Paul の文章
章 12
信仰を続ける
汝は、汝は学んだなた、なた; それらを学んだなたなた人の知っていることの保証されたものが、子供
からなたなた知られている神聖な経典なたことができているとは、キリスト ・ イエスにある信仰を通して救
わ賢い。 II ティモシー 3:14-15

覚えている: 私は他のコメントから仮定誰と彼の息子は Paul はティモシー、具体的に書い
ています。この手紙テモテへの Paul はティモシー Paul、によって疑い彼に教えられた知識の継続
し、真のみことばから左右に彼自身を許可しないことを助言します。などいくつか Paul が書いてい
るはあなたと私には当てはまりません、しかし、それのいくつかを行います。

続行なたなたなたことを学んだものでは良いアドバイスです。神の聖なる、過程は、勉強
し、神があなたの必要なものを学んだ。神があなたに示してから変えないあなたが意味するそれを示
されている、神の言葉に忠実であります。

覚えている: 神の自明の理。もし神が、それを話さなかったし、神のです。 .
Paul を教えてくれる、「、保証されてなた、なたは彼らを学んだなた人の知ることと」。神
の言葉を学ぶ過程で、個人的に勉強し、神の真の言葉を確認する手間や時間を取ったので学習した内
容が正しいことを保証になった。念頭に置いて、他の何を知っている、真実であるが、彼らが提供し
て、聖書から証拠を見ておくからあなたを支配させてください。証拠には説得力のある場合、あなた
はあなたの知識を保証することができますので、もう一度勉強する時間がかかります。

神に触発
聖書は、すべて神の霊感によって与えられるし、矯正と義の小言の教義のために有益です: すべての良
い作品に整えて神の人が完璧なことがあります。 II ティモシー 3:16-17

これらの 2 つの詩で Paul は、預言者は、神に触発された、そのインスピレーションを彼らは聖書の本
を書いたと言っています。これで私は反対する必要があります。私は反対の理由は、すべての私が学んだこと
は、神に自分の信仰によってインスパイアされていなかったが、神、神の天使たちのせめてもの実際に私に与
えられました。
預言者は、彼らが書いたものを書き込みに触発されなかった、彼らは神からの命令を与えられたし、
語った何を書きます。これはインスピレーションそれは服従ではないです。

単語「インスパイア」
私したがって、神と主イエス ・ キリスト、クイックと彼の出現および彼の王国で死者を判断しなけれ
ばならない人の前にあなたを充電します。御言を宣べ伝えシーズン外のシーズンでインスタントになります。
非難、叱責、すべて勧める longsuffering と教義。 2 テモテ 4:1-2

彼らは神の言葉が拒否されます。
いつか、彼らの教義を音には耐えないため自分の欲望の後しなければならないを山盛りにする彼ら自
身に教師、かゆみの耳を持つが、そして、真理からは耳を向けるものと寓話になってしなければなりません。
II ティモシー 4:3-4

すべてのものにあなたを見て、試練に耐える、エバンジェ リストの作業を行う、あなたの省の完全な
証拠を作る。 2 テモテ 4:5
私は今提供される準備ができて、私の出発の時は手で。良い戦いを戦ってきた、私のコースを終え
て、信仰を保持している: 今後が寝込んでいる私にとって、主義裁判官はその日に私をしなければならない正
義の王冠: のみ、私には、すべての彼らも彼の登場を愛しています。2 テモテ 4:6-8
わたしすぐにあなたのデューデリジェンスを行う: ディーマス hath この現在の世界を愛して、私を見
捨て、テサロニケわたし dapartedガラティア、タイタス ダルマチアわたしに Crescens。ルークだけは一緒で
す。マークを取るし、あなたと彼をもたらす: 彼は同省の私に収益性の高い。2 テモテ 4:9-11

司教の信仰
任意の (司教)、潔白場合ない暴動の訴えられたまたは手に負えない忠実な子供を持つ 1 つのワイヤの
夫。司教の欠点のない、神のスチュワードとしてする必要があります。ない selfwilled、すぐに怒りじゃない、
与えられていないワインもストライカー、与えないはめました。しかし、おもてなしの良い男性の恋人恋人地

味なだけ、神聖、温帯;彼が教えたかれらと忠実な単語を堅持、彼は熱心に勧めると、gainsayers を説得する教
義を音でができる可能性があります。テトス 1:6-9
多くの手に負えないと無駄なおしゃべりと、割礼の特別彼らを惑わすあるため: 人は全体の家を覆す彼
らが不潔なもうけのために、すべきことを教えて、その口を停止しなければなりません。テトス 1:10-11
彼ら自身、自分のも預言者の 1 つは言った、「Cretians 常に嘘つき、悪獣、遅い腹。テトス 1:12
この証人は、当てはまります。何のためにそれらを譴責急激に、信仰にサウンドとなるようユダヤ人
の寓話と男性の戒めに耳を傾けるを与えていない、それは真実から電源を入れます。テトス 1:13-14
すべてのものが純粋なわたしの純粋: 汚していると疑うようなかれらは何も純粋な;しかしも自分の心
と良心を汚しています。彼らは神を知っていることを公言します。しかし、作品で彼らは憎むべきと反抗し、
すべての良い仕事の無頼漢わたしである彼を拒否します。テトス 1:15-16
汝の教義を音になる事を話す: 地味な重大な温帯、信仰、忍耐、チャリティーで音高齢の男性であるこ
と。タイタス 2:1-2
高齢者の女性同様に、として動作できるサルモワの神聖、偽ではなく告発者、多くのワイン、良いも
のの教師に与えること地味な良い、神の言葉を冒涜するないことの onw 夫に従順な控えめな、貞淑な看守、
自宅に自分の子供を愛すること、自分の夫を好きにする若い女性を教えることがあります。タイタス 2:3-5
若い男性は、同様に心が冷静に勧めます。すべてのもののものに汝自身を良いわざの模範: 教義そして
uncorruptness、重力、誠実、健全なスピーチを非難することはできません。反対の一部は、彼は恥ずかしいか

もしれない、あなたの言うことは邪悪なものを持たない。タイタス 2:6-8
自分の主人に従順してすべてのものでも彼らを喜ばせるための公務員を勧めるアジン; answereing ない
です。いない盗掘、そして、すべての良い忠実;彼らはすべての点で私たちの救い主なる神の教義を飾ること
があります。タイタス 2:9-10
救いをもたらしてくださる神の恵みに、不敬虔と世俗的な欲望を否定し、生きなければいけないとい
うこと冷静、独善的、私たちを教えるすべての人に登場したかれらのと信心深い、この現在の世界に希望、そ
して偉大な神と私たちの救い主イエスキ リストの栄光に表示される祝福を探してタイタス 2:11-13
人は彼がすべて不義から私たちを償還可能性があり、良い作品の熱心な奇妙な人々 unto 自身浄化私た
ちのため彼自身を与えた。これらの事は、話すと勧めると、すべての権限を非難します。男あなたを軽蔑はな
いよ。タイタス 2:14-15

