 そのとき、世の初めから今までなかったように、大きな苦

難があるでしょう。22 そして、それらの日が短縮されない限

り、肉は救われないでしょう。しかし、選挙のために、そ

れらの日は短縮されます。（マタイ24：21-22） 

29 その日の苦難の直後、太陽は暗くなり、月は光を放たない

。星は天から落ち、天の力は揺さぶられます。30 それから、

人の子のしるしが天に現われ、地のすべての部族が嘆き、

人の子が力と大きな栄光をもって天の雲の上に来るのを見

る。31 そして、彼は天使たちにラッパの大きな音を送り、彼

らは天の端から端まで四つの風から彼の選ばれた者を集め

るであろう。（マタイ24：29-31） 

王国は、世界が必要とするものです。 

王国の大使 
王国でのあなたの役割は何ですか？ 

今、場合あなたは本当のクリスチャン、あなたがしていることを大

使それのため。使徒パウロが書いたことに注目してください。 

20 今、私たちは、神が私たちを通して嘆願しているかのよう

に、キリストの大使です。私たちは、キリストに代わって

あなたを懇願し、神と和解してください。（2コリント5:20

） 
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14 それゆえ、立って、あなたの腰を真理で身にまとい、正義

の胸当てをつけ、15 平和の福音の備えであなたの足を突いた

。16 とりわけ、邪悪な者の燃えるような矢をすべて消すこと

ができる信仰の盾を手に入れなさい。17 そして、救いのかぶ

とと、神の言葉である御霊の剣を取りなさい。18 、スピリッ

トのすべての祈りと嘆願して常に祈るすべての忍耐とこの

最後まで気を配っているすべての聖徒のための嘆願- 19 と私

のために、その発言は、私が知ってもらうために大胆に私

の口を開くことが、私に与えてもよいです20 私が鎖の大使で

ある福音の神秘。その中で、私は話すべきであるように、

大胆に話すことができます。（エフェソス6：14-20） 

大使とは何ですか？メリアム・ウェブスターの定義は次のとおりで

す。 

1 ：公使。特に：外国政府またはソブリンが自国政府の居住

者代表として、またはソブリンまたは特別かつしばしば一

時的な外交任務のために任命されたとして認定された最高

ランクの外交官   

2 なので ：許可された代表者またはメッセンジャー   

あなたが真のクリスチャンなら、あなたはキリストの公式使節です

！使徒ペテロが書いたことに注目してください。 

9 しかし、あなたは選ばれた世代、王権、聖なる国、彼自身

の特別な民です。あなたは暗闇からあなたを神の素晴らし

い光へと呼んだ彼の賛美を宣言することができます。10 かつ

ては民ではなかったが、今は神の民であり、慈悲を得てい

ないが、今は慈悲を得ている。（1ピーター2：9-10） 

クリスチャンとして、私たちは聖なる国の一員になるべきです。 

現在どの国が聖なる国ですか？ 

さて、この世界の王国の確かにどれも- しかし、彼らは最終的には

キリストのの一部となる王国（黙示録11：15）。それは、神の国、

彼のであるの神聖王国。 
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大使として、私たちは通常、この世界の国々の直接的な政治には関

与しません。しかし、私たちは今、神の生き方をすることになって

います（www.ccog.orgで入手可能な「キリスト教徒：神の国の大使
、キリスト教徒として生きることに関する聖書の指示」という無料

の本も参照してください）。そうすることで、神の王国で王と祭司

になり、地上でキリストと共に統治できるように、神の道が最善で

ある理由をよりよく学びます。 

5 、私たちを愛し、彼自身の血で私たちの罪から私たちを洗

浄するために彼6 永遠の栄光と支配権をも彼に、そして彼の

神と父に私たちの王と司祭を行いました。アーメン。（黙

示録1：5-6） 

10 そして、私たちを神への王と祭司にしました。そして、私

たちは地球上で君臨します。（黙示録5:10） 

その一つの将来の側面は、人間の人間に神の道を歩むことを教える

ことです： 

19 民はエルサレムのシオンに住む。あなたはもう泣かない。

彼はあなたの叫びの音であなたにとても親切になるでしょ

う。彼はそれを聞くと、あなたに答えます。20 主はあなたに

逆境のパンと苦しみの水をあなたに与えられますが、あな

たの教師はもう隅に動かされることはありませんが、あな

たの目はあなたの教師を見るでしょう。21人のあなたの耳は、

言って、あなたの後ろに言葉を聴かなければならない「そ

の中の散歩、これが道である」あなたが右手に回すたびそ

れとも、左に回すたび。（イザヤ30：19-21） 

W 千年王国のための予言である、この時代にキリスト教徒が教え

るように準備する必要があります。 

12 … この時までにあなたは教師になるべきです（ヘブライ

5:12） 

15 しかし、あなたの心の中で主なる神を聖別しなさい。そし

て、あなたに穏やかで恐れのある希望の理由をあなたに尋

ねるすべての人にいつも答える用意ができている（1ペテロ

3:15、KJV）。 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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聖書は、より忠実なクリスチャンの多くが、大難の始まりの直前に

