
招待
--------------

見よ、イエスがあなたの心のドアに立ち、ノックする。 あなたと彼の声を聞くなら、彼の精神を、
神の霊に来て、あなたの精神で住み、あなたが一人になるであろうあなたの心を開く。 彼らはあな
たがこの地上の生活を克服するように、あなたも一緒に天国で永遠の命をこの世の旅が終了するため
にすることができます役立ちます。
使徒エドワード

聖書は、詩：ヨハネの黙示録3:20-21;ジョン14:23; 1ヨハネ4時09分
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あなたの心を開く
------------------



正確にどのようなものは神にとHISひとり人間の御子イエスあなたの心を開くことを意味？ あなた
が考えてみればまあ、それは実際にかなり簡単です。 あなたが喜び、幸せ、悲しみも心痛や失恋が
発生することができます、あなたの心"で特別な場所"を占める愛していない人はいますか？

いつ、誰かを好きに選択すると、すべての感情は愛に関連付けられてあなたの心を開く。 同じこと
が発生する神と。 彼は特別な場所で、あなたの心と呼ばれる望んでいる。 イエスは私たちの心の
ドアに"開くに私たちを求めるノックで2番目のチャンスを提供することができます。"
ハロー！ あなたは私たちのこの世の旅が終了した後、人生が始まるか知ってる？ あなたは知って
いますか"招待"神から？

すべてのあなたの心の
-----------------

神が再び天の"王国"本物のであることを私たちに思い出させるためにイエスを送った。 それはある
人後悔し、戻って神に戻るための来世です。 イエスは私たちに永遠の生命にこの招待状を提供する
初めてではない。

神は言った："あなたはすべてあなたの心MEでの検索するときにMEを見つける！" エレミヤ29:13

ためには、すべてあなたの心の神で検索には、あなたは、神が存在し、信仰の領域に足を踏み入れる
認識する必要があります。

"しかし、信仰がなくて、彼を喜ばせるためには不可能、彼の神には、彼で[決定]存在する信じなけ
ればならない、と、彼は人々熱心に彼を求めるの報いです。" ヘブル11時06

エクササイズあなたがたの信仰
-------------------

あなたは信仰の全体の心をもって神に近づく。 信仰を行使するすべての答えを持っていないという
ことです。 あなたは答えていた場合は、/希望の信仰を行使する必要はありません。

"今の信仰、物事の期待通りの物質、物事見ていない証拠です。" ヘブル11時01分

"信仰は公聴会で、来て、神の言葉によって耳を傾けた。" ローマ10時17分

より多くの場合、簡単にそれは信仰を行使することは神の言葉を知っている。 あなただけが生まれ
再びなる可能性が信仰を行使します。 あなたが初の女性[肉]の生まれ。 徐々には生まれも、あな
たが聖霊に戻ってあなたの神を認め、私たちの創造によって生まれているということです。

真実として神の言葉を受け入れることによって子供の信仰を行使によって神に戻ります。



生まれ変わるになる
-----------------

多くの人があなたがもう一度救い主としてイエスキリストを受け入れることによって生まれて説く。 
しかし、これは救いの完全な真実ではない。 受け入れキリストとして救世主は、主に彼の悪口を越
えて行かなければならない。

イエスは言った："私に言う誰もが、'主よ、主が、天の王国を入力しなければならない彼は天国で
私の父[神]の意志をしません。" マシュー7時21分

イエスは彼が救世主だと主張し多くのキリスト教徒を拒否します。 我々は、なぜ、イエスが教えて
くれるので、なぜ詩23推測する必要はありません。

イエスは言った："私は彼らに宣言しますキリストは]拒否人をで私は、あなたが、私から出発する
と、人の練習無法を知らなかった。"
マシュー午前7時23分

イエスの指示ポールへ
---------------------------

だから、イエス自身の言葉で、私たちはただ、私たちの口と同様に救世主彼を主張し、十分な多くの
人が説教何にもかかわらずです参照してください。 ポールは王アグリッパに行為に説明、指示は、
彼がイエスから受け取った。