心の公国の対象として判事、爆丸がないように、人の悪を話すこと、すべての良い仕事に準備ができ
ているが、穏やかに従うことを示すすべての人かれらすべて柔和でそれらを置きます。タイタス 3:1-2
私たちは、悪意と憎悪、羨望に住んでいると別の 1 つを嫌うダイバーの欲望と快楽を提供予期しなけ
ればならぬ愚かな、反抗的なだまされて、自分自身もだった。タイタス 3:3
その後男に向かって私たちの救い主なる神の愛と優しさが登場、再生洗浄と聖霊; の更新によって救っ
てくださった、彼の慈悲によると我々 が行っている義の作品ではなく、彼を当てる私たち豊富イエス ・ キリ
ストを通して私たちの救い主タイタス 3:4-6
彼の優美によって正当化されて、私たちなされるべきな永遠のいのちの希望によると相続人。これと
言って、忠実とこれらの事私が汝を常に確認すること、神と考えられている彼らが良い作品を維持するために
注意が必要かもしれません。これらの事は良い、男性がた収益性の高い。タイタス 3:7-8

我々 は永遠の命の希望に従って相続人をさせる必要があります。これらの言葉で Paul は言っ
ていない正当化される意味する永遠の生命を受け取るが、永遠の命の「希望」が、やります。

神の道徳を受け入れる
良い作品を維持するために注意してください。これは、良い作品はもちろん、時間と労力を
私たち個人としては神聖な啓典と神の道徳への付着の研究と研究に入れる告げて Paul によってサポ
ートされます。
我々 は話す; より多くを行う必要があります。また、Paul が神の道徳は、神の法が必須であ
り、この彼は Paul が受け入れないこと神の法律は時代遅れ、レンダリングすることのポイントにク
ロスのイエス ・ キリストによって達成されたが、代わりに、真の信仰の複雑な部分と神の崇拝を提
唱していることを言って別の方法は、徒歩を歩く必要があります。
イエスは、履行が完了し完了するそれを持って来られる何かを行ったことを意味する法律をも
たらすでした。完了するとあなたは離れてそれを捨てないで、代わりにそれが前にあったよりも良い
ものがあります。

例えば: 十戒で、自分の性格、個人の名誉や神が誰の道徳的な文字の完全な理解を与えない
が、それらにイエスの教えを追加するとき、神は、人の全体像があります。このようにしてイエスが
神の律法を成就するものです。

しかし、法律についての挫折と競合、家系、愚かな質問を避ける彼らが不採算と無駄です。最初と 2
番目の訓戒拒否; 後、異端者は、男このような彼が堕落は、sinneth、彼自身の非難されて知っています。タイ
タス 2:9-11

王国への相続人
神、人、雑貨のタイミングと時間でダイバーのマナーを語って言われたで、預言者を父親に過去これ
らの最後の日で語られたからわたしたち誰も作った世界のすべてのものの後継者を任命 hath 彼の息子によっ
て高; に陛下の右手に座って、彼の栄光の明るさと彼の人の特急のイメージをされている、彼が自ら罪をパー
ジするとき彼の力の言葉によってすべてのものを支持彼 hath 継承によって取得よりもさらに優れた名とし
て、天使たちよりも多く作られ。ヘブル 1:1-4
天使のわたし、いつでも彼は言った"汝は私の息子、この日したか?」再度、「私彼父にとなる彼息子
私にならない?」再度、彼をもたらしてくださるとき最初の生まれた世界に言われた、「神の天使たちは皆彼
を礼拝。」ヘブル 1:5-6

Paul は質問「誰イエス神父が彼の息子と呼ばれるか天国で天使息子にも礼拝を与える必要が
ありますコマンドを与えられる?」
言われた、「天使たちの「人を maketh、彼の天使の精神と彼の閣僚火の炎」ヘブル 1:7
では、あの預言者の息子「神よ汝王位永遠と今まで: 義の笏はあなたの御国の王笏。ヘブル 1:8
汝を愛しなた義、罪を憎んでいた。したがって、汝の神、神アッラーの油注がれたなたあなたの仲
間、上記喜びの油を使用。ヘブル 1:9
そして、地球の基礎を築いたなたなたは、初めに、主天、汝の手の作品: 滅びる。しかし、汝が存しま
す。彼らはすべては古いワックスしなければならないほど衣服;として、ヴェスチャーなかれ、折る汝とそれ
らを変更するものとする: しかし、あなたは同じで、汝の年を失敗してはなりません。ヘブル 1:10-12
しかし、天使たちのいつでも彼は言った、「お座り右手汝敵を汝フットス ツールとするまで?送信され
たすべての世話の精神を彼らは救いの相続人でなければならないそれらの大臣に?ヘブル 1:13-14

神の言葉に注意を払う
したがってより本格的な耳を傾ける我々 聞いたことが、あるものにしないように、いつでも、我々 は
それらを聞かせてくださいのスリップを与えるべきです。ヘブル 2:1

なら天使の言葉は不動とすべての罪と不服従を受け取った報酬のちょうど報酬どのように免れるもの
とする我々、我々 は無視、偉大な救済をもたらす場合主に話されるようになったし、彼を聞いたそれらによ
ってわたしたちが確認された最初のヘブル 2:2-3
神もそれらを軸受を目撃、ダイバーの奇跡としるしと不思議と両方と彼自身によると聖霊の贈り物?ヘ
ブル 2:4

天使わたし彼ないに入れられた隷属世界に来て、我々 を話す巻け。1 つの特定の場所が証言したと言
って、「何が男、そのなたは彼の意識ですか。またはあなたが彼を visitest 人の子?」ヘブル 2:5-6
汝 madest 彼は少し; 天使よりも低い汝 crownedst 彼の栄光と名誉、あなたの手の作品に彼を設定しでか
した: 汝は彼の足の下で隷属のすべてのものを入れています。彼はすべて彼の下で隷属の置く、彼は、彼の下
で置かれていないものを残しました。しかし、今我々 はない参照してくださいまだ彼の下ですべてのものを
置きます。ヘブル 2:7-8

神は人を作ったし、地球に彼を設定します。男は、彼が言った移動乗算, と地球とそれはすべ
ての支配権を取る。人他が男神はこれを行っていたか。しかし、男は罪を犯して人落ちたとき地球と
地球にあるすべての支配に撮影の短編。
しかし我々 は戴冠の栄光と名誉の死の苦しみの天使よりも少し低く作られたイエスを見る神の恵みに
よって、彼は、すべての人の死を味わう必要があります。ヘブル人へ 2:9
それのためには、万物と誰が彼らの救を苦難をとおして全うする栄光、かれらの多くの息子をもたら
すためのすべてのこと、彼になった。ヘブル 2:10
Sanctifieth 彼と彼らが神聖化される人がすべて 1 つの: どの原因彼はそれらに言って、兄弟を呼ぶが恥

ずかしいではないため「わが兄弟汝の名を宣言する教会の中で私は thee 賞賛歌うが。ヘブル 2:11-12
繰り返しますが、彼の私の信頼を置くが。そして再び、私は、神は私を賜わった子供を見よ.〜 である
子供たちだけ、肉と血の離れ去っ、彼自身も同様に同じ; の部分を取った死を通して彼は彼の死、つまり、悪
魔の力を持っていた破壊する可能性があります、ヘブル 2:13-14

彼が彼の嘘と罪をごまかし人を発生し、罪は死へのパス、サタンの死との間の力があります。
イエスの死を感じたとき、サタンの力の下に来た彼が、イエス ・ キリストの復活、サタンの力が破
壊され、イエスの力とのでもサタンが破壊されます。

死の恐怖をボンデージ対象一生を人を届けます。本当に彼は彼ではなく天使たちの性質を取ったため
しかし、彼は彼にアブラハムの種子を取った。何のためにそれは慈悲深いと忠実な祭司、神に係るものである
かもしれないこと彼の兄弟のような作ったことに彼を behooved 万物誘惑を受けた hath 彼自身は、人々 の罪の
ための和解のために彼は誘惑されますそれらを救助することができます。ヘブル 2:15-18

