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大阪インターナショナルチャーチ ゲストスピーカー：Rev ブルース・アレン
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GOINGS and COMINGS

まず、GOINGS について

アメリカ、マサチューセッツ州のボストン近郊で、日本人牧師を車で案内したとき、「これか

らどこに行きましょうか」と言ったのを覚えています。現代社会では、「留まること」よりも

「行くこと」が重視されています。アメリカでも日本でも、新車の CM は現代人に強いインパ

クトを与えています。

車の CM は、あなたがそのメーカーの車を購入すれば、かなり豊かな生活上の恩恵があるとい

う見せ方をします。製品の視覚的な魅力は、その製品から得られる楽しみほど重要ではあり

ません。日本の広告の多くは、アメリカ車の豪華さを強調するよりもかわいい（かわいらし

い）です。どちらも、新しい車に搭載された素晴らしい電子機器を強調しています。日本

車、特に Kiki cars や,もっと小さな車は、カーブの多い田舎道を走るのがいかに楽しくて刺

激的であるかを紹介しています。アメリカの CM も同様です。しかし、電気自動車でさえも、

パワーがより強調されています。アメリカではそうでもないですが、日本では制限速度が厳

しく守られていると聞いています。

数ヶ月前、15：00 時頃、ボストンを環状に走る非常に交通量の多い高速道路を走っていまし

た。時速 120km で後ろから車が迫ってきました。 google で調べると、日本の高速道路の制限

速度は時速 100km と厳しいようですが、どの程度厳しいのか、ご存知の方もいらっしゃるで

しょう。しかし、アメリカではドライバーは速度の速い走行に慣れているので、速度制限を

行うのは難しいように思います。さらにアメリカでは、ラッシュアワーに警察が大都市近郊

の高速道路で通常の時速 62 キロ程度を取り締まれば、大渋滞で都市機能が停止することが最

近の研究で証明されています。もちろん、警察もそのことは承知しています。だから、平日

の出勤・帰宅時のスピード違反よりも、週末の無謀なドライバーの方を心配しているようで

す。彼らも仕事が終わって家に帰るのが待ち遠しいのでしょう。

日本やアメリカの車の CM では、山や海など美しい自然の風景がよく出てきて、自然との距離

を縮められるということも売りの一つにしています。また、「この車に乗ると友達が増えます

よ！」というのもお約束です。でも、アメリカ車も日本車も、いちばん約束しているのは「幸

せ」です。

私たち人間は、本当の幸せとは何かについて、自分自身を欺くことが大好きです。数時間の

ドライブの楽しみ（ちなみに私は運転が大好きです）が、夫の妻や子供や上司との幸福を本
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当に変えるとは思っていません。でも、じっとしているより、出かける方がいいに決まって

いるじゃないですか。

今朝は、ダニエル 12 章とダニエル 10 章に見られる天使ガブリエルとともに、聖書の旧約

聖書のダニエルに対する 2 つの会話または啓示に言及します。 １２節は古代と現代の大き

な違いをしめしています。そして、これが、終わりの時にたいする天使の記述に終わりの時
の天使の描写に当てはまるかを。 第 10 章は、救世主キリストへの予言的約束、すなわち、
キリストの死の予言、そしてイスラエルを救う事の明らかな失敗の予言的な約束です。

THE END TIMES について：

私たちは自分自身に問うべき重要な質問をどういうわけか忘れてしまいます。特に高速で移

動している時、車の中で、または生活の中で。 私達はどこに行くの？ シンプルですね。

神の知恵と力は私たちのそれをはるかに超えていますが、それでも神はキリスト教の聖書の

中でご自身を明らかにされています。 紀元前 453 年頃、神の天使ガブリエルからダニエル

への神のメッセージは、私たちの現代のライフスタイルを予言 (予言) した聖書を読んでい

ます。 主要都市では、私たちは皆、キッチンでゴキブリのように行ったり来たり、行ったり

来たりしています....そうですね。

聖書にあるように、ダニエルよ、終わりの時まで言葉を秘密にし、その書物を封印せよ。 多
くの人々は行ったり来たりして、知識を増やす。 (ダニエル 12:4 KJV)。