イエスは言った："私は今、あなたは異邦人]に目を開き、[および送信暗闇から光にそれらを有効に
する、そしてサタンの力から神に、彼らは、それらの人々聖別さの間で継承罪の赦しを受けることが
できる 私の中で信仰によって。" 行為26:17-18

だから、キリストの心の中には、天国で永遠のいのちですあなたの継承を得るには、少なくとも4つ
の物事を行う必要があります。 これは私が話している招待状です。

キリストの4つの期待に
---------------------------

1。 あなたの目を開く。 これはあなたの心を開いて神に耳を傾け、御子イエスを意味します。 そ
れはあなたの心のメッセージに今与えられてください。

2。 あなたは暗闇から光に向ける。 これは、人間の方法神の方法ではなく、上に焦点を当てるとい
うことです。

3。 あなたはサタンの力から神に向ける。 これは、あなたの罪のことを後悔するとタップ神の力に



なります。 それはあなたが1つになるように選択を意味神と神の御子イエスです。

4。 あなたがイエスキリストへの信仰によって聖別された。 これは聖なるものであることを意味す
る前に、神の目あなたが信じるように選択したため、神のひとり、人間の息子Ðイエスキリストナザ
レのです。 あなたの信仰はして服従が続いている。

神の服従の期待
----------------------------

"神のために、彼は人間の]息子は、その誰でも彼を信じているイエス]が滅びることなくれるべきで
す、彼のひとり[を与えたが、永遠の命を持って世界を追加しました。" ヨハネ3:16

これは何です素晴らしい詩が、もしあなたがここでジョンで停止すると、詩36のメッセージを逃す
と思います。

"彼の息子[イエス]を信じて永遠の命を持って、彼の人生を参照してくださいしてはならないの息子
を信じていないが、彼に神の遵守の怒り。" ヨハネ3:36

いくつかの聖書は明確で最後の部分を述べること人の息子に従うしないで神の遵守の怒り。 した
がって、あなただけのイエスを信じてはいけませんが、あなたは彼が何を教え、彼のコマンドに従う
信じなければなりません。

神キリストを知ることは役立った
-----------------------------

多くのキリスト教徒がfalseの教義ではもはや誤解されているイエスキリストの送達神を知ってい
る。 さらに悪いことに、彼らは誤って自分たちの神としてキリストを置き換えています。 我々
は、多くの教会で、イエスキリストとパウロの実際の教えを否定したこの人工の伝統は、"三位一体
の教義"と呼ばれるので、知っている。 注意深く聞くことが重要です。

イエスは言った："彼は私を信じて、私ではなく、考えているが、HIMの私を送った。" ジョン12：
44

あなたはイエスの真の信者ている場合は、彼の言葉に耳を傾け、あなたが戻って彼の父、私たちの神
に戻ってきた。 それはあなたの父、全能の神、ヤハウェ、エホバ、主、また、ヘブライ語のテキス
トの4つの文字YWHW指定として知られているということです。 主はYWHW聖書の神を指定するに置き
換えます。

イエスは言った："私は私の父とあなたの父に、私の神と、あなたの神に上昇しています。" ジョン
20時17分



これらは、イエスから非常に単純な言葉です。 彼は神々は、すべての提供、彼自身を含む話す。 
しかし、誰が三位一体の教義を信じて、多くのこれらの言葉を彼らが書かれているとして受け入れる
ことができない。 あまのじゃくの教説は歪曲と地獄につながる人々の目的のためにキリストの言葉
をひねっ。 ことが重要キリストが提供神を知ることはありますか？ はい、それはされ、使徒パウ
ロは、なぜ私達に告げる2 thessですインチ 午前1時08分。

"神の偉大な天使たちは、火[キリストを炎に]に復讐を予定とするとき、主イエスが天から明らかに
され）人々は神を知らない、とBに）人たちの主イエスキリストの福音に従うしないでください。 "
2テサロニケは1時08分