従って彼は私たちの靴の中を歩くが、このように個人的な経験と理解を慈悲を与えることがで
きるされて私たちの苦難を知っているイエス ・ キリストの人の肉となった神。

信じているし、信仰
それゆえに、神聖な兄弟、天の呼び出しの離れ去っ考慮使徒、私たちの職業は、キリスト ・ イエスの
大祭司Moses は彼の家で忠実なも、彼を任命したことを彼に忠実だった。ヘブル 3:1-2
にかれは、家を建てたアッラーの家よりもより多くの名誉としてこの男は立派な Moses より多くの栄
光の数えられました。すべての家にはいくつかの男によって建てられました。しかし、神は、彼のすべてのも
のを構築します。ヘブル 3:3-4
Moses 本当に忠実だった彼の家で後話されているべきだったものの証言を使用人として、自分の家の上

の息子としてキリストがその家は、自信・ エンドわたし希望会社の歓喜を開催して高速、我々 です。ヘブル
3:5-6

何のために聖霊が言われた、「日に彼の声を聞くあなたがた荒野誘惑の日でないあなたの心、挑発、
のようにを強化: あなたの父親私を証明した、私を誘惑と 40 年間の私の作品を見た。ヘブル 3:7-9
何のため私はその世代と悲しんだだったし、言った、"彼らは常に err 心;彼ら私の方法が知られていな
い」。だから私私の怒りで sware、「彼らない効力を休み」。ヘブル 3:10-11
しないように注意を払う、同業者、信仰、神の生活から出発の邪悪な心あなたのいずれかにありま
す。それと 1 日に 1 つに毎日、別を勧めるが、なかれ、あなたのいずれかは罪の惑わしを強化します。ヘブル
3:12-13

我々 はエンド; わたし制する自信の先頭を保持している場合、我々 は、キリストにあずかる者をでき
ているため言われていますが、「日にあなたがたは彼の声を聞く場合を強化してないあなたの心、挑発のよう
に。ヘブル 3:14-15
いくつかは、彼らが聞いたときを誘発した: しかしないすべての Moses によってエジプトから出てき
た。しかし、40 年間を悔やんだ誰だったの?それらは、罪を犯した、その死体に落ちた、荒野の中で、誰にで

はなかった sware 彼は彼の残りの部分に、しかし信じないそれらに彼らが入らない、か。だから我々 は彼ら
がない不信仰のゆえに入力、参照してください。ヘブル 3:16-19

Moses イスラエル人のステータスを達成するために失敗したとエジプトから来た人たちと同様
に短くなった世代さらには、神の約束を信じていなかったのでそうしました。信念の信仰がなけれ
ば、信仰がない、救いはできません。
あなたは神の言葉を信じない場合、なぜ神でしょうこのような巨大な贈り物のように永遠の命
を与えることか。

七日目は主の安息日
私たちしたがって心配を彼の残りの部分に入るが残した約束、あなたのいずれかする必要があります
それに達しないようです。わたしたちは福音説教、それらイエス同様: ですが説教された単語では利益は、そ
れを聞いていないと混合されてそれらの信頼します。ヘブル 4:1-2
彼が言ったよう、残りの部分に入力を行うと考えられている私たち"私は私の怒りで誓った私の残りの
部分に入力しなければならない場合、: 世界の基礎からの完成された作品が。ヘブル 4:3

この重要な事実を知っている。Paul は、我々 が神の残りの部分に入力する必要があり、残り
は第四の戒めの神によって綴られている第 7 日の安息日と言っています。あなたは、神の言葉を信じ
なければならないし、神の言葉を告げて、安息日が週の 6 日目の夕暮れ時に開始し、週の 7 日目の夕
暮れ時に終了します。いずれかを保つために他の日は、神の言葉であなたの不信感を示すこと、した
がって信仰の欠如を示しています。最初の日安息日安息日はないで、サタンの嘘。
これは賢明な七日目のある特定の場所で説くところの「と神はすべて彼作品から 7 日目を休ませる」
したがってそれはいくつかをそこに入力する必要があります、それは最初に説教された誰に彼らは不信仰のゆ
えではなく入力を存す見て:ヘブル 4:4-6

ある特定の場所は、出エジプト記第 20 章の本で最初に位置する四番目の戒めを指します。
これは賢明な 7 の日は、神が出エジプト記第 7 日安息日をまずに関する命令を与えたことを
意味します。
第 7 日の安息日の言葉で神を教えてくれる、 "6 日間で主は、天と地、海とすべてのそれらで
あり、七日目に休まれたことなされた: 主、安息日を祝福し、それを聖別された何のため" 創世記章 2

本.に示すようにこれらの神によって話され、出エジプト記の本を書くため Moses に与えられた神の
言葉は神の真理です。聖書のことがどこかで神やイエスを告げて安息日を週の最初の日に移動されて
いること?それは神した聖なる日に神聖である安息日の観察ではありません。神によって聖なる史上
唯一の日が 7 日目他。
救済を希望する場合は、受け入れるし、神の言葉は最高、神の言葉は、法律と命令の内で置か
れたときそれは増加させることがなく保持する必要がありますまたはそうために減少しは、神を否定
するか、神を拒否した場合、神はあなたが拒否されますと信じている必要があります。最初の日 (日
曜日) 安息日を守る人はサタンの嘘、ない神の言葉をしてください。

特定の日
もう一度、彼は特定の日を limiteth David と言って「に-日; とても時間後」と言われている「日にあな
たがたは彼の声を聞く場合強化ないあなたの心です」。ヘブル 4:7

Paul はここで何を言っているかは Moses は David、時に神の律法を説教するとき、そう多くの
年がからによって行っていた事実への参照で、まだ神は David の日に生きているそれらとそのエラー
を参照してくださいと先祖の方法を後悔し、でもまだ聖なる安息日を保つことによって神の言葉を受
け入れるのだった。
今日でも、Moses 後、3,500 年神が告げて、「1 日に」悔い改め、神の法律を守る神に準備さ
れているを許すことに。

別の日ですか。
イエス ・ キリストの残りを与えていた彼を後では、する場合は、別の日の話されているか。したがっ
て、神の人々 に残り存します。ために彼は彼の残りの部分に入力された彼もかれをやめた彼自身の作品から
神として。ヘブル 4:8-10
お知らせ厚生労働したがってその残りに入力するすべての人不信仰の同じ例の後落ちるように。ヘブ
ル 4:11

上記の詩から見ることができる、その Paul は言っている何にサポートを与えています。神は
第 7 日安息日を指揮し、イエスは他の日のコマンドがない、それには、7 日目にしたがって安息日の
主日をある必要があります。神の言葉を信じるか、ないか。
迅速かつ強力な魂と精神と関節と骨髄、バラバラ分割にもピアス、両刃の剣よりもシャープは、神の
言葉とは思考の刺しとおして、心の意図。ヘブル 4:12
どちらも彼の視力のマニフェストではないクリーチャーがある: 裸で誰と我々 は行う必要があります
彼の目に開かれた、すべてのものが。ヘブル 4:13
イエス ・ キリスト神の息子、天に渡される偉大な祭司である我々 を見てください。私たちの職業を保
持高速みましょう。ヘブル 4:14
我々 は、私たちの弱さの感覚で触れることができない、しない高僧を持っています。しかし、すべて
の点で誘惑されたように我々 は、まだ罪がないと。したがって来てみましょう大胆に恵みの御座に我々 は慈
悲を受ける可能性があります、必要な時に助けを猶予を見つけます。ヘブル 4:15-16

私はキリスト教徒によって幾度となくキリスト教徒として、神の律法の下で言われています。
神の律法は、神の道徳です。上記の詩で、Paul は非常に明確に生きなければならない私たちの生活
道徳で私たちは慈悲を受けるし、恵みを見つけるしたい場合をことです。人、信じていますか?