天使の指示による予言を隠している印象について、「黙れ」「封印」という言葉は「プライバ

シー」「真実」を意味しており、秘密ではありません。 解説者の聖書解説はこれを説明して

います：

古代近東では、重要な文書は「閉じられ」「封印」されていました。 元の文書は、取引のす

べての関係者の利益と権利を保護するために、安全な場所に保管されました (「クローズア

ップ」)。 説明的聖書解説では：メソポタミアの文化では、これらの「文書」は粘土板であ
り、その信憑性は、筆記者が円柱の底部を転がすことによって証明された.シリンダーシール

は、麺棒がシールを粘土に押し付けるように. このように文書が封印されると、それは公式

で変更不可能なものになりました。 2番目の書簡である公式の写しも同様に印鑑によって証

言されました。 ダニエルは、神が彼の天使を通して彼に伝えたことの正確な写しとして、前

述のテキストの忠実さを個人的な印章によって証明することになっていました. したがっ

て、この記録は、すべての予測が成就する日まで保存されます。

さて、現代社会を見てみましょう、ダニエルに与えられた神のメッセージによると、今は終

わりの時、または終末の時です。

あっちこっちに走る速度について: 紀元前 453 年のダニエルの時代に人々が見た唯一の速度

は、恐ろしい馬に乗った兵士の侵略軍でした! ダニエルの時代の人々は、今日のような旅行

をしていませんでした。 休暇のためだけに 10,000 km 飛ぶかもしれません。 したがって、
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私たちが当然のことと思っている、歴史上比較的新しい出来事である私たちのあちこちへの

旅行は、（ダニエル 12.4）からの明らかな兆候であり、これらは終わりの時です。

知識が増加するという予言は、過去数世紀まで世界のほとんどの一般人口が教育を受けてい
なかったため、現在の歴史に見られます。 知識の圧倒的な爆発は、ウィキペディア、

YouTube の「やり方」ビデオ、および一般的なメディアで明らかであり、私たちを終末の時

代に導きます。

何千年にもわたって増加してきた知識は、時計や時計にも見られます。ダニエルの時計は日

時計...、今日は SEIKO Prospex...または協定世界時を備えた携帯電話です。 セシウム原子

の 9,192,631,770 回のエネルギー遷移に相当します。 きっと皆さんもご存知だと思いま

す！ :) しかし、あなたが知らないかもしれないことは、神が彼の天使ガブリエルを送っ

て、時間そのものの終わりまで来る出来事によって成就される予言的なメッセージを記録し

たということです.

このローテクなダニエルを気の毒に思うかもしれませんが、彼に神のメッセージをもたらし

た男が人間ではなかったことに気付くまでは； しかし、神の天使、ガブリエルでした。 ダ

ニエル 10:4-6 AAT によると、亜麻布を着た 1人の人がいた。彼は腰にウファズの金の帯を
締めていた。 その体はかんらん石のようで、 顔は稲妻、目は燃える松明、腕と脚は滑らか
な青銅の輝き、話す声は大群衆の声のようであった.
私はいつでもセイコー プロスペックスを交換してその経験をしたいと思いますが? しかし、

宗教的な経験以上に、すべての人間は神からの天使がダニエルの隣で言ったことを聞くこと

を切望するべきです:

「とても愛されているダニエルよ、私があなたに語る言葉を聞いて悟れ。あなたがいる場所
に立て(ダニエル 10:11)。 SEIKO の時計は、神からのそのようなメッセージを買えません。

