
三ツインズ" 

 

こんにちはフレンズ、ポールジュベルグ、火炎の省の更新情報。兄弟姉妹、私はあなたがこの

ビデオを見ている事故ではないと言って始めたいと思います。私たちは非常に厳しい時代に生

きています。これを見るには、眼球と脳だけが必要です。私たちは黙示録のページに住んでい

ます。神様は、女の子に深く秘密のことを明らかにしています。私があなたに伝えようとして

いることは、肉と血ではなく、天国の芸術である私たちの父によって明らかにされました！ 

私たちは超自然的な割合の戦いにあり、その日までにはさらに激しくなっています。キリスト

とサタンの間のこの戦いは私たちの魂の上にあり、それは礼拝に関するものです。サタンは礼

拝を望んでいます。実際には、聖書は黙示録13で、彼が全世界を彼に渡そうとしていると予言

しています！ - 啓示13：3 

創世記第2章では、神が栄光と婚姻と安息日のために二つの組織を創造するのを見ます！神がす

べてのものを「非常に良い」と宣言したときに、エデンの祝福された時代に彼らを紹介しまし

た。その後、結婚と安息日は、人類の利益のための神の栄光のための2つの機関です。 - 祝福の

山からの想い、Page 63 

創世記38章24-30節では、タマルが子宮に双子で苦しんでいる娼婦を見るのです。 2001年には

、米国の歴史における最悪のテロ攻撃で、双子の塔が地面に落ちるのが見て取れます。ツイン

、ツイン、ツイン。私たちが見たいのは、これら3つの出来事のすべてが深く結びついていると

いうことです！ 

 

結婚と安息日は神の栄光のための2つの機関です！そして、私たちは、サタンが明らかに神を偽

っているのを見ます。サタンは異性結婚のための偽造品を持っていますか？絶対に：ゲイの結

婚。サタンは安息日に偽造品を持っていますか？絶対に......。日曜日の聖霊！彼の栄光のために

2つの偽造機関。あなたが見ている人の中には、「何ですか」「安息日は日曜日です」と言われ

る人もいます。そして、神の言葉をもって論ずる心を開いてください。ローマ人への手紙第14

章5節は多くの人によって言われています。「一日は何の違いがありますか」と言われています

。聖書のすべてのテキストと同様に、文脈を見なければなりません。ローマ14：5,6では、安息

日については何も言わない。彼らは単に1日について話します。ローマ人への手紙14章1節は、

全体的な話し合いの中で、疑わしい事柄についての「疑わしい論争」や紛争に焦点を当ててい

ることを示しています。道徳の法則の中心に置かれた創造時に創造された第七日の安息日（創

世記2：1-3）は、疑わしいことですか？（例20：8-11）確かにそうではありません！すべての

クリスチャンは、その時代に安息日として7日目を維持しました。私たちの通過の鍵は、6節で

す。 

 

 

 



ローマ14：6： 

 