神の約束
罪のための供え物に彼を提供するかもしれない人々 の中から撮影したすべての祭司は神に関連する事
柄の人のために定められた、: 人は無知との道をそれらの同情を持つことができます彼の彼自身も、さとり虚
弱。理由で本彼べきである、人々 は、罪を提供する彼自身のためにも。ヘブル 5:1-3
そしてアーロンだった男の神のと呼ばれる、自身が、彼にこの名誉奪うありません。ヘブル 5:4
ので、またキリスト栄光;、大祭司には自分自身で、しかし彼は言った、「、「汝は私の息子は、1 日
にしました。ヘブル 5:5
言われた、「また別の場所で「汝は司祭 Melchisedec 順序後にこれまでの。誰が彼は祈りと死から彼を
救うことができた、彼が恐れていたは聞いていた激しい叫びと涙かれの祈りを提供していたとき、彼の肉の日
彼が、息子がまだ彼に負った; 事によって服従を学んだ完璧な彼は彼に従うすべての彼らに永遠の救済者にな
った mnade をされているとMelchisedec の順序の後、大祭司の神のと呼ばれます。ヘブル 5:6-10

あなたがたが聴覚の鈍いを見て人多くにことがあると言うと、一生懸命口にできないのです。あなた
がたを持っているときにあなたがたは教師をするべきである、必要があります、1 つを教えて再び神の神託の
第一原理計算になります。ミルクと強い肉が必要などとなっています。ヘブル 5:11-12
ミルクを useth 誰もが正義の言葉の巧みな、: 彼は赤ん坊。しかし、強い肉凡て人もあずかる感覚を善
と悪の両方に、完全な年齢はそれらに。ヘブル 5:13-14
私たちは完璧; わたし行くそれゆえキリストの教義の原則を残して、再び産卵死んで作品から悔い改め
の洗礼の按手と永遠の裁きと死者の復活の教義の神への信仰の基礎がないです。これは我々 は、神が許可す
る場合。ヘブル 6:1-3
可能であった者の賢明なと、天からの賜物の味がありますと、聖霊からもらいものだったし、彼らが
離れている; 悔い改めなさいそれらを再び更新する落下しなければならない場合に、神の良い言葉と来て、世
界の大国に味彼らを見て、彼ら自身に神の御子をあらためて、十字架し、オープン恥に彼を置きます。ヘブル
6:4-6

しばしばそれにあの雨の中で食事し、フォート ハーブ会うために誰によってそれは服を着て、それら
をなたである地球は、神から祝福を与えようの: ある死海いばらとブライアーズは拒否されますが、dn は近付
いているのろい。その最後は焼かれることです。ヘブル 6:7-8
しかし、最愛、我々 に説得されてより良いものと、救済を伴うものにもかかわらず、我々 はこのよう
に話します。神はあなたの仕事とあなたがたの方は関係を示しある愛の労働を忘れてよこしまなは自分の名
前、あなたがたが、聖人に世話と大臣を行います。ヘブル 6:9-10
私たちはあなたのすべての 1 つは、エンドわたしの希望の完全な保証を供えを行うこと欲望: ことがな
く、信仰と忍耐を通して約束を継承したそれらの信者が。ヘブル 6:11-12
神で、アブラハムに約束をしたとき彼は自分で言って、ない大きい、彼 sware で誓うことのための
「きっと祝福私なたと乗算を祝福なたが乗算されます。"そして、彼は約束を得た後 (アブラハム) 彼は辛抱強
く耐えていた。ヘブル 6:13-15
男性は、本当に大きいによって誓うため: 確認の宣誓はそれらすべての争いの末。前記神;それを宣誓
によって確認した約束彼の弁護人の不変性の相続人かれら供えにもっと豊かに喜んで:ヘブル 6:16-17
サレム、不可能だ、神の我々 の方が私たちの前に設定希望時にホールドを置くために避難所に逃げて
きた強い慰めかもしれない: 希望に魂のことを確認して、コンディショニング、アンカーとして払わなけれ
ば、これはベールの中を注ぎ込みます。ヘブル 6:18-19

ゆくえの前身はイエスでさえも、入力すると、私たちのした大祭司 Melchisedec の順序の後に
これまでヘブル 6:20
この Melchisedec、サレムの王、最も高い神の司祭に会ったアブラハムの王たちは、虐殺から
返すと彼を祝福誰にもアブラハムを与えたすべての十分の一解釈王義とも王のセーラムは、平和の王
である後で最初であります。父、母、降下せず、日の初めも人生の終わりを持っていることなしなし
しかし、神の息子のようなを作った継続的に、司祭を歩まなければなりません。ヘブル 7:1-3
どのように偉大なこの男は、誰にも戦利品の 10 分の 1 を与えたアブラハム家長を考えます。
ヘブル 7:4
本当にいるは、レビの子孫の人 recie 司祭フードの事務所がある、兄弟の十分の一の律法、つ
まり、人々 を戒めがアブラハムの腰から出てくる: が、それらからの降下はカウントされません彼は
アブラハムの献金を受け取ったし、約束していた彼を祝福します。ヘブル 7:5-6
良いのすべて矛盾なく以下を祝福します。ヘブル 7:7
ここで死ぬ人を受け取る献金; と彼は目撃者のそれらを与えようが、その彼 liveth。ヘブル 7:8
Melchisedec 彼に会ったとき、彼は彼の父の腰にまだいたのアブラハムに payed 十分の一献金

を与えよう人だから実を言うとレヴィも。ヘブル 7:9-10
したがって完璧 Levitical 聖職者によってした場合のそれの下で人々 法律を受け取った、さら
に必要なものがあったと、別の神官が、Melchisedec の順序の後上昇する必要があり、アーロンの順
序の後は呼び出されませんか。ヘブル 7:11
変更される聖職に就くのためそこが作った必要性の法律のまた変更。人のこれらの事を話され
ている彼は、他の部族に pertaineth のない人間の祭壇で出席を与えた。それは明らかに私たちの主が
ユダ; から跳び、部族 Moses の神権について何も語って言われました。ヘブル 7:12-14
それははるかに顕著だと: Melchisedec の相似後そのため肉欲の戒めの法律後ではなく、無限の
生命の力の後で作られた、別の司祭があらわれます。ヘブル 7:15-16
彼が testifieth の"汝、司祭の Melchisedec、注文後これまでの弱さと非 profitableness その前に戒
めの disannulling、まことです。ヘブル 7:17-18