、多くのことを教えることを示しています： 

33 そして、理解する人々の人々は多くのことを教えなければ

ならない（ダニエル11:33） 

ですから、学び、恵みと知識を育てること（ペテロ第二3：1 8）は

、今やるべきことです。神の王国におけるあなたの役割の一部は、

教えることができることです。そして、より忠実な、のためにの（

黙示録3：7-13） 、キリスト教徒、これはしますも含ま支える重要

な福音の前に（マタイ24:14参照）千年王国の先頭に証人を。 

神の王国が確立された後、神の人々は、損傷した惑星の回復を支援

するために使用されます。 

12 あなたの中からの者たちは、古い廃棄物の場所を築きまし

ょう。 
あなたは多くの世代の基盤を育てなければならない。そし

て、あなたは破壊の修理者、通りの修復者を住まわせるよ

うに導かれるでしょう。（イザヤ58:12） 

したがって、この時代に神の道を生きた神の民は、この回復の時代

に人々が都市（および他の場所）に住みやすくなるでしょう。世界

は本当に良い場所になるでしょう。私たちは今、キリストの大使に

なるべきです。そうすれば、彼の王国で奉仕することもできます。 

真の福音のメッセージを変革です 

イエスは、「あなたがわたしの言葉を守るなら、あなたはまことに

わたしの弟子だ。  32 そして、あなたは真実を知るでしょう、そし

て真実はあなたを自由にするでしょう」（ヨハネ8：31-32 ）。神の

王国の福音についての真実を知ることで、私たちはこの世界の誤っ

た希望に縛られることがなくなります。うまく機能する計画、つま

り神の計画を大胆にサポートできます！サタンは全世界を欺きまし

た（黙示録12：9）。神の国は真の解決策です。真実を支持し、擁

護する必要があります（ジョン18:37を参照）。 

福音のメッセージは個人的な救い以上のものです。神の王国の良い

たよりはこの時代に一つを変えるはずです。 
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2 そして、この世界に順応するのではなく、あなたの心の更

新によって変容し、神のその善良で受け入れられ、完全な

意志が何であるかを証明することができます。（ローマ12

：2 ） 

真のクリスチャンは、神や他の人に仕えるように変容します： 

22 しもべたちよ、肉のようにあなたの主人たちのすべてのこ

とに従い、目を光らせて、人を喜ばせるのではなく、心を

こめて、神を恐れる。23 あなたがすることは何であれ、人に

対してではなく、主に対して、心から行いなさい。24 主から

あなたが相続の報いを受けることを知っている。あなたが

主キリストに仕えているからです。（コロサイ3：22-24 ） 

28 だから、揺るがれない王国を受けているので、恵みを持っ

てください。それによって、神に敬意と敬な恐れをもって

受け入れられるように仕えることができます。（ヘブライ

12:28 ） 

真のクリスチャンは、世界とは異なって生きています。私たちは、

何が善悪であるかについて、世界の神の基準を受け入れます。この

時代に神の道を生きるには信仰が必要なので、信仰によって公正に

生きなさい（ヘブライ10:38）。キリスト教徒は、生活のモードが

呼ばれたことが、彼らが住んでいた世界から大きく異なると考えら

れていた「道」新約聖書（使徒9：2; 19：9; 24：14,22）。世界が呼

ばれているもので、サタンの支配下、勝手に住んでいる「カインの

道」 （ユダ11）。 

神の王国の福音は、義、喜び、平和のメッセージです（ローマ

14:17）。適切に理解された預言の言葉は、特に世界が崩れるのを

見ると慰めになります（1コリント14：3；テサロニケ1：18参照）

（ルカ21：8－36参照）。クリスチャンの真の生き方は、霊的な豊

かさと肉体的な祝福をもたらします（マルコ10：29-30）。これは

、それを生きる人々が、世界には神の王国が必要であることを理解

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。 

クリスチャンは肉体的な世界ではなく、霊的なものに希望を置きま

す（ローマ8：5-8）。私たちは持っている「福音の希望を」（コロ
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サイ1時23分）。これは、今日のイエスを告白する多くの人が真に

理解していないことを初期のクリスチャンが理解したことです。 

  

  

6. グレコローマン教会は王国が重要であると教えて

いるが、... 

グレコローマン教会は、彼らが神の王国の様相を教えていると信

じていますが、それが何であるかを本当に理解するのに苦労して

います。  たとえば、カトリック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…この王国の到来、そのさまざまな側面、その正

確な意味、達成される方法を教える彼のあらゆる段階で、

彼の言説は「福音」と呼ばれるほど、彼の言説の主要部分

を形成します。王国の」...彼らは教会と話すようになった『

神の王国』。コロサイ人、I、13; Iテサロニケ。、ii、12; 。

、I、6、9; 10など。...それはその神の機関としての教会を意

味する…（教皇神の王国。カトリック百科事典、第VIII。

1910年）。 

上記は「コロサイ人.、I、13; Iテサロニケ。、ii、12。、I、6、9; v、

10、」それらを調べてみると、それらの聖句のどれも教会が神の王

国であることについて何も言っていないことがわかります。彼らは

信者が神の王国の一部になるか、それがイエスの王国であることを

教えます。聖書は、多くの人が福音を変えるか、他の真実ではない

別の言葉に変えると警告しています（ガラテア1：3 -9）。悲しいこ

とに、さまざまな人がそれを行っています。  

イエスは教えられました。「私は道であり、真実であり、人生です

。わたしを通してでなければ、だれも父に来ることはありません」

（ヨハネ14：6 ）。ペテロは、「他の人には救いはありません。天

国の下に、私たちを救わなければならない人に与えられた他の名前

はないからです」（使徒行伝第4章12節）。ピーターは、すべての

ユダヤ人が悔い改め、イエスが救われることを受け入れる信仰を持

たなければならないと言いました（使徒2:38）。 
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これとは対照的に、フランシスコ教皇は、イエスなしで無神論者は