6日を見ている者は、それを主に見なす。その日を考慮しない者は、主にとってそれを見ない。

食べる者は主に食べる。なぜなら、彼は神に感謝するからである。主に食べない者は食べない

、神に感謝する。使徒パウロがここで扱っている問題は、安息日であり、安息日ではありませ

ん。ユダヤ人の中には、特定の日に断食することにメリットがあると信じていた人もいました

。ポールは、速いか速いかを1日に指摘したのは、良心の問題です。コロサイ人2：14-17に言及

し、法律が十字架につけられたと主張し、聖書の安息日について誰もあなたを判断してはなら

ないと主張します。もう一度、文脈の人々！初めのコロサイ2は、法律が十字架に釘付けされて

いるとは言いません。私たちに対抗していた儀式の手書きを消し去る！申命記31：24-26は、私

たちに反した儀式の法律について話し、箱の脇に置いておきます！これは、十戒については何

も話していません！コロサイ2：16,17は創造の安息日をやめようとしているのではありません

。レビ記23章5-32節の儀式の安息日について、キリストの中で成就したことについて話してい

ます。レビ記23:38は、「主の安息日の傍にある」という表現を用いて、儀式の安息日と第七日

の安息日を区別しています。儀式の安息日と新月は、十字架で消された儀式の一部でした。 （

ヘブライ10：1）十戒は神の指によって書かれました！聖域の箱舟の中にいました！ （出エジ

プト記31:18、出エジプト記25：16-22）さらに詩編119：144,119：172、黙示録11:19は、10の戒

めが永遠であり、神の御座の基盤であることを示しています！神の御座はサファイアの石であ

り、10の戒めはサファイア・ストーンから作られているという神の言葉はエゼキエル1:26で私

たちに伝えています。神は彼の王座の一部を壊して、それをモーセに与えました！ （出エジプ

ト記24：10-12、数字15：37-39、イザヤ54:11）安息日を含む10の戒めは、間違いなく尽くされ

ていませんでした！ 

 