法律の何も完璧ながよりよい希望の持ち込みでした。これによって神に近付いを描画します。
ヘブル 7:19
彼は司祭をなされた宣誓がなくはないようだけれども、: トーセ司祭; 宣誓することがなく行
われたためしかしこれは言った、「彼が宣誓、"主 sware とはしない後悔、汝は Melchisedec の順序の
後にこれまで司祭を、: ので多くがイエス作られた良い証の保証。ヘブル 7:20-22
彼らない死を理由として継続する被害がなかったので、彼らは本当に多くの司祭をした、: こ
の男は、彼は、これまで飛び去ってのでかれ不変神権ですが。ヘブル 7:23-24
何のために彼は今まで生きておられるそれらのためにとりなしをする彼を見て、彼によって神
に来る極度にそれらを保存するもことができます。ヘブル 7:25
このような大祭司になった私たちは、神聖な無害な汚す、罪人から分離、; 天よりも高く作ら
れているためこれらの高僧としては最初彼自身の罪のため、人のために犠牲を提供する毎日ではな
く、人的 needeth: これは彼がかつてのとき彼が彼自身を提供されます。ヘブル 7:26-27
法律も男性祭司。 病弱のあるためしかし、法律以来、誓いの言葉を maketh、永久に聖体拝領
は息子。ヘブル 7:28

新しい契約
今、我々 が話されているもののこれは合計: このような大祭司、天国内の陛下の玉座の右側に設定さ
れてあります。聖域の主が登板、真の幕屋としない男の大臣。ヘブル 8:1-2
すべての祭司は供え物を提供する任命されるため: この男がややある必要性のそれは何のためを提供す
るも。司祭、法律によると贈答司祭ここ見てはならない彼は、地球上なら、彼の: 人を務める例と、天上の影
Moses 戒告処分を受けた神の幕屋にいたとき: ため、参照、中風、マウントでパターンの関係を示し, あなたに

すべての事をするなた。ヘブル 8:3-5
今かれ彼はいくらも彼がより良い約束の時に設立されたより良い契約の仲介によってより優れた省、
(イエス) を取得します。ヘブル 8:6

障害のある契約
場合、最初の契約で非の打ち所のない、あったしする必要があります場所に求められているない 2 番
目の。ペテロは彼らに障害を見つけるため、"見よ、日が来るは仰せ主、イスラエルの家とユダの家と新しい
契約を作成するとき: エジプトの土地のそれらを導くに手でそれらを取ったときの日に自分の父親で作った契
約によると彼らは私の契約ではなく続けた、ないそれらを考え、"主は仰せ。ヘブル 8:7-9

イエス ・ キリストのボディのキリスト最初来るを指しますの日は来る。

自分の父親を使った契約に従っていないMoses はエジプトからそれらを導いたとき、神がヤコ
ブの子孫で作られた契約を指します。2 番目の契約を呼び出すことで、神は、奴隷、うちの国を作成
され、契約は個々 の人ではなく、全体として国家とされました。

彼らは私の契約ではなく続けたので国の人々 は、失敗しました、どのように彼らは神の戒め
を維持に失敗の信念の欠如を指します。完全にイスラエル共和国の国家神の欲求不満と理解するに
は、ジェリミアとエゼキエル書の本を読みます。

3 つ目の契約
私はこれらの日後イスラエル共和国の家となる契約は、仰せ主;私の法律の彼らの心を入れ、彼らの心
でそれらの書き込み: 私は彼らに、神になるでしょうし、彼らは人々 を私にならない:ヘブル 8:10

旧約では、神の十戒石として Moses の手によって書かれたその他の条例で書かれた文書によ
る法律に設立されました。

心に書かれました。
新しい契約でお越しと信じて、人の心の中に書かれたそれらの同じ法律神と同様に、個々 の
性格や品性の側面であることに従わなければならない法律であることからそれらを削除します。信
じ、神の約束を受け入れる人は、彼らする必要がありますが、人のタイプであるので彼らの生活の中
で道徳的にまっすぐするよう努めます。新しい契約は、国家ではなく、個人として私たちのそれぞれ
です。神は私たちは、一対一の各個人用と親密な関係を持って望んでいます。

イエス ・ キリストの第二の戒め
彼の隣人、すべての人にすべての人を教えるしなければならないない彼らと言って、弟」主を知って
いる:「すべては少なくともから、私を知っているしなければならない最大。彼らの不義の罪とその咎に慈悲
深いは覚えてないより。ヘブル 8:11-12

上記の 2 つの詩は、イエス ・ キリストの第二の戒めを参照してください。イエス ・ キリスト
の第二の戒めを 11 の命令として 10 の戒めに含めることを言っている人が大勢いますかイエスの 2 番
目の戒めは、最初の 10 を置き換えます。2 つのことは、このアイデアについて間違っています。
最初: 何か、何が正しくありませんを決定する人のためです。神がある 11 戒めを望んでいた
場合がある 11。彼はしなかった、という点で、それはそれ以外の場合を決定する人のためです。
2: 何上記のこれらの詩を教える他の人が彼らの隣人を愛する学び、キリストの教えを理解す
る必要性、キリストの再臨の後は日の終わりで、言っては、もはや必要になります、残される唯一の
ものは既にイエスを知っている人にのみなりますので。これは十戒決して停止されるために必要な神
が、神のすべての聖人の心にそれらを記述しようとするのに対し残っている者だけは人々 はすで
に、イエスの信者になるとき、目的を持って、もはや一時的な命令のみであることを意味するので、
これはなぜこれが含まれない 11 戒めの神として、強力な理由を与えます。
彼が仰せを"新しい契約では、かれは最初古い。今 decayeth と古い waxeth だなって消え去る準備ができ
て"ヘブル 8:13

Paul は、引数をイエス ・ キリスト神が確立新しい契約、したがって旧約ではこれ以上が消え
ているため。彼が包皮の割礼が不要になった理由をサポートするためのこの引数を使用していないに
もかかわらず、Paul の評価です。それでも、私はその場合の優れた引数として、これを参照してく
ださい。古い契約は消える場合、それも包皮の割礼、一方、旧約では、その目的にのみシンボリック
の複雑な部分であることを持っていることの要件をあなたの心に神の律法を書くことはその目的に精
神的な。

新約聖書の幕屋
本当に最初の契約が、神サービス、および世俗的な聖域の条例ではまたあった。幕屋があったためま
ず、前記は、ローソク足とテーブル、供え;聖域と呼ばれる。ヘブル 9:1-2

2 番目のベールは、すべての神聖とよばれる幕屋の前後黄金の香炉を持っていた、契約の箱は金でロー

タリー、マナとアロンの芽を出した杖、金の壷を前記した; 契約のテーブル オーバーレイそれ以上、ケルビム
の栄光; 贖いをシャド ウイング特に話す私たちできない今の。ヘブル 9:3-5
今ときにこれらの事が定められた従って聖職者常に入った最初の幕屋神のサービスを達成します。2 番
目に行った大祭司だけが年 1 回の血は、彼は彼自身の人々 のエラーを提供しない:ヘブル 9:6-7
この意味、神聖へのすべての方法ではなかった聖き霊はまだマニフェスト、幕屋最初にまだ立ってい
る間した: 時間、供え物、ないサービスをした彼を完璧な良心の事項として作ることができる提供された、現
在の姿をしました。ヘブル 9:8-9
どのだけ立っていた肉と飲み物・ ダイバー洗浄液・肉欲条例は改革の時間までそれらに課した。ヘブ
ル 9:10
私は、もはや地上の幕屋の必要性があるという証拠として上記の詩を参照してください。これは、も
はや再構築するエルサレムの寺院のための必要性があるという事実にサポートを提供します。すべての儀式や
聖職者、大祭司によって実行されるプロシージャが自然の中で肉欲と精神的なことを真の幕屋の象徴的な肉
欲。私これを見る理由がなぜ神の原因となったローマ第二神殿を破壊するべきである岩のドームを構築するイ
スラム教徒を引き起こすことによって 3 分の 1 の建物を決して許さぬとユダヤ人の寺院が一度立っていた。キ
リストは幕屋を精神的なので、もはや動物犠牲の必要性があります。