良い行いによって救われると教えています！彼はまた、イエスを受

け入れずにユダヤ人を救うことができると教えています！さらに、

彼と一部のグレコローマンは、「メアリー」の非聖書版が福音の鍵

であると同時に、エキュメニカルで異教徒間の一致の鍵であると考

えているようです。悲しいことに、彼らと他の人々は、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。多くが偽りの福音

を促進しています。 

多くの人は、視界を歩き、世界を信じたいと思っています。新約聖

書は、クリスチャンが上を見ると教えています。 

2 地球上のものではなく、上のものに心を向ける。（コロサ

イ3：2 ） 

7 目ではなく信仰によって歩むからです。（2コリント5：

7 ） 

しかし、教皇ピオ十一世は基本的に彼の教会を見て歩くことを教え

られました。 

...カトリック教会は...地上のキリストの王国です。（ピウス

の周期的準プリマス）。 

カトリック聖書 101 ウェブサイトの主張、「神の王国は、ピーター

が率いる彼の教会の形で、年間33にイエス・キリストによって地上

に設立されました... 。カトリック教会。」あなたがたは神の千年王

国はここではないもそれはローマの教会であるが、それは地球上に

なります。神の真の教会がありますが、「王国の鍵を」（マタイ16

：1 9 ）、教会を主張する人たちは王国である「知識の鍵を奪われ

ている」（ルカ11：52）。 

ローマ教会は、近々到来する千年の神の王国に対して非常に強く教

えているため、カトリック教会の公式カテキズムにリストされてい

る唯一の「反キリストの教義」です。 

676 反キリストの欺は、終末論的な判断を通して歴史を超え

てしか実現できないメシアニックの希望を歴史の中で実現

するという主張がなされるたびに、すでに世界で形になり

始めています。教会は、王国のこの偽造の修正された形態
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でさえ、千年主義の名の下に来ることを拒否しました…（カ

トリック教会のカテキズム。刑事抗議+ラッツィンガー枢機

。ダブルデイ、ニューヨーク1995、194） 

悲しいことに、それに同意する人々は、最終的に神の王国の福音の

宣言に大きな問題を抱えることになります。いくつかはかかります 

それを宣言する人々に対する恐ろしいステップ（ダニエル7:25; 11

：30-36）。しかし、あなたは、イエスが主であると公言するすべ

ての人が王国にいないのではないかと思うかもしれません。いいえ

、そうではありません。イエスの言ったことに注目してください。 

21 「主よ、主よ」とわたしに言う者は皆、天の御国に入るの

ではなく、天の御父の御心を行う者です。  22 その日、多く

の人が「主よ、主よ、わたしたちはあなたの名によって預

言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名に

よって多くの不思議をしたことはありませんか」と言うで

しょう。  23 そして、わたしは彼らに宣言する、 『あなたを

決して知らなかった。無法を実践するあなたはわたしから

去れ！」（マタイ7：21-23 ） 

使徒パウロは述べ、「無法の謎」すでに仕事で」（7：2テサロニケ

2を自分の時間に）。この無法性はまた、「神秘、大バビロン」（

黙示録17：3-5）と呼ばれる、終わりの時に聖書が警告する何かに

関連しています。 

「無法の謎」彼らは神のモーセの十戒の法則を維持する必要がない

と信じているキリスト教徒を公言に関連している、など、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

は神のを破るために苦行の許容される形態があります彼らは考えて

いる間法律は、そのことを目は神の律法の形を持っている、彼らは

イエスや使徒たちが正当と認めるであろうとキリスト教の形を保っ

ていません。 

グレコローマンは、神の戒めに違反したパリサイ人に似ていますが

、彼らの伝統がこれを受け入れたと主張しました。イエスはそのア

プローチを非難しました（マタイ15：3-9）！イザヤはまた、神の

人であると主張する人々は彼の律法に反抗するだろうと警告しまし



 

55 
 

た（イザヤ30：9）。この無法反乱は、悲しいことに、今日に至る

までこれを見るものです。 

もう一つの「ミステリー」は、ローマ教会が、その軍事主義的エキ

ュメニカルおよび異教徒間のアジェンダが平和と地球上の神の王国

の非聖書的バージョンにつながると信じているように見えることで

す。聖書は、今後数年間、成功するエキュメニカルな統一について

警告しています（注：カトリック承認の翻訳である新しいエルサレ
ム聖書が示されています）： 

4 彼らは竜の前でひれ伏した。なぜなら彼は獣に権威を与え

たからだ。そして彼らは獣の前でひれ伏し、「だれが獣と

比較できますか？誰がそれと戦うことができますか？」5 獣

はその誇りと冒とくを口に入れ、42か月間活動することを

許可されました。6 それは神に対する、神の名、天の天幕、

そこに住むすべての人々に対する冒を口にした。7 聖徒との

戦争をして征服し、すべての人種、民族、言語、国家に権

力を与えることが許されました。8 そして、世界のすべての

人々はそれを崇拝します。つまり、犠牲の小羊の生活の本

に世界の設立以来名前が書き留められていないすべての人

。9 聞くことができることができます誰が、聞く：10 とりこ

に監禁用のもの。剣による死から剣による死へ。これが、

聖人が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、バビロンの結束の終わりに警告しています。 

1 七つの鉢を持っていた七人の天使のうちの一人が私に話し

かけて来て言った、「ここに来て、豊かな水のそばに座し

ている偉大な売春婦の罰をお見せします。2 地球のすべての王

と自分自身を売春し、誰が彼女の姦淫のワインで世界のす

べての人口を酔わせた」。3 彼は私を霊に連れて砂漠に連れ

て行った。そこには、七つの頭と十の角があり、冒的な称

号が書かれた色の獣に乗っている女性を見た。4 女は紫と色

の服を着て、金と宝石と真珠で光り輝いており、売春の嫌

な汚物で満たされた金のぶどう酒を持っていました。5 彼女

の額には、「バビロン大王、地球上のすべての売春婦とす
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べての不潔な習慣の母」という名前、謎めいた名前が書か