   Colossians 2：14-17（KJV）14わたしたちに反して、わたしたちに反して、それを道から取り除

き、それを十字架に釘付けにして、戒めの手書きをはじく15; 16彼らはあなたがたを肉の中で、

また飲み物として、あなたがたを裁かないようにしなさい。祝日、新月、安息日の時代には、

次のようなものがあります。体はキリストのものです。マタイ24章にもかかわらず、イエスは

安息日に関する預言をしました。マタイによる福音書第24章15節によれば、イエスは荒廃の憎

悪の幕開けを予言しました。ルカ21:20によれば、エルサレムをエルサレムに囲まれていて、70

歳でタイタスが道を進んでいた時です。イエスは31日に死去したので、この出来事は起きた39

年前に預言されました。しかし、マタイ24:20では、イエスは、その出来事が十字架から39年後

に明らかになったときに、第七日の安息日を確実に守ってくださいました。恵みによって道徳

法を守る義務から解放されたというクリスチャンの全概念は、エフェソスとペルガムの都市に

住んでいたキリスト教徒のグループから来ました。ニコライタン人は新約聖書神学の創設者で

あり、クリスチャンは彼らが恵みを受けるために彼らが望むものを何でもすることができます

。しかし、聖書は、神がそれを下げないという基準を上げるようになったことを教えています

。これらのテキストに注目してください：ローマ6：1,2（KJV）私たちは罪を犯し続け、恵みが

豊かになるでしょうか？2神は禁じられています。黙示録2：6（NKJV）6しかし、これもまたあ

なたがニコラウス人の行為を憎むことです。それはまた私が憎むものです。聖書の安息日は、

第七日目です（創世記第2章2）。そして金曜日の夕暮れから土曜日の日没までです（創世記1：



5、レビ記23:32）。歴史を通してすべてのキリスト教徒は、ユダヤ人だけでなく、安息日を称

えました。紀元前321年のコンスタンティヌス勅書までは、クリスチャンドームで日曜日の礼拝

が始まりました。ローマ帝国のコンスタンティヌスは、常に日の崇拝者でした。サン・礼拝は

、古代バビロンに至る。古代バビロンは、太陽神が他のすべての神よりも優れていると信じ、

666の金の宝飾品を身に付けていた。666は太陽神の数であった。ローマの司教たちは、コンス

タンティヌスに、日曜日の法律を制定し、安息日が自分の領土の下でキリスト教徒と異教徒を

崇拝する者を統一できるように促した。そして、キリスト教の名目上の受け入れを促進する。

今日でさえ、ローマカトリック教会は、日曜日の礼拝が彼らの権威の印であることを誇りにし

ており、そうすることで教皇に敬意を表しています。カトリックの司祭たちは、多くのクリス

チャン、すなわち、感謝祭、長老、バプテスト、エホバの証人、ルーテル派、ペンテコステ派

、太陽の日を祝う人々を実際に集めて笑います。 （カトリック教会の言葉を引用してください

）ジェームズ枢機卿ギボンズ、父親の信徒、第88版、89頁。「しかし、あなたは創世記から黙

示録まで聖書を読むことができます。日曜日、聖書は、私たちが決して浄化しない土曜日の宗

教的遵守を執行します。」「カトリック教会は、...私たちの主の復活を念頭に置いて、この休

息を日曜日に移しました。プロテスタントは（カトリック）教会の権威に彼ら自身にもかかわ

らず彼らが支払う敬意です。モンシニョール・ルイ・セグール、今日のプロテスタントについ

てのプレー、p。 213.「日曜日は私たちの標章または権威です...教会は聖書の上にあり、この

安息日の遵守の移転はその事実の証です」。カトリック教会は、ロンドン、オンタリオ州、9月

1,1923.Theカトリック教会は、日曜日の礼拝の真実について、何度も出てきました。彼らはそ

れについてもっと明らかにすることはできませんでした！一部の人々は、毎週のサイクルが変

わったと主張し、週刊祭の第7日目となる日曜日にU.N.が出てくる新しいカレンダーについても

言及する。英国の王立グリニッジ天文台は7日間の週を確認して、英国のRoyal Naval 

Observatoryのような天文学者を率いて、7日間の週があったというのが真実です。ユダヤ人は

土曜日に安息日を4000年以上も保存してきました。そしてもちろん、今日私たちが話す言語の