神との親密な交わりだけが神の愛のメッセージを可能にします。 誰もが愛される必要があり

ます。 神ご自身があなたを愛していることを知り、聞くことは、かけがえのないものです。

ここに神の聖なる使者についての言葉があります。

神には天使と呼ばれる目に見えない使者がいて、紀元前 453 年に神の意志によって人間の前

に姿を現すことができます。 そして今日のキリスト教徒にも。

新約聖書時代の天使の例は次のとおりです。ガブリエルはメアリーに会い、メシアの超自然

的な誕生のために選ばれたことを伝えました。 大勢の天使が、ベツレヘムでのイエスの誕生

を、羊の群れを連れた身分の低い羊飼いたちに知らせました。 イエスの弟子たちは復活祭の

日曜日に墓場で天使を見ました。 神の天使は、ヘロデ王による処刑を待っていたペテロを超

自然的に刑務所から釈放しました。 地中海で台風によって破壊されようとしている船の使徒

パウロは、神の天使がイエスの安全の約束を彼と船に乗っているすべての人にもたらしてい

るのを見つけました。 そして西暦 70 年頃のヘブライ人のキリスト教徒への手紙の中で、パ

ウロは次のように述べています。 兄弟愛をいつも持っていなさい。、旅人もてなすことを忘
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れてはなりません。。 そうすることで、ある人たちは、聞付かずに天使たちをもてなしまし
た。(ヘブライ 13: 1-2) それは私たちクリスチャンを緊張させないはずです! そうですね！

今、COMING について：

さて、紀元前 453 年にダニエルが神の天使ガブリエルと交わした談話の中で、GOINGS と

COMINGS が予言されています。 、ダニエル章 10 のような将来の社会の習慣だけではありま

せん。 ダニエルは神の天使との以前の会話には、彼が私たちの惑星を創造して以来、人類へ

の最大の到来の発表が含まれています。

救世主（つまり油そそがれた者）、イエスの到来は、私たちの罪のために神の正当な非難から

人々を救うためです。 聖書はダニエル 9: 25-26 LAB で言っています。 エルサレム再建の
命令が出されてから油そそがれた者が来るまで、49 年プラス 434 年です！ 危険な時期にもか
かわらず、エルサレムの通りと城壁は再建されます。 この 434 年の期間の後、油そそがれた
者は殺され、彼の王国はまだ実現されていません。 「49」年はバビロニアでのイスラエルの

捕囚の終わりを強調するために天使によって表現され、「434」年は救世主が殺されるまでの

時間を示しています. ダニエルはすぐにこの預言の最初の部分を自分で見ました。 サイラス

はバビロニア人を征服した直後に、ユダヤ人に自分たちの土地に戻るように勧める布告を出

しました。 最高のものはまだ来ていませんでした！

今月後半、世界中の多くの人々が、ダニエル 9 章のように、イエスの誕生日、クリスマス、

油そそがれた者 (キリスト) の到来を認識しています。そうです、イエスが実際に晩春か初

夏にベツレヘムで生まれたことを知っている人は多いでしょう。 これはローマの記録による

と、シーザーが課税を要求したことで、ヨセフと妊娠中のメアリーをベツレヘムに連れてき

たのです。なぜなら、ヨセフは先祖の町で登録しなければならのです。 ローマによるその選

択は、旅行に適した天候に基づいていた可能性があります。しかし、人々がイエスが神の子

であるというメッセージを受け取るときはいつでも、神が現れて行動するのを見るのは素晴

らしいことです。 神はいわば、常に人々がいる場所で人々に会っています。 この祝日に

は、物質主義の背後にその事実が隠されています。 私の友人であるキリスト教徒の医師は、

医学部で研究を行い、アメリカの病院のクリスマスの死亡率と患者数が最も少ないことを証

明しました。 神はすべての人を愛していますが、神が実際に誰であったか、そして今も神で

あるか、神が御子を地球に送ることによって人類全体のために何をしたかを知っている人

は、この世界ではほとんどいません。

今、私は聖書の新約聖書の部分に私たちを連れて行きます. 461 年先の西暦 27 年の夏、イエ

スが井戸でサマリヤの女と合ったことです。預言者だけが彼女自身について知ることができ

ることを彼女に話した後、彼は彼女の永遠と、私たちの永遠にとってもっと重要なことを彼

女に話します。
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女はいいました。「私はメシア（キリストと呼ばれる）が来ることを知っています。彼が来る
とき、彼は私たちにすべてを説明します。」そして、イエスは宣言されました。 「あなたと
話しているこの私が、それである。(ヨハネ 4: 25-26 NIV) サマリヤ人はユダヤ人に嫌われ