れていた。6 私は彼女が酔って、聖人の血とイエスの教者の

血とに酔っているのを見た。彼女を見たとき、私は完全に

神秘的になりました。（ヨハネの黙示録17：1-6、NJB） 

9 'これは抜け目のないことが必要です。七つの頭はセブンヒ

ルズある女性が座っされています、。。。18 あなたが見た女

性は、地上のすべての支配者に対する権威を持つ大都市で

す。（黙示録17：9,18、NJB） 

1 この後、私は別の天使が天から降りてくるのを見ました。

地球は彼の栄光で輝いていました。2 彼は声の一番上で、「

バビロンは倒れ、バビロン大王は倒れ、悪魔の出没地とな

り、あらゆる悪霊と汚く嫌な鳥の宿になった」と叫びまし

た。3 すべての国は彼女の売春のぶどう酒を深く飲んだ。地

球上のすべての王は彼女と自分を売春し、すべての商人は

彼女の放によって豊かになった。4 天からの別の声。あなた

は彼女の罪を分かち合い、同じペストを負わないように、

彼女から離れて、私の民よ、出て来なさいと言うのを聞き

ました。5 彼女の罪は空にまで達し、神は彼女の犯罪を念頭

に置いています。彼女を他の人と同様に扱ってください。
6 彼女は、強制された金額の2倍の金額を支払わなければな

りません。彼女は自分の混合物の二重に強いカップを持つ

ことになっています。7 彼女の威厳と乱交はすべて、拷問や

苦痛に見舞われます。私は女王として即位したと彼女は考

えている。私は未亡人ではなく、死別を決して知りません

。8 そのために、ある日、疫病は彼女に降りかかるでしょう

。病気と嘆きと飢です。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。9 彼女と一緒に売春し、彼女

と乱交を抱いた地の王たちによって、彼女のために嘆き悲

しみがあります。彼女たちが燃えると煙が見えます（黙示

録18：1-9、NJB） 

ゼカリヤでは、聖書は、適切な団結がするまで起こらないであろう

ことを来てバビロンやショーに対して警告した後、イエスが戻りま

す： 
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10 気をつけて！外を見る！北の大地から逃げなさい-主は宣

言する-天の四つの風にあなたを散らしたので-主は宣言する

。11 気をつけて！バビロンの娘と一緒に住んでいるシオン、

あなたのエスケープを作ろう！ 

12 栄光が委任されて以来、ヤハウェ・サバオテはこう言って

いる 

私は、あなたを略奪した国家について、「あなたに触れる

者は私の目のりんごに触れる。13 見よ、わたしは彼らの上に

手を振り、奴隷にした者たちに略奪されるであろう』。そ

うすれば、ヤハウェ・サバオトが私を遣わしたことがわか

るでしょう！14 シオンの娘、歌い、喜びなさい。今、わたし

はあなたのうちに住むようになっている。15 そしてその日、

多くの国は主に回る。はい、彼らは彼の民になり、あなた

の中で生きます。そうすれば、ヤハウェ・サバオトが私を

あなたに送ったことがわかります！16 ヤハウェはユダとその

聖なる地の彼の分を占領し、再びエルサレムを彼の選択と

する。（ゼカリヤ2：10-16、NJB。KJV/ NKJVバージョンでは

、詩はゼカリヤ2：6-12としてリストされていることに注意

してください） 

国連、バチカン、多くのプロテスタント、および東方正教会の指導

者が推進しているエキュメニカルおよび異教徒間の運動は、明らか

に聖書によって非難されており、奨励されるべきではありません。

イエスはものを警告主張だろう誰彼に従うことを「多くを欺く

」 （：4-5 マタイ24）。多くのエキュメニズムは、黙示録6：1-2（

イエスではない）の「白い騎手」と黙示録17の婦に関連しています

。 

ゼカリヤのように、使徒パウロもまた、イエスが戻って来るまで真

の信仰の一致は起こらないと教えました。 

13 神の御子の信仰と知識において一致し、完全な人間を形成

し、キリストご自身の完全さで完全に成熟するまで。（エ

フェソス4：13、NJB） 
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この一致がイエスの帰還の前に来ると信じる人々は間違っています