キリストが来ていないこの建物のない手、すなわちで作られたより大きいより完全な幕屋によって、
やがて来るよいものの高僧が、やぎと子牛との血が彼自身の血も神聖な場所に、私たちの永遠の贖いを取得し
たら入社はで。ヘブル 9:11-12

Daniel の本への参照と、救世主とどのように彼はペトラ (巨大な岩)、色のついた外反キリスト
(売春女性と売春婦の娘) と姦淫をコミットしているし、地球全体をカバーする山に成長するすべての
国を破壊する手ではなく、象徴的な参照は手で行われました。

この建物のレンガとモルタルまたは素朴なコンストラクトが精神的な救世主を指します。
ヤギ、および汚れた、散水、牝の仔ウシの灰の雄牛の血が肉の浄化に sanctifieth の場合: どれほどしな
ければならない神の生活を提供するために死んだ作品からに自分の良心のパージのキリスト、とこしえの御霊
によって神に彼自身を提供スポットなしの血?ヘブル 9:13-14
そしてこの原因のため彼は最初の新約聖書の下にあった罪の贖いのための死によって永遠の継承の約
束を受け取る可能性があります彼らと呼ばれる新約聖書の調停。ヘブル 9:15

証がどこにあるかも必要のあります遺言者の死。男性が死んだ後の証の力のため: それ以外の場合それ
は遺言者間は全く力がないのは生きておられる。ヘブル 9:16-17
どちらも最初の新約聖書は血なしに捧げられたとすぐ時 Moses は法律に従ってすべての人々 へすべて
の教訓を話されていたの彼は子牛の水と緋色のウール、ヒソップ、ヤギの血を取り、本、すべての人々 は、
「神はあなたがた加味かれ新約聖書の血だ」と言ってヘブル 9:18-20
さらに彼は血を振りかけた幕屋と厚労省のすべての船。ほぼすべてのものが血液でパージ法によっ
て、血を流すことがなくはない赦し。ヘブル 9:21-22

天の幕屋
したがって; これらの天で物事のパターンを精製する必要がありますが必要だったこれらのよりよい犠
牲と天上自体が。ヘブル 9:23
キリストが、true の人物の手で作られた神聖な場所に入力されていないため天に自体、今私たちの神
の存在を表示する:、彼提供すべき自身多くの場合、大祭司が聖を注ぎ込みますので、まだ他人の血で毎年を
置ヘブル 9:24-25
その後必要があります彼よく苦しんでいる世界の創業以来: が、今一度、世界の終わりで彼登場したか
れら自身の犠牲によって罪を片付ける。判断は、一度死ぬが、この後男性がた任命されて: ようにキリストは
多くの罪を負われるに提供された一度彼かれら彼は救い罪のない 2 番目の時間を表示しなければなりません。
ヘブル 9:26-28

罪のないさらなる犠牲
法律のやがて来るよいものの影を持ち、ものの非常にイメージではなく行うことができます彼らは
年々 継続的に提供されるそれらの犠牲を決して、ニューカマー thereunto 完璧。ヘブル 10:1
その後がない停止している提供されますか?一度パージ崇拝者が罪のないより多くの良心をあったは
ず。ヘブル 10:2
しかし、これらのささげ物、毎年罪の再度作られた記憶があります。牛とヤギの血の罪を取り除くべ
きであるため可能な限りはないです。ヘブル 10:3-4
何のために世界に彼が来る、ペテロは、"犠牲にしえたはないけど、体に提供しているなたなた私の準
備: 全焼のいけにえに罪のための sacrifies あなたは喜びがなかった hast」。ヘブル 10:5-6

私は言った Lo、私神よ、なんじの意志を行うに私の本のボリュームでは「来」ヘブル 10:7
彼が言ったとき、上記"犠牲と提供と全焼のいけにええた罪のためのささげ物はしない、どちらもこむ
喜びある;法律によって提供されます」すると彼は、見よ、私 O の神、なんじの意志を行うには「来」彼は最
初、2 番目を置くことができる彼を奪います。では、一度すべてのイエス ・ キリストのボディのささげ物に
よって聖別されています。ヘブル 10:8-10
すべての司祭 standeth 毎日世話し、しばしば罪を奪うことができます決して同じ犠牲を提供する: この
男は、彼は神の右手に座って永遠の罪のための 1 つの犠牲を提供していた後、今後からは、彼の敵が彼のフッ
トス ツールを作られるまでを期待しています。ヘブル 10:11-13
一つのささげ物によって彼 hath 造り直し永遠化されます。巻け聖霊も私たちに証人は、: その後彼は
前に、"これは主を言ったこれらの日後の確認、契約、彼らの心に私の法律を置くが、彼らの心で私はそれら
を記述しますが言ったため彼らの罪と咎は私はこれ以上覚えている」。ヘブル 10:14-17
今これらの赦しには、罪のためのこれ以上の提供があります。したがって、兄弟は、彼の肉の彼はす
なわち、ベールを通して私たちは、奉献 hath 新しいと生活方法でイエス ・ キリストの血によって神聖に入力
する大胆さを持っています。神の家にいて、大祭司ヘブル 10:18-21

動物の犠牲がもはや、要求または許可される、イエスの犠牲になった彼自身一度削除しますそ
の練習します。従事するには、そのようなことは神に憎まれるになるでしょう。
お知らせ信仰、邪悪な良心から私たちの心を持っていることで本当の心の近くに描画し、私たちの体
は、純粋な水で洗浄します。ヘブル 10:22
私たちは高速なしで揺れる私たちの信仰の職業に保持します。彼は約束に忠実愛と善行を刺激する 1
つの別を考えてみましょう: ない捨て組み立て自分の一緒に、いくつかの方法がある;別の 1 つを勧めるが、:
とそんなにの多く、ようにあなたがたが近づいている日を参照してください。ヘブル 10:23-25
ときの Paul さん 「しかし、互いを勧める」 彼はそれらを戒めるために私たちの責任であることを私
たちに伝えている我々 はエラーを参照するくださいと神の真実、正義の道への維持する彼らを支援を見せ
る。

場合は、罪を犯す意図的に後我々 が真理の知識を受けているある特定恐ろしい探して判断の敵をむさ
ぼり食うもの、激しい憤りが、罪のない犠牲を存します。ヘブル 10:26-27

Paul をして教えてくれる、 "ためにその後意図的に罪を犯す場合、我々 は、真理の知識を受

けている"続行した場合も罪に、ある神の真のみことばを表示されると言うことですが、もはやこれ
らの罪をきよめるために実行できる犠牲のみ楽しみにして地獄の業火があります。
Moses の法律を軽蔑した彼は 2 つまたは 3 つの証人の下で容赦なく死亡した: どのくらいの痛みの罰の

あなたがたは受けなければならないと仮定する考えた足元踏まれたアッラーの神の御子と契約の血をカウント
かれ、価値がある何彼は聖、邪悪なものとアッラーの恵みの精神ににもかかわらず行わ?ヘブル 10:28-29