ていました。 ここに、神の使者ガブリエルがダニエルに予告したように、自分はメシアであ

ると宣言するユダヤ人の預言者がいました。 彼女は、聖霊が「救世主が来る」という考えを
彼女の心にもたらしたので、ユダヤ教聖書のダニエル書のこの予言を知っていたのかもしれ

ません。 彼女はイエスを信じ、友人たちにイエスに会いに来てもらいます。ペテロが、あな

たが救世主、生ける神の子であることを告白した最初の使徒であったのも西暦 27 年でした。

その時から (マタイ 16.21 NASB) イエスは弟子たちに、エルサレムに行かなければならない
ことを示し始めました...苦しみ..殺され...そして三日目によみがえります。 彼らは彼の言

葉が何かの類推であると想像し続けました...彼がしばしば彼らについて言ったように、彼ら

は心の遅い人でした. しかし、彼らは彼と同じ道を歩み続けました。 イエスの指示や人生の

導きに対して、私がどれだけたびたび、心にゆとりを持てしまっているかを考えると、イエ

スの使徒たちに励まされます。 私は仲間のクリスチャンに、彼があなたの人生のための彼の

計画を達成することを奨励したい. ....しかし、キリスト教徒の皆さん、起こっていること

の多くが私たちにとって意味のないものであったとしても、初期の弟子たちが行ったよう

に、私たちはコースにとどまらなければなりません.

ちょうど 3 年後、西暦 30 年春、イエスが予言し、神がダニエル 9:25 で、何年も前に約束

されたように、イエスは十字架につけられました。 これは、エルサレム再建の命令が下され

てから 434 年後のことです。 メシアの未実現の王国 (ダニエル 9:26) が実現しようとして

いました! 埋葬された後、イエスに従った者たちに約束されたとおり、三日目に復活された

からです。 イエスは生きています！

聖書のこの神には、人類のために死を征服した御子がいます。それは、イエスの福音に耳を

傾け、彼を信じようとする人です。 罪人は瞬時に変化します...もしよろしければマイクロ

秒と言ってください... イエスは、十字架の刑のために、ローマの軍隊からユダヤの指導者

に渡され、特に、メシアに関する多くの旧約聖書の予言が実現します。

引用: そして確かに、彼は私たちの罪のために突き刺され、私たちの罪のために打ち砕かれ
ました. 彼の罰によって私たちは救われ、彼の傷によって私たちは癒されました. (イザヤ書
53: 5 年頃、紀元前 740 年) しかし、私の代わりとしての十字架上の彼の死... あなたのた

めに.. 罪人として、私たちの魂を癒してくれます... 私たちが信じるなら. しかし、彼を受
け入れ、彼の名を信頼したすべての人に、彼は神の子供になる権利を与えました。 (ヨハネ

1:12 WMS)。

新約聖書は一般的な市井の方言の、ギリシャ語で書かれているため、原文に最も良い意味が
ある場合があります. 元のギリシャ語の正しいという言葉は、エクソシアという言葉で、た
だの単なる正しいという意味ではなく、権利という言葉です。 したがって、神はイエスを信
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じるすべての信者に、神の子供となる権威を与え、それ以上に、地上を離れたクリスチャン

は神の息子となるのです。： 私たちは神に似た者となることがわかっています。なぜならそ
のとき、私たちは神のありのままの姿を見るからです。 (ヨハネ第一 3:2 NIV)

GLORY といえば…。

神の天使ガブリエルがとても輝かしく見えたなら、なぜ神の子はイスラエルの普通の市民の

ように見えたのですか? 私たちは、実際に目の前にあるものよりも、目に見えるものを崇拝

する傾向があります。人は外見を見ますが、主は心を見ます。 ( サムエル記上 16:7 NAS )

聖書は、イエスが神の形で存在したことを教えています (したがって、神のように見える栄

光) ...しかし、彼は奴隷のしもべの形をとって自分自身を空にし、人間と同じになられまし
た。 (フィリピ人への手紙 2: 6-8 NAS ) 神は人々に、神が誰であるかということで神を愛