。実際、イエスが戻った時、彼は彼に反抗する国家の統一を破壊し

なければなりません： 

11：15は、その後、第七の天使が彼のトランペットを吹いた、と

の声が天に叫んで聞くことができ、呼び出し、「世界の王

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 神の存在下で即位二十か

ら四長老たちは、自分自身をひれ伏し、神崇拝その額を地

面に触れた17 私たちは、あなたに全能の神である主を感謝し

」、これらの言葉で、彼はのために、誰だった、彼は誰で

すあなたの偉大な力を引き継ぎ、統治を開始します。18諸国

民は大騒ぎし、今、あなたの報い、死者が裁かれ、あなた

のしもべ、預言者、聖人、あなたの名前を恐れる人々、そ

して小さくても偉大な者に報いる時が来た。地球を破壊し

ている人々を破壊する時が来ました。」（黙示録11：15-18

、NJB） 

19：6 そして、海の音や雷鳴のような大きな群衆の声と思われ

るものを聞いて、「アレルヤ！全能の神、主の統治が始ま

った。。。。19 それから、獣と、地上のすべての王とその軍

隊が集まって、ライダーとその軍隊と戦うのを見た。20 しか

し、獣は、獣に代わって奇跡を起こした偽預言者と一緒に

囚人にされ、彼らは獣の印をつけて印をつけた者と像を礼

拝した者を欺いた。これら2人は燃える硫黄の燃えるような

湖に生きたまま投げ込まれた。21 残りの者はみな、彼の口か

ら出たライダーの剣によって殺され、すべての鳥は自分た

ちの肉でいっぱいになった。。。20：4 それから、私は玉座を

見ました。そこで玉座が座り、その上に裁きを与える力が

与えられました。私は、イエスのために証言し、神の言葉

を宣べ伝えたために斬首されたすべての人々の魂と、獣ま

たは彼の像を崇拝することを拒否し、額または手にブラン

ドマークを受け入れなかった人々の魂を見ました; 彼らは生

き返り、キリストと共に千年の間君臨しました。（黙示録

19：6,19-21; 20：4、NJB） 
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イエスは、彼に対して統一された世界の軍隊を破壊しなければなら

ないことに注意してください。それから彼と聖人が君臨します。そ

れが、信仰の適切な一致があるときです。悲しいことに、多くの人

は、使徒パウロが警告したように、良いように見えるがそうではな

い偽の牧師に耳を傾けます（コリント人への第二の手紙11：14-15

）。もっと多くの人が聖書を真に理解すれば、神の王国の福音はイ

エスと戦うでしょう。 

7.なぜ神の国ですか？ 

人間は私たちがとても賢いと思うのが好きですが、私たちの理解に

は限界がありますが、それでも神の「理解は無限です」（詩：147

：5）。 

そのため、この惑星を修復するには神の介入が必要です。 

多くの人が信じている間に、神、人間の大半はとして生きるために

不本意です。彼は本当に指示します。次のことに注意してください

。 

8 人よ、彼はあなたに示した、良いこと。そして、主はあな

たに何を求めますか。しかし、公正に、慈悲を愛し、あな

たの神と共に謙虚に歩むために？（ミカ6：8 ） 

神と共に謙に歩くことは、人類が本当に喜んでやったことではあり

ません。アダムとイブの時代（創世記3：1-6）から、人間は神の戒

めにも関わらず、自分自身とその優先事項に依存することを選択し

ました（出エジプト記20：3-17）。  

本言の本は教えています： 

5 心を尽くして主に信頼し、自分の理解に頼らないでくださ

い。6 すべての方法で彼を認め、彼はあなたの道を導く。7 自

分の目で賢くならないでください。主を恐れ、悪から離れ

てください。（本言3：5-7 ） 

しかし、ほとんどの人は、心から神を本当に信頼したり、神が自分

のステップを指示するのを待ったりすることはありません。多くの

人は、神が望んでいることをするだろうと言いますが、しません。
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人類はサタンに惑わされ（黙示録12：9）、世界の欲望と「人生の

誇り」（1ヨハネ2:16）のために落しました。  

そのため、多くの人が自分たちの宗教的伝統と世俗的な政府を考え

出しました。しかし、彼らはそうしません（エレミヤ10:23参照）

。 

それが、人類が神の王国を必要とする理由です（マタイ24：21-22

を参照）。 

至福を考慮しなさい 

イエスが与えた最もよく知られている一連の声明の一つは、彼がオ

リーブ山での説教で与えた福音でした。 

彼が言ったことのいくつかに注目してください。 

3 「霊の貧しい者は幸いである。天国は彼らのものであるか

らである。4 嘆く者は祝福される、彼らは慰められる。5 柔和

な者は祝福される、彼らは地を受け継ぐからである。6 義に

飢え渇いている者は幸いである。彼らは満たされるからで

ある。7 慈悲深い者は祝福される、彼らはれみを得るからで

ある。8 心の清い者は祝福される、彼らは神を見るからであ

る。9 平和をつくる者は祝福される。彼らは神の子と呼ばれ

るからである。10 義のために迫害されている者は幸いである

。天国は彼らのものだからである。（マタイ5：3-10 ） 

私は神の王国（マーク4：30-31を参照）にあり、しばしばマシュー

によって天の王国と呼ばれています（マタイ13:31を参照）。これ

らの祝福された約束が果たされるでしょう。それはであることを神

の王国の約束が果たされるを入出力する柔和を、地球を継承し、純

粋な神を参照してください。は楽しみに本神の王国の祝福の朗報！ 

神の方法 右再 

真実は、神は愛であり（ヨハネ第一4：8,16）、神は利己的ではな

いということです。神の律法は、神と私たちの隣人に対する愛を示

しています（マルコ12：29-31、ヤコブ2：8-11）。世界の道は利己

的であり、死に至る（ローマ人への手紙第8章6節）。 
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聖書は実際のクリスチャンが戒めを守っていることを示しているこ