多くを作った神（創世記11：7）は、安息日を言語として保存しています。土曜日の土曜日と安

息日は、世界中の140以上の主要言語で同義語です！アラビア語からロシア語、インドネシア語

、スペイン語へ全世界の聖書の予言、すべての国、すべての政府は獣の力に屈するでしょう（

改革13：3）。私たちの聖書は私たちから取られます。 （アモス8:11）。私たちは、日曜/安息

日の問題について裁判所に提起されます。そして預言の霊は、すでに彼らが私たちに反対する

議論として使うべきことを私たちに話しました。注意：安息日の日の到来を理解しているよう

に見え、遵守を義務付けている法律を作ることに大きな熱意を示している人々は、安息日の遵

守の妨げに障害を置くことを求めるでしょう。 - 終末の出来事キリストがすでに裁判にかけら

れると予言し、聖書を取り去り、安息日がいつの日かわからないと伝えるという事実だけです

。（設立が熱心に日曜日）エホバが栄光のために何千年もの間、安息日を守ったことをさらに

示しています。これがすべてプロンプトであったという事実前にesiedは、第七日の安息日の合

法性を示しています。 （ヨハネ14:29）私たちはイエスの血によって救われます（黙示録1：5

）。最後の世代は戒めを守るでしょう（黙示録14:12）。彼らは神を愛し、彼の性格を反映して

いるからです。サタンイザヤ書14:13（13）あなたが心のうちに言ったように、私は天に昇り、

私の玉座を神の星の上に上げます：私は会衆の山にも座ります、北側にあります。だけではな

いサタンは神の上に高貴になりたいですか？彼は興味深いことに、彼の王座が北側にあること

を望んでいます。詩編48：1-3は、神の御座が北側にあることを明らかにしています。サタンは

偽造品です！だから結婚と安息日が神の栄光のための二元施設であれば、それは同性愛と日曜



日の神聖がサタンの栄光のための二元的な機関であることを意味するでしょう！私は今あなた

の聖書を創世記に開きます。 38：24-30、これを見るともっと深い：創世記38：24-30（KJV）

24それは約3か月後に、ユダに言われた、「あなたの娘タマルは、 ;また、見よ、彼女は淫行に

よって子供と付き合っている。ユダは言った、「彼女を連れてきて、彼女を焼かせてください

。 25彼女は育てられた時、彼女の父親に法律を送って言った、「これは、私が子供と付き合っ

ている男である。彼女は言った、「私は祈っています。これらの人物、印章、ブレスレット、

スタッフ。 26ユダは彼らを認めて言った、「わたしよりも正しいのです。なぜなら私は彼女を

私の息子シェラに渡さなかったからです。そして彼はもはや彼女をもう知りませんでした。 27

彼女の苦しみの時に、双子が子宮の中にあったことが起こった。 28彼女は苦しんで、手を出し

た。助産師は緋色の糸を手に取って言った、「これが最初に出てきた。 29それで彼は手を引く

と、その兄弟が出てきたので、彼女は言った、「あなたはどうしましたか？この違反はあなた

の上にあります：したがって、彼の名前はファレスと呼ばれました。 30その後、彼の兄弟は出

てきて、その手の上に緋色の糸があった。彼の名前はザラと呼ばれた。私たちはここでハーロ

ットが王と懇願するのを見ます。シグネットリング、ブレスレット、スタッフはすべてキング

マン船のシンボルですが、ダニエル6:17、出エジプト記35:22、審判6:21でご覧になれます。聖

書の女性は教会を表しています：エレミヤ書6：2、コリント第二11：2。 Harlotは腐敗した教

会を表しています。私たちはこれを啓示17：4で見ます.TamarはPharezとZerahという2つの双子

を産みます。これらの2つの双子は、サタンの2つの偽造施設を表しています。ゼラは最初に出

て行きたいと思っていたので、とても面白いです。スカーレットの糸が彼の手に縛られ、彼は

それを引き戻した。スカーレットは聖書の罪の象徴です（イザヤ書1:18）。スカーレットはま

た、バビロンの偉大な売春婦の象徴でもあります（黙示17：4）。右手は獣の印と直接つながっ

ています（黙示13:16）。ゼラのためのヘブライ語の言葉は、輝きや夜明けを意味するゼーレッ