の神のGETのIDENTITY右
------------------------

7聖書の教え：
1。 キリストは私たちの大祭司です。 ヘブル7:16-17

2。 すべてのもので、キリストは彼の人間の兄弟のように彼は、効果的な大祭司ことができるよう
に作られなければならなかった。 ヘブル人へ2時17分

3。 人はキリストと従う、キリストを信じていない実際に保存されません。 ヨハネ3:36

4。 キリストが崇拝する教えてくれただけの父、"彼の神と私たちの神に仕える。" マシュー4：10

5。 キリストは父、"彼の神と私たちの神に祈るだけに教えてくれた。" ジョン4:23-24;マシュー
6時06分

6。 キリストは彼が初めて教えてくれた神の作品です。
ヨハネの黙示録3時14分

7。 また、神の七つの霊があります。 ヨハネの黙示録1時04分

"神を恐れる[、イエスとパウロは父親]として識別、彼に栄光を与える、HISのさばきの時が来て、
そして天と地と海と水の泉を作った礼拝はHIM。" ヨハネの黙示録14：07

ポールは父親としては神を識別
---------------------------------

イエスは、父とも私たちの神彼の神だったと教えてくれた。 使徒パウロは私たち1コリント神につ
いての章を8同じことを教えて！

1つの神、父



ない"他の神が1つです。天がいわゆる神場合でも、かどうか、または地球上で（と多くの神々、多
くの大名です）、まだ私たちのE

1つだけ、神は、誰がすべてのものの父と私たちはHIMのであり、かつ

ワン主、イエスキリスト
1つの主イエスキリストは、誰を介してすべてのものであり、人を通じて、私たちが住んでいる。"1
コリント8:4-6

これは神によるものであり、HIMの作成を意味しますが、私たちは、イエスキリストを生きる、キリ
ストへの信仰によって私たちは神に従順である。

これは、キリストの私達の心の中に彼の精神と精神を彼の神の歓迎私たちの信仰です。 私たちは信
仰では、すべての人間の回答がなくても動作し、私たちの心の扉が私たちの救世主イエスと彼の神へ
の広い表示されます。 それは、神にして私たちはこの世界を克服することができます私たちの服従
です。

スピリットになってきのワン
----------------------

私の妻ジャッキーの霊と私は1の肉となった。 もちろん、我々は文字通り1つの肉ではないが精神的
な面で私たちは一体であった。 私たちは同じ心のされた、同じ精神とこのため私たちは同様に、ほ
ぼすべてに思った。 我々は、ロボットはなかった。 どちらも私たちの時に、別の意見があった
が、まだ、私たちは基本的に1つの心のであった。

我々は1つをお互いにしたので、私たちはしばしば、お互いの文を完了も、すべての言葉が話されて
いた前に他にどのように長い考えを知っていた。 私はよく私に話したり私について考えて彼女の心
を聞く彼女の声を聞くことができます。 同じことが彼女と一緒に発生しました。

それがプレーにするときの愛の結合が非常に2人の間に強いているもの精神的な謎であるので、私は
完全に人間の面では、これを説明することはできません。 しかし、誰が責任を寿命は1肉の配偶者
とされた驚きを証明することができますの愛に加え、多くの。

私の妻ジャッキー後2003年に亡くなった、私はまだ彼女の思考を聞くことができます。 私は彼女が
どのような状況で考えると分かっていた。 例：私は間違ってシャツに達し、私も心の中で言って彼
女を聞くことができる："あなたはそれらのパンツとそのシャツを着ることはできません。"

の忠誠心をゴッド聞かない
----------------------



ジャッキーと私は1肉という驚きのこの場所に、お互いにすべての私たちの心を与えることによって
得た。 私たちの心は紛れもなく、お互いに忠実なコミットされた。 神はあなたから献身と忠誠心
よりも望んでいる。 あなたの心に忠実である場合はHIMにコミットすると、冒険で、彼はあなたの
人生にもたらす驚かれることでしょう。

忠実な心を神の検索アイズ
-----------------------------------------

"主[神の目はあちこちに、地球全体で、強いの代わりに自分自身を見るには実行]人を対象に心臓部
である忠実[HIMをする]を約束した。" 2が16:9のクロニクル

よく考えてください。 あなたは彼に忠実な心を与えれば、全能の神が強いお客様に代わって本人が
表示されます。 これは、すべての場合は御子イエスへの信仰の心を開く起動します。