Moses の日で、多くは拒否され、十戒として Moses が書いている戒めに抵抗しました。彼らは
自分の罪を悔い改め場合、動物の犠牲を与えることによって、オフ自分から罪を浄化彼らでした。イ
エス ・ キリストの犠牲の 1 つ、これ以上犠牲になります、したがって場合はイエスの教えに対する
罪は彼の教えを示されている後、逃げ道はないをオフにあなたのそれらの罪をきれいにします。
硬いと忍耐を失っている神首の真実を与えられている人が、それを拒否したり明らかであるこ
とを見ることを拒否するよう、私はこれを参照してください。十戒を拒否した者は永遠の死を知る
が、あまりにもイエスの教えを拒否する人たちがいます。唯一の違いは十戒に対する自分の罪を悔い
改め、赦しの機会があったことが、イエスの教えを拒否する人たちは後悔でない他のチャンスを持っ
ています。

私たちは「復讐はわたしは凡て、私に報いるだろう」と述べた hath 彼を知っている、主は仰
せ。再び、"主しなければならない裁判官彼の人々。ヘブル 10:30
生ける神の手に落ちることを恐れてです。呼び出しは、前の日の記憶に苦悩; の大きな戦いに
耐えてあなたがたあなたがたが照らされた後部分的ながらあなたがたは叱責と苦悩; の両方
gazingstock を作られた、一部、使用されたのでそれらの仲間になったがたしながら。ヘブル 10:31-33

あなたがたは私債で私の思いやりを持っていたより良い天と永続的な物質にあなたがたが自分
の中で知る、あなたの商品を台無し嬉しそうだった。ヘブル 10:34
キャスト離れていないためアッラーの報酬の大きな報いあなた自信です。あなたがたは結局あ
なたがたは、神の意志を行っていること、忍耐の必要性を持っているあなたがたは約束を受信可能性
があります。ヘブル 10:35-36

まだ少しの間、そして施行彼は来るだろうし、タールがないです。信仰によって生きるだけ
今: どんな男が引く場合私の魂の喜びで有しない彼が。破滅のわたしを引く人ではありません。しか
しそれらのことを魂の節約に信じる。ヘブル 10:37-39

信仰の本質
今の信仰は物事の期待通り、物質、物事見ていない証拠。それによって長老取得良いレポート。ヘブ
ル 11:1-2

信仰によって我々 は理解、世界が神の言葉によって枠だったので、見えるものが表示されるものの行
われたないです。ヘブル 11:3
信仰によって Abel 提供神より優秀な神カイン、正義、彼が証人をにより彼より犠牲彼の贈り物の証言:
それによって彼はまだ死んでは語らと。ヘブル 11:4
信仰によってエノクは死を見てはいけません、翻訳されました。見つからなかった、神は彼を翻訳し
たので、: 彼の翻訳の前に彼は彼が神を喜ばせた、この証言を持っていたため。ヘブル 11:5
信仰がなくては不可能だ (神)、彼を喜ばせることが、彼の神にきたるは、彼と、彼は熱心に彼を求め
るそれらの報いを信じなければなりません。ヘブル 11:6

信じる神が宇宙の全能の創造主は、実際に神によって話されているし、預言者の本を私達に報
告の言葉は神の言葉も受け入れる必要がありますを受け入れるよりもより必要とし、それがある必要
がありますに従った、増加も減少の彼の言葉からゼロ。スポーク真実、神の神聖な福音によってサ
ポートを与えられていない他の人によって話されている他のすべての単語の実際に神は、したがって
する必要がありますというだけはあります。これを受け入れるし、信じてして信仰を持っているため
に神を示します。

信仰によってノア、物事はまだ見ていない神の警告されている恐怖、彼の家の節約に箱舟を準
備で移動彼は、世界を非難し、信仰によって義の後継者となった。ヘブル 11:7
アブラハムは、信仰によって彼が彼の後を受け取る遺産の場所に出て行くに呼び出されたとき
に従った;彼は知らず出て行った、どこへ行った。ヘブル 11:8

彼は奇妙な国のように、約束の土地に逗留した、イサク、ヤコブ、同じ約束の彼の相続人を仮
庵に住居信仰によって: 彼はアッラーの基礎街を探した、そのビルダーとメーカーは神。ヘブル 11:910

信仰によってもサラは自分の種を想像する力を受けるし、配信された子供のページ年齢頃彼を
忠実な彼女は判断者が約束していたので。ヘブル 11:11
したがってが湧いても一つと彼の死んだも同然、海沿いは砂との多数、空の星のようにたくさ
ん海岸無数。ヘブル 11:12
これらすべて (聖人の神) 死んだ、信仰の約束を受けたことがないが、遠く見たことオフ、それらのよ
うに説得された、それらを受け入れたし、見知らぬ人と地球巡礼者たちを告白します。ヘブル 11:13
そんなことを言う彼らの宣言はっきりと彼らが国を求めます。本当に、彼らはどこから来たからその
国を意識していた、かもしれない有したか戻ってきたこと。しかし、今彼らより良い国を望むと天国: 神は彼
らの神に呼び出されるを恥じていない何のため: 彼 hath に都市を準備して。ヘブル 11:14-16
信仰によって、アブラハム、彼が試みたときはアイザック; を提供彼の唯一のひとりの息子は、言った
人のことをアイザックになたの種子をしなければならない彼の提供の約束を受けていたと呼ばれる、: 神は死
人からも、彼を育てることができる会計whence も彼彼の受け取った図。ヘブル 11:17-19
信仰によってイサクは、ヤコブとエサウに来るものをに関するを祝福しました。ジェイコブは、信仰
によって彼は、死亡したとき祝福ジョセフの息子崇拝、彼のスタッフの上に学習します。ヘブル 11:20-21
彼が死んだとき、ヨセフ信仰によって作られたイスラエルの子供たちの出発の言及彼の骨をに関する
命令を与えた。ヘブル 11:22
適切な子供の頃見たので信仰によって Moses、彼が生まれたときが 3 ヵ月、彼の両親を隠していた彼ら
は王の命令の恐れていなかった。ヘブル 11:23
信仰によって Moses、彼は年に来るが拒否ファラオの娘の息子に呼び出されるむしろ; 季節の罪の快楽
を楽しむためにも、神の人々 の苦悩に苦しむことを選択キリストの非難にエジプトで宝より大きな富を尊重:
報酬の報酬に敬意をもっていたため。ヘブル 11:24-26
彼は王の怒りを恐れていないエジプト、捨て信仰によって: として表示されている彼を見て、彼に耐え
てきたのです。ヘブル 11:27

信仰によって彼保った過ぎ越しの祭、や血の散水の初子を破壊された彼はそれらに触れる必要があり
ますしないように。ヘブル 11:28
信仰によって紅海の通過彼らによって土地を荷馬車: を行う試金エジプト人が溺死しました。ヘブル
11:29

信仰によって壁 f エリコは倒れた後、約 7 日間を compassed、彼ら。ヘブル 11:30
遊女の信仰によってラハブは安心してスパイを受けた信じないそれらではなく死んだ。ヘブル 11:31
しなければならない私はもっと何を言うか。とりあえずジェデオンのバラクオバマとサムソンと
Jephthae; 私は失敗だろうDavid のまた、および Samuel と預言者: 信仰によって人は王国を控えめな錬鉄の義、

約束を得、ライオンの口を停止して、火災の暴力を急冷、刀の刃をエスケープ、弱さから作られた、強力な飛
行の外国人の軍隊に戦いで勇敢なワックスします。ヘブル 11:32-34
女性は再び復活する死者を受信した:、他、拷問され、救出; を受け付けていません彼らはより良い復
活する可能性が: その他はい、さらに残酷な mockings とちぎれの裁判があった社債および投獄の: 彼らは投石
されたバラバラに製材された、誘惑に、剣で殺された: シープスキンズと goatskins; 彼らをさまよって極貧、
されるに悩む、苦しめられて;世界ではなかった価値がある: 彼らは砂漠、山、および洞穴や地球の洞窟でさま
よっていた。ヘブル 11:35-38
信仰を通して、良い報告を得たこれらのすべてがない約束を送受信: 神,(Jesus Christ) 彼らに私たちは完
璧なをすべきではない私たちをさらに良いものを規定しました。ヘブル 11:39-40