クです。これらは、太陽に関連する言葉です。ゼラは、サタンの最初の偽造施設である日曜日

の神聖さを表しています。パレスはヘブライ語ではPa-resを意味します.Pa-resは強制力と法律

を破ることを意味し、同性愛は神の法律を強制的に破るものです。ファレスは、サタンの第二

の偽造機関、ゲイの結婚を表しています。議会は1888年に十分に面白かったので、議会は国民

の日曜日の法律を制定しようとしていました（これはゼラの手が伸びていることを表していま

す）。神の二人の人がそれに対抗して（ジラの手を引っ込めて）、法案は却下されました。 

2015年6月26日金曜日にズームインし、ゲイの結婚は最高裁判所によって全国的に合法化されま

す。これは、ファレスが生まれたことを表しています。聖書のように、私たちの国家はすぐに

ゼラを誕生させるでしょう（国家の日曜日の法律）。ある特定の夜、私は新鮮なサラダを食べ

ていました。私のチームメンバーRoseとHamiltonは大豆の塊を食べていました。健康メッセー

ジのために神を賞賛してください！ローズがツインタワーに言及した時、我々は双子について

の創世記38の話を研究していました！ハミルトン・マッセイ直ぐに、Genesis 38の同じシーケ

ンスが9/11で起こったと言った！聖霊は私に神の言葉を開くように言いました。そして、彼は

真実の精神がなぜ9/11が本当に起こったのか教えてもらえませんでした！ 9/11は、アメリカの

歴史における最悪のテロ攻撃でした。ゼパニヤ書1：14-18（KJV）14：主の偉大な日が近づいて

おり、それは近くにあり、主の日の声でさえも非常に強く、強い人はそこで激しく叫ぶでしょ

う。 15その日は怒りの日、苦難と苦痛の日、荒れと荒廃の日、暗やみと憂鬱な日、雲と濃い闇

の日、16ラッパの日とフェンスの都市に対する警戒、そして高い塔に対して。 17わたしは人々

に苦しみをもたらし、彼らは主に罪を犯したので、彼らは盲目の人のように歩くであろう。彼

らの血はほこりとして、彼らの血は、糞としてのエス。 18彼らの銀も金も、主の怒りの日に彼



らを救うことができない。彼の嫉妬の火で全土が荒れ尽くされるであろう。彼はその土地に住

んでいるすべての人たちのすばらしさを失わせるであろうから。ゼパニャは、時の終わりに何

が起こるかというビジョンを示しました...。主の偉大な日.........。トラブルや苦難の日は

9/11でしたか？はい！高層ビルに対する警戒の日は9/11でしたか？はい、それは世界中の警報

でした！血液の一日が9/11だったのですか？はい！何百人もの人々がほこりで亡くなりました

！預言者エレン・ホワイトは1901年後半に9/11まで100年ぶりに驚くべきビジョンを示しました

。彼女は双子の塔が下がったのを見て、8点を預言しました：1）非常に高層の超高層ビルがNYC

に建設されました2）これらの建物は耐火性と見なされました3）建物の建設は不正な資金調達

からくるでしょう4） 5）彼らはピッチとして燃えるだろう6）。消防車は地獄を止めることが

できないだろう7）。消防隊員は、彼らの消防車を操作することはできません.8）建物は落ちる

でしょう.9）恐ろしさは想像もできません。驚いたことに、これらのポイントはすべて2001年9

月11日に正確に達成されました！だから、なぜゼパニアとエレン・ホワイトは9/11を予言した

のですか？なぜ9/11は預言的に重要でしたか？ゼパニャンは約3000年前に住んでいました！ 「

9/11を絶対に忘れないでください」というスローガンもあります。アルカイダが米国を嫌うた

めに起こったと言われる人もいます。政府は私たちの自由を奪うために計画された攻撃をして

いると言います。しかし、政府が自由を奪う方法はたくさんあります。なぜ彼らはニューヨー

クのツインタワーズを爆破する必要がありますか？建物はずっと吹き飛ばされていましたが、

今まで9/11の背後にある霊的な意味を理解できませんでした。ゼラはまず子宮から手を伸ばし

、最初に出たいと思っていましたが、代わりにファレスが出てきました。最初に降ったはずだ

ったが、サウスタワーは降りてきて、その後はノースタワーが降りた。双子の塔はサタンの二

元的機関を表しています。北タワーは日曜日の法律を表し、サウスタワーは同性愛を表します