してほしいと願っていました。：彼の素晴らしい外見、栄光だけでなく、彼の全体的な人格、

特に彼の性格。 イエスは使徒フィリポに「あなたが私を見たなら、あなたは父（神）を見

た」と語ったように、（視覚的な栄光を除いて）完全に神を明らかにしました。 (ヨハネ

14:9 AAT)。 また、ダニエルは、神の栄光を帯びたガブリエルを見たために身体的に病気に

なり、その天使が彼を復活させなければならなかったことに注意することも重要です. (ダニ

エル 10:16)。 人々が気絶し続けたら、イエスが友達を作るのはちょっと難しいと思いま

す！ しかし、彼は友人を作り、彼を信じる弟子たちは彼の福音を地の果てまで伝えました。

神の栄光は、マルタの兄弟ラザロを墓からよみがえらせるなどのイエスの奇跡や、ダニエル

への天使ガブリエルとしての神の存在の啓示にも見られます。

私たちの人生にどんな出来事が起こっても、イエスが人類のためだけでなく、あなた個人の

ために来られたと信じることが、永遠の命への鍵です。 したがって、あなたも自分がどこに

向かっているのかを疑いなく知っているかもしれません。 イエスの死の際には実現されなか
ったイエスの王国 (ダニエル 9:26) は、今、イエスを受け入れる人々の心の中で、一人一

人、世界中で実現されつつあります。 彼の福音（グッドニュース）を受け入れることは、彼

を受け入れることです。

今日、この歴史の神と個人的な関係を持つことができる人はいますか?

ダニエルの神は今日でも神です。

ダニエルは、歴史の終わり、世界の終わりの直前に起こる歴史についての神の天使ガブリエ

ルの預言的なメッセージを聞きました。 しかし、彼はまた、彼がとても愛された男であると

いう天使のメッセージによって祝福されました ( ダニエル 10:11 ) しかし、あなたがまだ

それを知らないのであれば、神はイエスが 2000 年前に言ったように、すでに「私はあなたを
愛している」と言っています。 ( ヨハネ 3.16 AAT ) --- 神はその独り子をお与えになった
ほどに世を愛されました。御子を信ずる者が一人も滅びないで、永遠の命を得るためであ
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る。 神があなたを愛していることを伝えるために天使に会う必要はありません！聖書とキリ

スト教以外の歴史文書の両方に記録されている歴史は、イエスが十字架上で死に、埋葬さ

れ、三日後、墓からよみがえったと信じるだけで、神の愛を個人的に体験するためにその代

償を支払ったことを決定的に証明しています。

聖書はこう述べています。

口で「イエスは主である」と告白し、心の中で「神はイエスを死者の中からよみがえらせ
た」と信じるなら、あなたは救われます。 (ローマ人への手紙 10.9)

皆さんは神に大いに愛されていますが、メシアである御子イエスを信じることによっての

み、人生で神を体験することができます。 あなたは、時間を超えて、この素晴らしい神を知

ることができます...しかし、毎日あなたに会います...ここでも今でも。 (1 ヨハネ 1:3

NAS ) なぜなら、私たちの交わりは父とその子イエス・キリストとの交わりだからです。十
字架上であなたの罪の負債を支払ってくださった主に信頼を置いて、あなたの罪からあなた

を救うために、今日イエスを呼び求めるようにあなたをお招きできますように。 その購入、

つまりあなたの罪の支払いは、あなたが死ぬまで、またはイエスが 2度目に地球に戻ってく

るまで続きます。 信じる者が皆、信じた後、イエスは聖書が言っているように、栄光の姿で

来るとき、再臨によって地上での王国を実現します。

(1 テサロニケ 4:16-17 AAT) 命令が下され、天使長が呼びかけ、神のラッパが鳴ると、
主ご自身が天から降りてきて、キリストにある死者が最初によみがえります。 そうすれば、
生き残って取り残されている私たちは、雲の中で彼らと一緒に引き上げられ、空中で主に会
うので、いつも主と共にいるでしょう。

キリストは私たちを神に導くために、罪のために死なれました。(1 ペテロ 3:18 NAS)。 神

は、イエスの犠牲を信頼して許しを求める罪人や、イエスとのより緊密な歩みを求めるキリ

スト教徒にノーとは決して言いません。 この点で、神は人を差別しません。 あなたがイエ

スを信じるのに苦労していて、信じたいと思っているのに信じられないと感じているなら：

求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきな
さい。そうすれば、開かれる。 ( マタイ 7: 7 WWMS )

キリスト教は啓示の宗教です。 神は御子イエスの肉において啓示されました。これは聖書に

よって啓示されました。 個人的な啓示だけでなく、人が信仰によってキリストを受け入れる

経験をしたとき、聖霊がイエスの福音が真実であることを罪によって硬化した啓示したとき.

