
神の神の子羊彼らの神の哲学;神の子羊の銀;謙遜した

ラム;神と人間の強さについての神の子羊の新しい勝利

の誇り。 

ええ尐年。私の神の戒めを教え、神哲学していきます場合はすべての人類はそれ

らによって導かれていた、私は小さな男の子を保証するこの人間性の神の判断; 

必要でしょう神の戒めを与えられた、世界をそれらをそうすべての精神、そのテ

ストの人生;与えられた瞬間があった、ことすべての精神、肉; 

の世界での生活を知らないしかし、遅かれ早かれ、彼らは特定の哲学; 

を証明する知っていた唯一の人間の哲学;惑星、実験は有限です。制限がないこと

または決してがあった。神の神の子羊は、愛と謙虚さ、任意思考の生き物のため

の神聖な任務です。のみ、神の子羊、すべてひどくと呼ばれる動物を表すユニー

クな潔白;それは力; の行為に関連してその感度は彼に天の御父エホバ; 

の自由意志の神聖な好みを獲得しています。謙虚さは神の子羊です。謙虚さ、な

し誰; 天の王国に入るそれはそれは天国; 

私神の法律の違反より針の目を通してラクダの入力を容易に書かれて生命の証拠

に来る前に、神の子羊とあらゆる人間の精神のスポークすべての人間の精神が天; 

の王国で彼を賞賛しました。すべての天の住まい; 

でプレー、すべての子があるない動物;彼らは同じ父; 

のすべての息子問題どのようなあなたの物理的形状または彼の哲学;天の王国はす

べてテレパシー;すべての永遠の栄光; 

に達しているので無限のコスト汗前部;無限の惑星;それは、すべての精神、それが

再び生まれることを; 

神の王国に到達する書かれています。つまりすべての精神は物質宇宙; 

によって巡礼無限の惑星; で渡します。無限の哲学; 

をしてみてください。それらのすべては神の子羊の神; 取って神の方法の 1 

つとすべてのフォームが太陽神潔白;同じ原理; すべて所有しているので誰が天; 

の王国で生まれましたNo 以来 1 

つを所有している、合計の永遠;そうでなかったら、父;すべて、例外なく、神に従

属、; 父なる神の愛この神の愛は生きている、広大な; 

と父親は、進んでいると進行の子供;永遠に、彼の神の精神的な階層。 

 

ええ尐年。弟エリー Ondania エリー; 

についての思考を残していないことを知っています。世界で; 



それを軽蔑するでしょうを知っています。あえて彼の五百紋章; 

神の子羊で販売彼は現代のユダ; 

としてすべての世代で記憶されるだろう彼は、そこにあなたの世界は、野心的な; 

の数百万だけでなく、それはそうではない永遠; を販売する 

trepidanしたがって私はわかります小さな男の子は、商業の野望は、血の涙のこの

悪魔は泣くでしょう。新しい肉; 

に復活した彼は、同じ神の子羊を尋ねるそれを聞いてきます質問百万戻ってであ

ることに;しかし、ないが表示されます。または銀; 

の神の子羊の生活で使用する権利清浄度と各 1 つ; 

の良心の純度のシンボルいくつかの時間私達彼を与えた、そう彼は見いだせない

。呪いゴールド; 

百万の一つです。呪い習慣;呪い親;彼は彼の心の卑しいに人神の単語; 

を尊重されています。何かのようでしたこの精神は、別の世界;彼は住んでが永続

的な肉; のはかない、人生は続く哲学に興奮していたそれは永遠でも天国; 

への参入を提供されていない哲学から供給します。呼び出し、世界の豊富で起こ

るので呪いの父と母;真っ只中、泣いて、歯ぎしり。理由は非常に簡単です。神の

正義のより多くの福祉、人間の精神を楽しんでより深刻なは正義です。神の単語

によって教えられるがすべての神の前に等しいしたがって、土地の政府はすべて

の人々 

の等しいされている必要があります。はい行われなかった、従ってそれは、その

ルールは良いビジネス; を見た悪魔のグループ世界は資本家; 

によって私神の戒めは考慮されませんこれらの悪魔は知っています。彼らは良い

科学; 

のクリエイターこれらののろわれたがある世界、金持ちと貧乏人。これらの悪魔

によって地上の世界になります神 juzjado;彼らは歯、何百万、私の謙虚な子供; 

の歯ぎしりと泣きながらの犯人以上、悪魔、私神の法律の違反者が脱出する;それ

はそれを支払います。目には目、歯には歯。それは肉; 

の世界の法律不完全な世界;ミクロの世界;これらののろわれたに残っている唯一の

希望は悔い改めです。したがって場合、悔い改め enloquecerían なし 

exsistiria、これらの悪魔;神の父、作成の天使。精神的な意志から発せられるプラ

イド、それら悪魔;私は、誰を忘れて; 

暗闇の中で失われました。書かれていた、主の神の父は永遠の光;間苦しんだ多く

はクリーチャーが; 

天の王国で最大としたがって、選ばれたものは選ばれました。彼の作品によって

それらが最初です。書かれていた; 

天の王国で強姦より針の目を通してラクダの間に容易であります。これは多くの



意味;説明どのように厳格な神は正義です。それ動物の鳴き声が; 

天の王国で大きいことを示しています作成者は、彼の神聖な abodes; 

でない動物の実在についてのみ exsisted 

子供;ある物理的な形を有する;動物の概念はこれらの霊; 

ための生命の神のレース動物; と呼ばれることを尋ねた同じ哲学; 

を満たすために尋ねた特定スピリッツなどはどう対処するか人間の猿。この哲学;

） でテストする尋ねたすべての精神は生命; 

でテストは書かれてだけでなく、人間と呼ばれる;しかし、すべての人間;神の父主; 