とに注意してください。 

1 誰でもイエスはキリストが神から生まれた、とも生んだ彼

を愛するすべての人が彼の生んしている人は彼を愛してい

ると考えています。2 これにより、私たちは神を愛し、神の

戒めを守るとき、神の子どもたちを愛していることを知っ

ています。3 これは神の愛であり、神の戒めを守ります。そ

して彼の戒め 

面倒ではありません。（1ヨハネ5：1-3 ） 

神の「戒めはすべて義」です（詩編119：172）。彼の道は純粋です

（1タイタス1:15）。悲しいことに、多くの人がさまざまな形の「

無法」を受け入れ、イエスが法や預言者を破壊するために来たので

はなく、彼らの本当の意味を説明し、それをさらに広げることによ

ってそれらを成し遂げるために来なかったことに気づいていません

（マタイ5:17）考えた（例：マタイ5：21-2 8 ）。イエスは、「彼ら

を行い、教える者は誰でも、天国で偉大な者と呼ばれる」（マタイ

5:19 ）（「神の王国」と「天国」という用語は互換性がある）と教

えられました。                      

聖書は、働きのない信仰は死んでいると教えています（ジェームズ

2：17）。多くの人がイエスに従うと主張しますが、彼の教えを真

に信じず（マタイ7：21-23）、本来の彼を真似しません（1コリン

ト11：1参照）。「罪は律法の違反」（1ヨハネ3：4、KJV）であり

、すべての人が罪を犯しています（ローマ3:23）。しかし、神は本

当にすべての人に計画があるので、聖書はれみが裁きに勝つことを

示しています（ヤコブ2:13）（ルカ3：6参照）。 

神の方法を除けば、人間の解決策は機能しません。千年王国では、

イエスはで支配する「鉄の棒」 （黙示録夜07時15分）、そして、

人々が神の道を生きるように良いが優先されます。この世界の社会

は神と彼の律法に従うことを拒否しているため、世界の問題はす

べて存在します。履歴ショーの人類は、社会の問題を解決すること

はできません。 
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6 肉体的に気にするのは死ですが、霊的に気にするのは人生

と平和です。7 なぜなら、肉の心は神に対する敵意だからで

す。なぜなら、それは神の律法の対象ではなく、また実際

にそうではないからです。8 それで、肉の中にいる人は神を

喜ばせることができません。（ローマ8：6-8 ） 

クリスチャンはスピリチュアルに集中する必要があり、私たちの個

人的な弱さにもかかわらず、この時代（ローマ8：9）にそうするよ

うに神の霊が与えられます。 

26 兄弟たちよ、あなたがたの召しを見なさい。肉によると賢

い人は多くなく、力強い人も、高貴な人も多くは呼ばれな

い。  27 しかし、神は知恵ある者を恥とするために世の愚か

なことを選び、力あるものを恥とするために世の弱いもの

を選ばれた。28 世界のベースのものと、神が選ばれた軽蔑さ

れているもの、とそうでないもの、何にもしているものを

持って、29 彼の存在下での無肉べき栄光ことは。30 しかし、

あなたはキリスト・イエスにある彼の、は、神からの知恵

が私たちのためになった義を-とをして- 31を、それが書かれて

いるように、こと「彼の栄光は、主に彼の栄光をしましょ

う。」（1コリント1：26-31 ） 

クリスチャンは神の計画で栄光をたたえています！私たちは今信仰

によって歩んでいます（コリント人への第二の手紙5：7）。信仰（

コロサイ人への手紙3：2）の上を信仰（ヘブル人への手紙11：6）

で見ています。私たちは、神の戒めを守ることで祝福されます（黙

示録22:14）。 

なぜ神の王国の福音？ 

プロテスタントは、イエスを救い主として受け入れた後、神の王国

を求めたと感じる傾向があります。カトリック教徒は、バプテスマ

を受けた人々が、幼い頃から王国として教会に入ったと信じていま

す。カトリック教徒と東方正教会は、秘跡などを通して神の国を求

めていると考える傾向があります。クリスチャンはバプテスマを受

けるが、グレコローマン・プロテスタントは人類の問題を解決する

ために世界に目を向ける傾向がある。彼らは世俗的な焦点を持つ傾

向があります（ローマ人8：6-8 ）。 
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最初に神の王国を求めること（マタイ6:33）は、クリスチャンにと

って生涯の目標となることです。目標は、解決策を求めて世界に目

を向けるのではなく、神とその道に目を向けることです。神の王国

の良いたよりは私たちの生活を変えます。 

聖書は、クリスチャンはイエスと共に統治すると言っていますが、

それは本当のクリスチャンが実際に都市を統治することを意味しま

すか？イエスは教えました： 

12 「ある貴族が王国を受け入れて帰国するために遠い国に行

った。13 そこで彼は自分のしもべを十人呼び、十ミナを彼ら

に渡して言った、「わたしが来るまで商売をしなさい」。
14 しかし、彼の市民は彼を憎み、彼の後に代表団を送って言

った。 

15 「そして、彼が戻ってきたとき、 

王国、彼はそれから彼が彼にお金を与えたこれらの使用人

に彼に呼ばれるように命じた、彼はすべての人が貿易によ

って得たどのくらい知っているかもしれない。16 それから最

初の人が言った、「主よ、あなたのミナは10ミナを獲得し

ました」。  17 彼は彼に言った、 『よくやったよ、しもべよ

。あなたはごくわずかに忠実だったので、10都市以上の権

威があります。」18 そして二人目が来て言った、「主よ、あ

なたのミナは五ミナを獲得しました」。  19 同様に彼は彼に

言った、「あなたも五つ以上の町にいる」。（ルカ19：12-

19 ） 

あなたが今持っている小さなことに忠実である。クリスチャンには

、実際の王国で、実際の都市を支配する機会が与えられます。イエ

スはまた、言った「私の報酬は、彼の作品に応じて一人一人に与え

るために、私にある」（黙示録夜10時12分）。神には、神に真に応

える人々のための計画（ヨブ14:15）と場所（ヨハネ14：2）があり

ます（ヨハネ6:44;啓示17:14）。神の王国は現実のものであり、あ

なたはその一部になれます！ 

2016年の初めに、理科誌には「群衆の力」というタイトルの記事が

あり、人工知能とクラウドソーシングが人類が直面する「邪悪な問
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題」を解決できることが示されました。しかし、その記事では、悪