。興味深いことに、ゼラの手札には赤い糸が繋がっていたように、ノースタワーのアンテナの

大部分は明るい赤色に輝いていました。ダニエル11の本には北の王がいて、あなたは南の王が

います。北朝鮮の王は、天国の神の上に自分自身を高揚させ、偉大な力を持ち、非常に裕福で

あり、聖人と戦争をする崇高な宗教的人物であり、彼の目標は日曜日の法律を実行し、世界の

支配権を獲得し、神の人々（ダニエル11：32,33,36,41,43、エレミヤ1:14、黙示13:15）。興味

深いことに、ノースタワーはエネルギー会社、通信会社、カントール・フィッツジェラルド不

動産、リーマン・ブラザーズ、港湾本部を含む多くの金融機関の本部であり、高さ362フィート

の通信アンテナによってサウスタワーと区別できました。北の王は南の王と角で区別され、北

の王はダニエル7：8の小さな角として表されています。ノースタワーはイタリアンワイン研究

所の本拠地でもあったが、北朝鮮の王は黙示録14：8でワインを飲んだ国家になった。ダニエル

11の北の王がより重要な王だったのと同様に、北タワーも明らかに重要な塔でした。南の王は

同性愛と宗教によって特徴付けられました。これは黙示録11章8節で見ています。北朝鮮の王は

、教皇と、南北の王である日曜礼拝のための彼の呼びかけを表しています。同性愛と無神論に

よって定義された国家を表します。サウスタワーはサタンの二番目の同性愛者である同性愛者

を表しています。ダニエル書11:40では、北の王と南の王がお互いに戦います。しかし、ダニエ

ル11:27は、北の王と南の王が同じテーブルに座っていることを示しています。これはHegelian 

Dialecticと呼ばれるもので、戦場にいるのと同じアジェンダを持って戦争に出ているようです

。ダニエル11:40は言います40そして最後に南の王が彼を追い、北の王は旋風のように戰車と騎

兵と多くの船と一緒に来るでしょう。彼は国に入り、越えて行き渡ります。そして、アメリカ

がゲイの組合を合法化する2015年の6月には、国家のソドミー法（NSL）を通過したのと同じよ

うに、3ヵ月後にも、国連と世界会議の合同会議の前にメッセージを広めるために米国を訪問し



た。旋風は速さと荒廃が特徴です。そして、いくつかの大手メディアは、フランシスコ教授が

動いていたスピードに注目し、「whirlwind "を訪問し、フランシス教皇の使命を記述すること

。次の見出しとフレーズを考えてみましょう：「気候変動、和解に焦点を当てた米国で最初の

旋風の日、ローマ法王」5「東海岸はフランシス教徒からの旋風の訪れを準備する」、6「旋風

の御子旅は終結する」7「旋風旅行：ローマ法王フランシス（ローマ法王）; 8「ローマ法王フ

ランシスが来て、彼の米国訪問時に見た」9最後の見出しは、ヒョウの主な特徴の一つであるロ

ーマカトリックを代表するもう一つのシンボル（黙示録13：1-10）、その鋭い焦点とその獲物

を観察する能力があります（ホセア13：7）。それが攻撃の立場にあるときには、それが獲物の

ことを確かめたときに、それが襲撃され、その被害者を支配下に置く。彼の米国訪問の直前に

、教皇フランシスコは共産主義国であるキューバを訪問したメディアによって旋風として描写

された。毎日のメールから、「ローマ法王フランシスは、米国が今までにない警備で到着する

準備を整えているため、街全体を祝福して、彼の旋風を巻き起こすキューバのツアーを終了さ

せる」10 CBS Newsはこう言った。「3日間のキューバ訪問で、教皇は3つの都市を訪れ、2つの

大衆を祝い、青少年、家族、聖職者と出会います」11他の無神論的で不道徳な国々と出会い、

より強固な基盤を得た教皇フランシスは、 。 「中国の司教を任命するバチカンの権利の問題

に関する合意は、フランシス教の教皇の最大の外交上の功績になるだろう。ローマカトリック

教会と共産主義の中国政府の間では不可能な分裂であると多くの人が信じているものを橋渡し

することは、今後30日以内に発表することができます...両者の間で最も厄介な問題を解決する

合意 - バチカンの自らの司教北朝鮮の王はダニエル11世の南の国王を征服する。そして双子の

塔が倒れた後、十分に興味深いものの、再び双子の塔を建て直すことはなかった。ノースタワ