私たちは再び神の言葉から生まれるか
-----------------------------------------

あなたは再び聖書の3つの場所で使用される：フレーズ生まれ見つけるジョン3時03分、3時07分、
そして、ピーター1 1:23インチ イエスはニコデモに話すジョン3時03分には、再度神の王国を入力
して生まれたが必要になることを確認。 ジョン3:7-8では、イエスが生まれて確定再度、あなたが
聖霊の生まれているということです。

ピーターは、"もう一度"が誕生になることを教えて"神の清廉潔白な言葉をしています。"

"以来、あなたがスピリットを通じて兄弟の誠実な愛の真実に従うで、あなたの魂を精製して純粋な
心で、再度、堕落し種子が清廉潔白ではない生まれてきた、神は、住んでいるの言葉を通じて互いを
熱心に愛して を遵守永遠に。"
1ピーター1:22-23
____________

ポールは、再びフォーミュラ生まれている
-------------------------

"しかし、それは何を言ったの？'という言葉は、お近くの、あなたの口でも、あなたの心にありま
す。' （つまり、私たちが説く信仰の言葉は）：あなたの口の主イエスと一緒にする場合は、告白
し、あなたの心を信じ、神が死人の中から彼を調達している、あなたは救われることです。中心部の
1つは、義と考えているとは 口の告白は、救いに作られています。" ローマ10:8-10

* 2つの部分paulに再びフォーミュラ生まれている



---------------------------------------

私は）あなたの口では、神が死んでから[あなたは復活]を信じているイエスを調達告白、そして、

2）お客様は、あなたの心わたし神の義を信じている。 あなたは何が正しいかをしたい神の目で
す。

パートIIをお見逃しなく

多くの省庁は、すべてのあなたがしなければならないメッセージを促進する"口"イエスはあなたの
主と救世主であるとは、永遠の命を持っている。 あなたは今、イエスが別のメッセージを説いたと
ポールの救いの式は2つの部分とあなたの主としては、"口イエスだけでなく、1つの部分であること
を確認できます。"

多くの人は2ポールの授業の一部を無視する！

完全にキリストを返しますバック神に受け入れる人、私たちの父は、本当に神と実際には、イエスが
神ではない知っている。 彼らはしない礼拝イエスやイエスに祈る。 彼らに従うものイエスは彼ら
を教えて：礼拝のみの父、私たちの神、そして、イエスの名前で唯一の父プレイする。 彼は私たち
教師であるため、我々は神にイエスキリストの名の十字架上で彼の犠牲を称えるために祈る。

パートIIは、私たちの心の信仰は神の義を招いている。 言い換えれば、我々は神の義の標準に従順
になる。

最小の正義の標準
------------------------------

イエスは私たちが天国に入る前に、超えなければならない最低正義の基準は学ぶこと

イエスは言った："決して天の王国を入力し、私はあなたに、あなたの義が律法学者やパリサイ人の
義を超える場合を除き、必要になります"と言う。 マシュー5時20

上記の詩では、イエスが明確にある最小義標準天国に入るためには教えてくれます。 私たちの正義
を超える必要があります律法学者やパリサイ人の。 彼らはしばしば正しい神が、代わりに邪悪され
たふりを、彼らは偽善者でした。

正義は、単にあなたが何が正しいかということを意味神の目です。 多くの場合、これは正しい人間
の目には何のは逆に対照的にすることができます。 聖書は、私たちのすべてについての神の文字と
HIS好き嫌いを示しますので、どのような神が私たちから期待して知っている。

恋におちて神と



------------------------

多くの聖書は、すべてのイエスについては、これは真実ではないと思います。 これらの人々は、イ
エスを認めるに失敗する別のメッセンジャーは、神から。 聖書の本当の話は私たちの神たちを作成
し、そんなにHEは送って、最終的な試み私たち"の招待状を与えるために彼の唯一の人間の息子を犠
牲に私たちを愛し、偉大な愛の物語です。"