信仰によって信仰を保つ
何のために私たちも、さとりについて証人の雲ほど、見てみようを脇に置くすべての重さと罪はそう
簡単に私たちを抱えておられる、私たちの忍耐との信仰の創始者・ イエスを探して、私たちの前に設定され
ているレースを実行誰のための彼の前に設定された喜びは、クロスを耐えて、恥をないがしろにして、神の御
座の右にダウン設定されており。ヘブル 12:1-2
あなたがたは疲れたなり、あなたの心にかすかな傷彼自身に対して罪人のような矛盾を耐えてをご検
討ください。あなたがたはまだ血の罪に対する努力に抵抗しているないです。ヘブル 12:3-4
あなたがたは子供、わたしとあなたがた 21 勧告を忘れてしまった"私の息子は彼の叱責にアートなた
とき主もかすかな懲らしめを軽蔑ならない: 人主を愛する者のため、彼は chasteneth と与えよう彼すべての息
子を scourgeth。ヘブル 12:5-6

神が人の息子と同様、dealeth あなたがたは懲らしめを耐える場合、ものの息子は、彼の父 chasteneth
ない人ですか。しかし巻けにあずかる者はみな、懲罰なし場合はあなたがたあなたがたのできそこないとしな
い息子。ヘブル 12:7-8
さらに我々 は修正、私たちの肉の父を持っていると我々 は彼らに畏敬の念を与えた: あまりはではな
く霊と生きている父に服従するものですか?ヘブル 12:9
彼らは数日間本当の自分の喜びの後私たちを鍛えけど、私たちの利益は、我々 は彼の神聖の離れ去っ
かもしれない tht。ヘブル 12:10
今現在の chastening 風習ない、むしろ悲しい: それにもかかわらずその後それやぐらは、温和な義かれ
らのそれにより運動します。手は、ハングアップして弱い膝を持ち上げて何のためあなたの足の直線経路を見
つけ、傷が不自由であることが邪魔になってくださいむしろ癒されるましょう。ヘブル 12:11-13
すべての男性と神聖、なしには、主に参照しなければならない男はいないとの平和に従ってください:
人、神の恵みの失敗しないようにこまめに探してルート傷湧き苦味の迷惑をおかけし、多くが汚した;なか
れ、姦淫を犯した者、または肉の 1 つの一口を彼の生得権を売ったエサウとして不敬な者で、あります。ヘブ
ル 12:14-16
あなたがたが知っているどのようにその後、彼は祝福を継承しているがとき、彼が拒否された: 彼は悔
い改めの発見場所がない、しかし彼それを求めて慎重に涙で。ヘブル 12:17
それは触れたかもしれないと燃え、火も闇と闇、嵐、そしてトランペットの音と言葉の声がたマウン
トしないであろう、あなたがたのどの声を聞いた彼らはこと単語が話されていない彼らにこれ以上懇願した:
彼らは命じられたことに耐えかねて、獣ほど山に触れる、投石、またはダーツでしなければならないこと。ヘ
ブル 12:18-20
大変だった Moses という光景と"私は非常に恐れてし、地震:"ヘブル 12:21
マウント シオンと生ける神、天にあるエルサレムの天使の無数の会社に、総会と天国で記述されてい
る長男の教会と神すべての完全なちょうど男性の霊に裁判官にイエス ・ キリストの新しい契約の仲介人に町
に来ているあなたがたが、、散水の血液に語ら Abel よりもより良いものとします。ヘブル 12:22-24
あなたがたが語らない彼を拒否するを参照してください。はるがいない私たちをしなければならない
場合は彼らがいない人は彼にあの告げ地球上を拒否した脱出した、エスケープ、今度彼から離れている場合は
天から語ら。その声を横に振った地球: が、今彼は約束アッラーと言って、「まだもう一度も天が地球ではな
いだけを振る」。ヘブル 12:25-26

これは単語、「まだ 1 つより、signifieth 動揺することはできませんこれらものが残ることががありま
すを作られてもの現在揺さぶられるものを削除します。ヘブル 12:27
何のために移動することはできません王国を受信させて私たちグレース、という我々 が神に仕える許
容信心深い恐怖と畏敬の念を持って: 私たちの神は、焼き尽くす火です。ヘブル 12:28-29

兄弟愛
兄弟愛の続きをしましょう。他人を楽しませるために物忘れはできません: それによりいくつ
かいつの間にか天使たちを楽しませているのです。Bods。 バインドとして、それらを覚えていま
す。そしてそれらの体内にもいる自分が逆境に苦しむ。ヘブル 13:1-3
結婚がすべてでは、名誉と汚れのないベッド: しかし、神が判断する whoremongers と姦淫。
ヘブル 13:4
貪欲; がなければあなたの会話を聞かせてください。あなたがたを持っているもので満足して:
彼は言った hath、「私は決してなた、見放さずなた」。私たちは大胆に言うことがありますので、
「主は私のヘルパーとわたしはどのような男がしなければ私は恐れていないが」ヘブル 13:5-6
Gdo の言葉をあなたがたに話されている人ならルールを有するそれらを覚えている: その信仰

に従って、同じ昨日と今日、そして永遠にイエス ・ キリストの彼らの会話の終わりを考慮しまし
た。ヘブル 13:7-8
ダイバーと奇妙な教義についてを実行されません。それは良いことの恵み; と中心を確立しま
す。ない、肉ではなくそこに占領されているそれらの利益を得ているが。ヘブル 13:9
我々 の証拠として彼らは、幕屋から、漁場を食べる権利がある、祭壇があります。これらの
動物の血は、罪の高僧によって聖域に持って来られるのボディのため、キャンプせず書き込まれま
す。ヘブル 13:10-11
それゆえイエス ゲートなしまた、苦しんだ彼が彼自身の血で人々 を浄化可能性があります。
ヘブル 13:12
彼の叱責を軸受キャンプせずにかれ行く前後したがってみましょう。ここで我々 継続的都市
に来て 1 つを目指します。ヘブル 13:13-14

彼によってしたがってみましょう賛美のいけにえに提供神、継続的には、彼の名前に感謝私た
ちの唇のフルーツ。良いことをして通信することを忘れないように: そのような犠牲と神は喜ぶ。ヘ
ブル 13:15-16
ルールがある以上、それらに従うし、自分自身を送信: 彼らとしての彼らは自分の魂を付け
ろ、喜びと悲しみではなく、彼らはそれを行う可能性があります、アカウントを与えなければならな
い: それはあなたのために有益ではないのです。ヘブル 13:17
私たちのために祈る: 我々 は喜んで正直に生きるすべてのものに、良心がある我々 を信頼の
ため。どうか、しかし、むしろこれを行う、私は早くあなたに復元する可能性があります。ヘブル
13:18-19

今、再度持って来られる平和の神死人の中から私たちの主イエスは、永遠の契約の血によっ
て、羊の偉大な羊飼いを彼の意志を行うために、すべての良い完璧なでの作業をするトラフ イエ
ス ・ キリストの彼の目によく喜ばれています。人は永遠に栄光と今まで。アーメン。ヘブル 13:2021