ーは世界統制権を持つ教皇庁を代表する世界貿易センター（本館）として再建されました。創

傷は癒されました（啓示13：3）9/11は、地球の歴史の最後の瞬間の始まりです。それは黙示録

14：8で言います。バビロンは倒れています...。サウスタワー、ノースタワー。タマルはツイ

ンズを妊娠し、苦しんでいた。イエスはマタイによる福音書第24章8節で、終わりは生まれつき

の女性のようなものであると述べました......サタンの二人の組織に！そして9節で、イエスは

安息日の守護者たちの後に来ると言いました！2008年には、世界中で見られなかった世界的な

金融危機がありました。それは世界のすべての国に影響を与え、リーマンブラザーズのような

大手企業はバストした。連邦準備制度理事会が世界経済の動きを維持するために4.4兆ドルを引

き揚げたことは非常に深刻でした（過去200年間に米国は8,250億ドルを創出したことに注意し

てください）。 2008年はノースタワーに当たる飛行機を表していますが、まだ落ちていません

でした！ 2015年に拡大され、同性愛は米国史上初めて全米で法律化される。これはサウスタワ

ーが降りることを表しています！ 2015年にローマ法王は、第237条の気候危機に照らして地球

を癒す手助けをする日曜日の法律を要求する、回文のLaudato Siを解散させました。主要企業

と世界のリーダーは、気候のアジェンダに既に参加しています。ナンシー・ペロシ氏でさえ、

ワシントン・ポストで、パリ気候取引は日曜日の礼拝であることが確認されました！これは、

北の塔が降りようとしていることを示しています。ツインタワーズが下った後、ペンタゴンの

一部が降りる。ペンタゴンは、軍隊の力を表します。これは日曜日の法律が第二段階に入った

ことを表しています。 The Book The Great Controversyは、米国が日曜日の法律を可決するだ

けでなく、しかし、それは気候変動と戦うための法律として、軽度から始まり、社会の道徳を

より良くするために、遵守しない人たち、究極的に強制礼拝制度に罰金を科す。ペンタゴンの

一部のみが降伏することを覚えておいてください。これは、力の体制が完全ではないという事

実を表しています。なぜなら、エホバに堅固な立場にある残党が存在するからです！ズーム・



フォワードと建物番号7爆発した爆弾で、不思議なことに数秒で現れます。建物番号7は安息日

の守護神を表しています。地上には他に誰もいません。サタンは7日目の再臨祭よりも嫌いです

。そして、大論争がCh。 9：人間の法律の保護が神の律法を尊重する人々から撤回される時、

異なる土地には、破壊のための同時運動があるでしょう。法令で任命された時間が近づくにつ

れて、人々は嫌悪する宗派を根絶するために共謀するでしょう。それはうまくいく私は一晩中

打撃を決めることが決定的な打撃となり、それは激しい反論と叱責の声を完全に沈黙させます

。ツインタワーからの煙の中で人々が悪魔の顔を見たと言われています。サタンはこの悲劇の

背後にいました。私の友人たちに、9/11が起こった本当の理由は、サタンが彼の2つの双子機関

を解き放つことを約束していたことです。時間は非常に緊急です。私たちがイエス・キリスト

を見ようとしているのは聖書的な事実です！同性愛者の法律はすでに成立しており、ファレス

は生まれており、サウスタワーはすでに下っています。サタンは自分の時間が短いことを知っ

ています。それは証言で言う。 4サタンは、もし彼らが覇権を得るなら、世界の王国を人々に

提供します。多くの人がこれを行い、天国を犠牲にします。罪よりも死ぬほうが良いです。欺

くよりも欲しい方がよい。私はサタン自身が光の天使として現れ、ニューヨーク市、ロンドン

、ドバイ、パリ、そしてこの世のすべての国を私に提供したとしても、私は彼をその名前で叱

責するでしょうキリスト・イエスのことです！この世界は、神の壮大で栄光の宇宙の塵の斑点

です。私はイエス・キリストを選びます。私はむしろ地球の歴史の最後の瞬間に3天使のメッセ

ージを宣伝する通りにいます。聖霊は、神格の三番目のメンバーは、この惑星を描くことがで

きませんでした。それはペンテコステの日の栄光を上回ります。聖霊は世界中の何百万人もの