イエスは言った："私は他の都市も、神のために、私は送られてきたこの目的のための王国を説く必
要があります。" ルーク4：43

"多くの人を惑わすのうち肉に来るように告白、イエスキリストをしない世界に行っている。これは
惑わす者であり、反キリストです。"
2ジョン7

保存になるために、あなたの口は肉]に来る[人間性を告白しなければならない、とイエスキリスト
の復活十字架上の死。

"そして、私たちは、神の息子[イエスキリスト]は、来ている私たちに理解を我々は彼[神を知って
いる場合があります知っている、真である父];我々は彼[神は、真である父] 、我々は御子イエスキ
リスト]でている場合]この[神、父]を真の神と永遠の命です。"
1ヨハネ5:20

あなたが救世主としてあなたの心にイエスキリストを受け入れる場合、彼は彼の神するをもたらし
た。 私はÐ創造主の神と恋に誰が私たちとの交わりを求めて落ちていたようにあなたが持っていま
す。 この時点で、あなたの将来永遠に興奮するよ、あなたはもっと知りたくなるでしょう。 あな
たは神の言葉と全体の聖書を読んで空腹になります。

それが終わると、私は恋に落ちた31年前に神と。 1日、神は私は絶対に彼は本物を知っていた方法
で私の人生に触れたまでの人生で苦労私の存在終わることのない話のように思えた。

招待は、あなたはより多くのあなたの人間の感覚を検出することができます何よりも、この地上の生
活の中で起こっている認識を要求します。 この生活、精神的な側に別の側面があります。 あなた
は再び精神で生まれたとなる場合を除き、理解したり、そのことについては開始することはできませ
んも、この地上の生活の中で存在する、完全な真実を認識する。

生活の中でのイベントは、多くの理由から、発生が多い、それらの理由は精神的な基礎がある。 神
は人類の罪のために最終的な犠牲としての彼の息子を送った。 この過程で、神の機会の信仰を強化
するとの私達を残しました。

信仰のうちステッピングは、我々の心を開き、許可する必要があります神の御霊とその息子のに入力
すると私たち私たちの永遠の命への道を家に教えています。 これはあなたの永遠の招待状であり、
それは可能性があります1あなたはこの人生で表示されますのみ。 神に聞いてください。



神話すこと
----------

"それから、人々、主[神]を恐れた互いにし、話を主[神]は耳を傾け、それを聞いた。ので、思い出
の本は彼の前に人々、主を畏れ、誰のために自分の名前で瞑想書かれています' 彼らは鉱山、私は
彼らマイ宝石する日のホストの主、と私は男として、それらをスペアがする彼を提供して自分の息子
を惜しまないというしなければならない。' その後は再び邪悪な正義の間に、1つの神に仕えると
HIMを提供していません間識別しなければならない。"
マラキ3:16-18

"救いは私たちの神の王座に座って、ラム[イエスに、神]の右に属しています。" ヨハネの黙示録午
前7時11分

イエスは言った："まことに、まことに、あなたに、彼は人々は私の言葉を聞いて、彼[神を信じて
いると言う、父]私は永遠の命を持って送信される、と判断に、来てはならないが、[既に死からに
渡さ]いる [永遠]の生活。" ジョン5:24

あなたは神、イエスを送っている場合は、すでに永遠の命を持ってあなたはあなたの死の時点で判断
されることはありません。

イエスは言った："これは永遠の命を、彼らは[神があなたを知っている可能性があります、父]、唯
一の真の神、イエスキリストあなたが送信しました。"
ジョン17：03

イエスは言った："私の教義は私ではなく、HISは[神、父]を送ってくれた。" ジョン7時16分

神は常にあなたの人生のために最善を思っていました。 永遠の命のために彼の招待はイエスと一緒
に開始できませんでした。 あなたはエゼキエル第18章で見つけることができるための神の偉大な愛
の表現。 歴史の始まりから、最善を期待して神を見つけて、私たちは離れて邪悪から背きだろうと
正義の生活を望んで。