の解決方法は言うまでもなく、邪悪とは何かを理解できませんでし

た。 

21で失敗する運命との協力は、離れて神の真の方法を以下から、あ

る番目の人類がバベル（：1-9創世記11）の失敗したタワーを構築する

ために協力した大洪水の後に戻っていたとして世紀。 

世界の問題、中東のような場所では（ダニエル9：27; 1テサロニケ5

：3などの予想される一時的な利益にもかかわらず）、人間によっ

て解決されません。神の国の平和が必要です（ローマ14： 17）。 

予想される利益にもかかわらず、国際テロの問題は、国連で欺かれ

た人たちによって解決されることはありません（エゼキエル21:12

を参照）（黙示録12：9を参照）。神の国の喜びと慰めが必要です

。 

環境問題は、世界の国々が地球を破壊するのを助けるので、国際協

力によって解決されることはありませんが（黙示録11:18）、神の

国によって解決されます。 

性的不道徳、中絶、および人体の一部の販売の問題は、アメリカで

は解決されませんが（黙示録18:13を参照）、神の王国によって解

決されます。 

米国、英国、および他の多くの国が抱える巨額の負債は、国際的な

仲介を通じて解決されるのではなく、最終的に（ハバクク2：6-8に

よる破壊後）神の王国によって解決されます。 

無知と脱教育は国連によって解決されることはありません。神の国

が必要です。宗教的な争いは、聖書の真のイエスとは別に救いに同

意するエキュメニカルな諸宗教間の運動によって真に解決されるこ

とはありません。罪は問題であり、中に世界とそのために、我々は

必要なイエスの犠牲と神の王国の彼のリターンを。現代の医学には

人間の健康に対するすべての答えがありません。神の国が必要です

。 

飢の問題は、遺伝子組み換え生物によって解決されることはありま

せん。遺伝子組み換え生物は、作物の潜在的な失敗により世界の一

部を飢の危険にさらしています。神の王国が必要です。 
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アフリカ、アジア、その他の地域の大規模な貧困は、「バビロン」

の終わりからしばらくの間利益をもたらしますが（黙示録18：1-

19 参照）、貧困の問題を解決することはできません。神の国が必

要です。イエスとは別に、人類がこの「現在の邪悪な時代」にユー

トピアをもたらすことができるという考えは、誤った福音です（ガ

ラテヤ1：3-10）。 

神の王国の千年期は、地球上に確立される文字通りの王国です。そ

れは神の愛ある律法と指導者としての愛ある神に基づいています

。 彼の聖人は、千年の間キリストと共に支配します（;：4-6 20黙示

録5:10）。この王国には、本当に神の教会にいる人々が含まれます

が、聖書は神の王国が実際に教会（カトリックまたはそれ以外）で

あることを述べていません。ローマ教会は千年ごとの教えに反対し

ており、終わりに近づくにつれて聖書の福音のメッセージにもっと

強く反対します。これにより、マシュー24:14の実現に役立つ可能

性のある重要なメディア報道が得られる可能性があります。 

そののでは最終段階、神の王国が含まれる「新しいエルサレムを、 

神から天国から降りてくる」（啓示21：2）そしてその増加につい

ては終わりがありません。これ以上の不義、これ以上の悲しみ、そ

してこれ以上の死はありません。 

説教とは神の王国の福音は、聖書の重要なテーマです。旧約聖書の

作家はそれについて教えました。イエス、ポール、ジョンはそれに

ついて教えました。新約聖書の外で生き残るための最も古い「キリ

スト教」説教はそれについて教えました。やのような2世紀初頭の

キリスト教の指導者はそれについて教えました。私たちは継続する
神の教会で今日それを教えます。神の王国は、聖書がイエスについ

て説教した最初の主題であることを思い出してください（マルコ

1:13 。それは復活の後に彼が説教したことでもありました（使徒1

：3）-それはクリスチャンが最初に求めるべきことです（マタイ

6:33）。 

福音はイエスの生と死だけではありません。イエスと彼のという福

音の彼重点が来るのだった教え、神の。王国の福音はを通じて救済

を含むキリストも含むの教示ヒト政府の端（啓示11：1 5） 。 
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イエスは、王国の福音がすべての国の証人として世界に宣べ伝えら

れるまで、終わりが来ないことを教えられたことを思い出してくだ

さい（マタイ24:14）。そして、その説教は今起こっています。 

幸いなことに、神の国は人類が直面している問題の解決策です。し

かし、 本はない、それをサポートしたい、また、本それを聞く、

個または信じたいの真実を。神の王国は永遠です（マタイ6:13）、

「この世は過ぎ去ります」（コリント第一7:31 ）。 

神の国の真の福音を主張するプロは、私たちが継続する神の教会に

真剣に取り組んでいるものです。私たちは、神の王国（マタイ

24:14）を含む、聖書が教えるすべてのこと（マタイ28：19-20）を

教えるよう努めています。その王国を待っている間、私たちは神の

道を学び、それに従い、真実を信じたい人を慰める必要があります

。 

来るべき神の国の福音の宣言を支持しませんか？神の王国の福音を

信じますか？ 

 
継続する神の教会 

 

継続する神の教会の米国事務所は: 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; ウェブサイト
www.ccog.org. 
 