人々の目を開くでしょう。無神論者、宗教家、日曜日の守護者たちは、彼らの間違った経過を

驚くほど明瞭に見て、光に来ます。現実の真実は、後の雨の力でどこにでも行きます！大論争

ではこう言います。論争が新しい分野に広がり、人々の心が神の踏み入った法律に召された時

、サタンは驚異的です。メッセージに出席する権力は、それに反対する人々を怒らせるだけで

す。聖職者は、群れに光を当てないように光を遮断するために、ほとんど超人的な努力を払う

でしょう。この引用文は、初日の閣僚について話すだけでなく、多くの大祭司大臣も神の光に

立ち向かうでしょう。以前のビデオでは、バロック・オバマ大統領がどのようにしてポケス・

エンサイクリカルを称賛し、それを深く賞賛したかを述べました。彼は、地球上のすべての国

がそれを採用するよう呼びかけ、米国がこのイニシアチブをリードすると述べた。私が知って

いるいくつかの人々は、獣の印と世界の終わりをもたらすオバマの夢を持っていました。私は

まだ、オバマが日曜日の法律を履行すると信じています。そして、神の奇跡によって、ドナル

ド・トランプを就任させました。政治的背景を持たず、フリートーキングの一部でさえ、Newt 

Gingrichがテレビで述べたような男!!!!これは奇跡的なものではありません。トランプは今パ

リ条約を終了しました。神は本当にもう少し時間を私たちに与えてくれました。あなたは彼の

慈悲に従うでしょうか？ 2015年に総会は正式に「差し迫った」という言葉を出すよう投票しま

した。彼らは投票し、 "Soon"に置き換えました。彼らによるイエスはすぐに来ることはない、

彼はすぐに来る....大きな違い！しかし、それは私たちを驚かせるでしょうか？マタイ25章は

、国家の日曜日の法の前に世界のSDA教会が眠っていて、眠っていると預言しました。それから

....世界のSDA教会が目を覚ますでしょう！しかし、悲劇的には、ほとんどのSDASは、彼らが油

のない愚かな処女であることを知るでしょう。彼らは国家日曜日の法律を待っていますが、そ

れは神様の身体を開発するのが遅すぎるか、国の財産を確保するのが遅すぎます。彼らは、日

曜日の法律がすべての時代の中で最も優れた試験であることを知ります！サタンはこの最後の

欺瞞のために何千年も前から準備しています。その大学のようにして、それを取ると勉強して



いないまでの試験まで待っている！あなたは失敗するだろう！今はすべてを祭壇の上に置くべ

き時です！ヨハネの黙示録7：2-3（2）また、別の天使が生きている神の印をつけて、東から上

ってきたのを見て、地上を傷つけるために与えられた4人の御使いに大きな声で叫びました。 3

わたしたちが神のしもべを額に封じるまで、地を傷つけず、海も木も傷つけなさい。その国家

日曜日の法律が通過するとき、それは天国の聖域の判決が死者から生計に移っていることを示

します。神々の封印は生きている間に行われます。 （ペテロ第一4:17）保護観察が終わりそう

になり、私たちの多くは、私たちが使命の分野にいなければならない時に仕事に時間を費やし

ています。上司に服従し、未蔵臣に屈する。これは、滑らかな心理的説教のための時間ではあ

りませんが、目を覚ます時間です！私たちには賢明な聖母になる機会があります！ Flames 

Ministry Internationalでは、これまでにない大胆な宣教活動に着手しています。私たちは、

あなたが今日聞いたメッセージを、その都市に住む840万人の人々に奪い取る、軍隊を持つNYC

に向かっています。これは、「雨が降らないようにする」と呼ばれます。私たちはこの地球の

友人に多くの時間を残していません。エテルニ 永遠が近づいている。 私たちはあなたの助け

を求めています。 PRAY PRAY PRAYは、神が大きなドアを開くことを祈ります。 あなたが私た

ちをサポートすることに感心した場合は、以下の寄付リンクがあります。 本日発表された情報

は、スペイン語、中国語、ポルトガル語でPDF形式でご覧いただけます。 そして私達の連絡先

電子メールは以下の通りです。 私たちは生命の木の下でお互いを見たいと決心しましょう！ 

神があなたを祝福してくださるように！マラナータ！ - ポール・ジュベルグ 