走り回る現代人に朗報です。 ダニエルへの預言は、神が私たちの現代を終わりの時と呼んで

いることを証明しています。 審判の日が近づき、イエスが審判を下されますが、神が私たち

にどれほどの命を与えてくださるかは誰にもわかりません。 歴史が終わりに近づくにつれ、

すべての人は神を知る緊急感を感じるべきです。 それどころか、人生の終わりが近づいてい
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るので、すべての人は神を知る緊急感を感じるべきです。 聖書は、(へブライ人への手紙

9:27 KJV) で述べています。そして、一度死ぬことは人に定められているが、その後は裁き
である。

非キリスト教徒 : 神は、約 2,000 年前に十字架で流されたイエスの血を通して、あなたを

神の家族に迎え入れたいと思っています。 イエスと、あなたの罪を洗い流すために流された

イエスの血を信じることによって、あなたがどこへ行くのかを知ることができます。

第一ペテロ 3.18 で宣言されているように、イエスを信じることによって神を知るあなた方

キリスト教徒は、神に導かれました。 天使を指揮し、惑星、星、宇宙をまとめているのと同

じ神。 ダニエルの経験から知っておくべき重要なことをクリスチャンと共有したいと思いま

す. 特別な啓示と神の偉大な近さは、多くの場合、クリスチャンをより勇敢な兵士になるた

めの準備とし、キリストの大義のために偉業を成し遂げるためにより勇気を与えます。 神と

のこれらの経験は、実際に神の言葉への依存を強調し、クリスチャンの最も深い存在を強め

ます。

神との特別な親密さの経験は、私たちの弱さにもかかわらず、主イエスのためのより大きな

功績のために私たちを準備するという私の主張を説明するためにダニエルを見てみましょう.

(ダニエル書 10.9 AAT) には次のように書かれています。それからその人が語りかけました
が、私は意識を失い、うつぶせに地面に倒れてしまいました。

神の天使ガブリエルによるこの啓示の間、ダニエルは弱さを克服しました。 それでも、彼は

まっすぐ立って注意を払うように命じられました。 神は、この罪深い世界で神に影響を与え

るように神に求めているクリスチャンに、ご自身をもっと明らかにされます。 私はあなたに

挑戦します、キリスト教徒...私自身に挑戦するように、彼の兵士として立ち上がり、彼の言

葉と彼の霊に注意を払います. 私たちクリスチャンは、私たちの内に神の御霊を持っていま

す。 キリストが私たちの罪のために彼の死を通して私たちを神に連れて行ったので、私たち

は実際にダニエルよりも神への特別な近さを経験するための身体的準備が整っています. 神

はダニエルの顔を平らにしたままにはしませんでした。 聖書は私たちに教えてくれます (ダ

ニエル 10:10 AAT) そして、手が私に触れ、私を起き上がらせました。 神は私たちにもっと

勇気ある奉仕を求めて謙虚になるかもしれませんが、すべての命令を完了する力で私たちに

触れてくださいます。 ダニエルが私たちに残してくれた、神への真摯な祈りの素晴らしい模

範です。

実際、ダニエルの歴史的啓示は、彼の熱烈な支払い者に対する神の答えでした。 (ダニエル

9.23 AAT ) で聖書は次のように述べています。あなたが祈り始めた時、一つの命令が出たの
で、それを伝えに来たのだ。それというのも、神があなたを非常に愛しておられるからだ 。

信じられますか？ あなたの祈りは神の手を動かすことができます...天使を使命に送りま

す...罪。人を救ってください...イエスに会うために喜びをもってあなたの人生の終わりを

迎えてください. あなたは、神は私をダニエルほど愛してはくれないと言うかもしれませ
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ん! 神はあなたを愛し、イエスを送ってくださいました。 あなたがイエスを信じるようにな