正義は交わりに私たちをもたらします神と。 その時、私たちは本当に永遠に彼の人々になっていま
す。

これは、選択神のために、信仰では、私たちは一時的なこの世の旅の旅行者が現在いるかにありま
す。 地球上で私たちの大きな決断という現実を、神が存在し、人生は本当にこの存在を超越受け入
れるようになります。 私たちの心の中にイエスが復活したとしてので、神は私たちを復活させる
知っている。

"世界や世界の事を愛してはいけない。誰もが世界を愛しているなら、父の愛は彼ではない。" 1
ジョン2時15分



イエスは言った："それは精神生活を与えている。肉の利益は何も言葉は私はあなたに話すの精神で
あり、彼らの人生です。" ジョン6:63

私は使徒エドワードています。 私は魂に達するに書き込む永遠の命神の招待状。 これは"招待"私
はここで紹介する。 しかし、私は特にキリストを通しての救いを主張する人の魂には、書き込み
は、キリストが神であると思うに惑わされている。

多くのキリスト教徒は、キリストの送達神を知らない。 これは、あなたの永遠の命が問われている
ことをされます。 お客様は、代わりに神の、イエス自身が提供崇拝イエスを人々に今まで祈ってお
り、約教えてくれた教会の背教を拒否する神と取得する必要があります。
神の息子"として誰でも崇拝は、神の御子"偶像崇拝をコミット神の目です。 このような人々は本当
には保存されず、精神的なお湯"です。" イエスキリストの礼拝は司祭や牧師を崇拝と同じです。 
神があるとしている他の神の彼以外にも。 それは彼の息子が含まれます。

研究聖書は、この章で引用の招待状を[は、非常に慎重に]。 スピリットの中に、神は私にあなたの
利益のために、これらの聖書を与えた。 それは実質的に他のすべての章では、この本でも適用され
ます。 [私は7エンドタイムズメッセージを参照していますhttp://www.sevenmessages.comオ
ンラインで見つけることができる神の本から、。 してください神の言葉に心を開いてあなたが戻っ
てあなた自身の天の家にすべての方法に従ってください例になるイエスキリストを、私たちの先生、
聞かせて。

この、あなただけ、彼が十字架の上で私たちの罪のために作ら犠牲にイエスを愛していないでしょう
か、また恋に落ちるが、神と。 あなたは彼を天国のすべての祈りの父さん呼び出すことができま
す。

使徒の祈り
----------------

天の御父神は私の兄イエスキリストは、私たちの先生は、私の祈りを聞いています。 この章を読む
あなたの御子イエスに心を開くし、あなたの精神にも祝福すべての魂。 そして、すべての人の祈り
下を祈って、あなたの招待を受け入れると、それらを付与後悔。
使徒エドワード

祈りは神の同意への招待状
---------------------------------

父なる神様、私は天国で永遠の生命にあなたのこの特別な招待を受け入れる。
 
私は口では、あなたが死んでから、彼は多くの人間の最初のあなたと一緒に復活するときは、イエス
キリストを調達告白あなたの息子や娘として。



私は私の心のわたしの正義を信じて、私はあなたの目に正しい生活を送るために最善を尽くします。 
私はイエスキリストの例に従う忠実な口語自分の死を意味する。

父は、私は、あなたとあなたの息子は私と一緒に私はこの地上の生活を克服するためのいずれかにな
ることを感謝します。 私はこれが1つの心と私たちを行いますがあなたの魂は私の中で自分のパス
の帰りを導くために住む知っている。 教えてあなたの方法主。 [での注意：サインインし、神に日
付をあなたの祈り。

の鍵は、聖書のロックを解除
---------------------------
あなたは神と神のひとり人間の御子イエスキリストの間にまっすぐ、あなたの聖書と永遠の生命に神
の招待が現実になる理解する関係を維持する場合。 この関係は正常に神の言葉を理解する鍵となり
ます。 三位一体の教義を使用して啓典を解釈しようとしないで、それはイエスにジョン8時40、
ジョン20：17のような単純な詩で嘘つきになります。 また、ポールに1テモテ2時05分、1コリント
として8時06単純な詩で嘘つきになります。