継続する神の教会（CCOG）ウェブサイト 
 

CCOG.ASIAこのサイトはアジアに焦点を当てています。 

CCOG.INこのサイトは、インドの遺産を対象としています。  

CCOG.EUこのサイトはヨーロッパを対象としています。  

CCOG.NZこのサイトは、ニュージーランドおよび英国系のバックグ

ラウンドを持つ他の人を対象としています。 

CCOG.ORGこれは継続する神の教会のメインウェブサイトです。 す

べての大陸の人々にサービスを提供しています。 記事、リンク、

ビデオが含まれています。 
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CCOGCANADA.CAこのサイトはカナダの人々を対象としています。 

CCOGAgrica.ORGこのサイトはアフリカの人々を対象としています。 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. これは、継続する神の

教会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、継続する神の教会のフ

ィリピンのウェブサイトです。 英語とタガログ語の情報がありま

す。 
 

ニュースと歴史のウェブサイト 
 

COGWRITER.COMこのウェブサイトは主要な宣言ツールであり、ニ

ュース、教義、歴史的な記事、ビデオ、および予言の更新がありま

す。 

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

を掲載した覚えやすいウェブサイトです。 

BIBLENEWSPROPHECY.NETこれは、ニュースや聖書のトピックを扱

うオンラインラジオサイトです。 
 

説教と説教のためのYouTubeとBitChuteビデオチャンネル 
 

BibleNewsProphecyチャネル。CCOG説教ビデオ。 

CCOGAfricaチャネル。アフリカ言語のCCOGメッセージ。 

CCOG Animationsキリスト教の信仰の側面を教えるためのチャンネ

ル。  

CCOGSermonesチャンネルにはスペイン語のメッセージがあります

。 

ContinuingCOGチャネル。CCOGビデオ説教。  
この写真は、エルサレムの建物のいくつかの残りのレンガの一部（および後に追

加されるもの）の一部を示しています。 
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これは、おそらく最も初期の本当のキリスト教の教会の建物の場所であったと考

えられています。 イエスの「神の国の福音」が宣べ伝えられていた建物。これは

神の王国の福音を教えたエルサレムの建物でした。 
 

 
この理由から、私たちも絶えず神に感謝します。なぜなら、兄弟たちは
、ユダヤのキリスト・イエスにある神の教会の支持者になったからです
。 （1テサロニケ2：13-14） 
 
聖人に届けられたすべてのために一度であった信仰のために真剣に争っ
てください。 （ジュード3） 
 
彼（イエス）は彼らに言った、「私は神の国を他の都市にも説教しなけ
ればなりません。なぜなら、この目的のために送られたからです。」（
ルカ4:43） 
 
しかし、神の国を求めてください。そうすれば、これらすべてのものが
あなたに加えられるでしょう。 恐れてはいけません。小さな群れです。
王国を与えることはあなたの父の喜びです。 （ルーク12：31-32） 
 
そして、この王国の福音は、すべての国の証人として全世界で説教され
、そして終わりが来るでしょう。 （マタイ24:14） 
 
     language edition. 


	2.イエスはどんな福音を宣べ伝えましたか？
	ダニエルは王国について教えた
	イザヤは王国について教えた
	エゼキエルは、大難の時代に散らばっていたイスラエルの部族（ユダヤ人だけでなく）が千年王国に集まると書くように促されました。
	17 それで、 『主なる神にこう言われる。『わたしはあなたを民から集め、あなたが散らされた国々からあなたを集め、イスラエルの地をあなたに与える。」「18 そして、彼らはそこに行くだろう、と彼らはそこから離れて、そのすべての忌むべきものとそのすべての憎むべきものがかかります。19 それからわたしは彼らに一つの心を与え、彼らの中に新しい霊を置き、彼らの肉から石の心を取り、彼らに肉の心を与え、20 彼らがわが定めを歩み、わが裁きを守り、それらをする; 彼らはわが民となり、わたしは彼らの神となる。21 し...
	旧約聖書のさまざまな作家も王国の側面について書いています（例：エゼキエル20:33;オバデヤ21;ミカ4：7）。
	ですから、イエスが神の王国の福音を教え始めたとき、彼の直接の聴衆は基本的な概念にある程度精通していました。
	福音のような多くの行為はイエスの人についての良い知らせにすぎませんが、イエスの追随者が神の王国の福音を教えたのは現実です。それがイエス様が持ってきたメッセージです。
	パウロは神の王国を教えた
	しかし、それは、私は簡単ではありません
	ピーターは王国を教えた
	最後の本の聖書の王国
	5.新約聖書以外の情報源は神の王国を教えた
	キリストの初期の教授たちは、彼らが文字通りの神の王国の福音を宣べ伝えるべきであると思っていましたか？
	はい。
	最も古い保存された新約聖書の執筆と説教
	二世紀の教会指導者と王国の福音
	2世紀および3世紀の問題
	ハーバート・W・アームストロングは王国の福音を教えた
	王国の福音は世界が必要とするものですが...
	王国の大使
	6. グレコローマン教会は王国が重要であると教えているが、...
	グレコローマン教会は、彼らが神の王国の様相を教えていると信じていますが、それが何であるかを本当に理解するのに苦労しています。  たとえば、カトリック百科事典は王国についてこれを教えています。
	7.なぜ神の国ですか？