った今、神はあなたをさらに愛しています。 神がクリスチャンを見たり聞いたりするとき、

神は独り子を愛するように彼らを愛しておられます。 私たちは最愛のイエスに属しているの

で、彼は私たちをさらに愛しています。 長い間私と一緒にいると、「祈りは勝利です」と言

うのをよく聞くでしょう。 私は自分の人生や教会で何かに対する答えが見つからないとき、

よくこれを言います。 はい、いつも答えがあるとは限りません。 しかし、私は誰がするか

知っています。

数年前、私が落胆したとき、私はイエスから状況に応じた簡単なメッセージを受け取りまし

た。 元の家族の一員にキリストを考えるよう説得しようと何年も試みた後、私は彼女の家を

出るときに悲しくなりました. 彼女の家の正面の壁のように美しい白いヒヤシンスの花に気

づきました。 これらの花の栄光は、生命を与えるイエスの栄光のようなものであると自分に

言い聞かせたとき、彼は次のようにささやきました：あなたとドロシーはその栄光の生命側
にいます。 あなたの家族はまだ死の側にいます。 聖書はイエスを引用しています：私は道
であり、真実であり、命です。 (ヨハネ 14:6) ですから、イエスには永遠のいのちがありま

す...生きているのにイエスを拒絶するということは、イエスがいなければ永遠の死があると

いうことです。

キリスト教徒として、あなたはイエスをそばに置き、あなたのヘルパーとして内なる神の

霊、そしてあなたの人生のための神の良い計画を実現するために全宇宙の糸を引っ張ってい

る天の愛情深い父と共に毎日を始めます. 彼はしばしば御言葉と御霊によって物事を明らか

にし、私があなたの味方であることをあなたに納得させます。

覚えておいてください

キリストの来臨はキリスト教徒が天国に行くことを保証する

私たちクリスチャンは、私はどこへ行くのかという謎に対する答えを見つけました。 私たち

がその奥義を見つけたのは、神が非常に特別な来臨、御子イエス・キリストの来臨によって
個人的にそれを私たちに明らかにされたからです。

最後の到来

来週は、われわれは、他のクリスマス ソングと一緒に、Silent Night という曲を歌いま
す。

Silent Night, Holy Night, すべては穏やかで、すべては明るい

処女の母と子を丸めて
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聖なる幼児はとても優しく穏やかです

天国で安らかに眠れ、天国で安らかに眠れ

小さな赤ん坊のイエスが再臨で地球に戻るとき、彼は優しく穏やかな赤ん坊のイエスではな

く、地球とそのすべての住民の聖なる正義の裁判官になります。 地球上に平和はありませ

ん。主の日に、死者でさえよみがえり、彼らの裁判官としてイエスと向き合うからです。 彼

の側にいる彼の信奉者、すべてのクリスチャンだけが平和を得るでしょう。

非キリスト教徒 : 神は、約 2,000 年前に十字架で流されたイエスの血を通して、あなたを

神の家族に迎え入れたいと思っています。 イエスと、あなたの罪を洗い流すために流された

イエスの血を信じることによって、あなたがどこへ行くのかを知ることができます。

クリスチャン – あなたは自分がどこへ行くのか知っています。 あなたがここ地球にいる

間、イエスとの親密な歩みを熱心に神に祈ることをお勧めします。

キリスト教徒と非キリスト教徒：閉会の音楽の後、「リフト」のサインであなたと一緒に祈る

ことを光栄に思います. ドロシーは、クリスチャンがダニエルのように祈ることを奨励する

古い賛美歌、祈りの甘い時間を演奏します.

イエスとの幸せな道.

____________________________________

キリスト教の聖書の引用: KJV- Kings James Version、AAT- アメリカの翻訳、

LAB- ライフ アプリケーション バイブル、NIV - 新国際版、NAS - ニュー アメリカン標

準、WWMS – ウィリアムズ翻訳