以下は神の正義はとても広大、無限; 

人間の生き物であることの重要性が失われています。さらに;人間の生活はあくび

無関心; 

で探しています同じ無関心では使用されるある人間。さらに;人間の生活はほぼ; 

天の王国で知られています。ロストイン スペース; それら polvitos 

で、ちょうど知っています。多くの呼び出し惑星、生活ライフ 

ドライブ;知っている、ある時点でしなければならないないこと世界; 

のトレースこれは書いた:; 

地球を渡す私の神の言葉は、決して滅びる。したがっての神の言葉： 

光であるし、光作られた;まだそれを世界とサンズ; 

を生み出し続けるそのような数量、心として想像することができます;テレパシー

神、神神の子羊は教え太陽起源;独自の生活の哲学;独自の広大な三位一体;前に、地

球を生じるは、すでに、神の神の子羊を生活に生まれる、他の惑星に。あなたの

神の治世は持っていないも限度; 

はありません。三位一体の生活は、乗算し、拡張した自分の思考の子供、神継承

と;すべて電気の部分にあるあなたの体;電気、その進化の測定は、広大な三位一体; 

の顕微鏡部分に対応することあなたは顕微鏡の裏です。しかし、そう顕微鏡をま

だ輝いていません。それはまだ優勢で、あなたの肉;その応答の情熱;輝きを可能に

する必要があります再び生まれること;精神、肉; 

の連続体を通過する必要があります。肉; 

の触知できるよりも優れている、精神的な輝きを特定の瞬間に到着それはなぜそ

れだった書かれている: 弱いです肉;知識、なる輝く太陽; 

ようというご希望の肉は、無効とします。それは、すべての知識は明るい; 

物理的なボディに変換されますとこの神聖なプロセス成就; 

宇宙のすべてのサンズ彼らはそれが肉; 

天の王国の大きいの生き物として、小型もはや; 

巨大な世界で、肉の生き物たち全体として、太陽構成普遍的な神の知識;呼ばれる

聖三位一体;栄光と威厳; 神 Moses 



輝きとしてそう彼の顔を放って太陽流動的です。彼の顔は、神太陽;その明るさの

彼は神の磁気力; を左の違い彼は彼自身の心; 

によって制御されました。この神の力はどんな心は保有している; を最大の驚異の 

1 つをされています。この精神的な力を持つ Moses 

開いた水;開発、血の川;天の御父エホバ; 

の無限の力の多くの神聖な兆候をしました。銀の船ことがたくさんある; 

これらの神の力とはまた崇高な任務; 

があります。彼らの自身の法律;どのようにそれらの肉; 

すべての預言者を持っています。自分の精神的な力; 

を持っていない場合、誰も預言者になることが神の永遠の父、それらの依存して

上をフィードの世界;使用して、すべての回では、同じ神の媒体それ忘れてはなら

ない、すべての精神が地面を離れるときが、世界へ、天体を渡しています。そこ

に行く別の時間;地球の材料の時間じゃないです。天体の時間;世紀では、地球に対

応する光青目;したがって、各時間が地球上で、場所も; 

天の王国で一瞬だけこの例は有効です、すべての人間の精神は神の委任統治によ

ると住んでいるとき彼は言った: 

崇拝のあなたの主は、上記のすべてのもの。によってすべての豊富な;によって自

分自身。つまり、あらゆる地上の息子の私神の命令に従って; 

天の王国に入ることができます。すべてのお金; 

を使用しているのでこの哲学と、世界へ、忠告されました。何世紀も前から: 

良好な材料; の知識の木から食べてはいけないそれが渡されます。コスト; 

と自分自身を養うどのような努力、およびメリット; 

を稼いでいます。あなたの額の汗によってパンを獲得します。正直な仕事; 

の有効期間にどのような金額します。神の父主と述べた：; 

あなたの兄弟を爆発ないと言った： 金持ち;ないと述べた： 

作成金持ちと貧乏人。も確かにない;神の父の意味は：; 

あなたの良心によると、あなたを支配します。すべての謙虚な最初に;別の通知は

言う:; 針の目を通してラクダの関係に簡単ですその; 天の御国で豊かな別の発表： 

右; 

の不道徳の左側の世話をされています。左は人々;人間の息子であります。息子の

仕事;右が壊れています。肉; の復活を購入は、お金は誰を信じる裏切られた 

！何か、人間の心によって発明されたパーシ 

スタンスは、見事なときこの人間精神的な発明、最高の委任統治は考慮されませ

ん。他の世界で起こっています。程度に、これらの世界スペース; 

から削除されています。だからこそ、神に書かれていた: 

多くの呼び出ししようとする人間の哲学;そしていくつか選ばれた、者; 



天の御国に入ります神聖な継承の知恵; 

の明るい太陽になるすべての精神につながる誰もが尐ないこの神の法律;天の王国

です顕微鏡生き物; 

をふりをすることができます最高の栄光それに出て来た;それをきれいでなければ

ならない;悪魔の影響を持っていない必要があります。方法は富;教えているされて

あて土地; 

キメラのみ続くものダイム、かかる精神、彼は場所に戻るときどこで来た瞬間;そ

れどころか;地球上で過ごした時間のアカウントを与える必要があります。2 

つ目の 2 番目の基礎;以来、彼は、生活に生まれた空; 

で呼ばれていたまで偉大さは、決してを表します富;すべての富は精神; 

のための時間の損失すべての呪い。生活; を残しているとき富、としてレ; 

天国の門を閉じ書かれていた: 

ない二君に仕えることができます。富は提供していますまたは主;はい、クリーチ

ャー育児休職富;何を期待する知っている、この生き物すでに受けている彼の報酬;

神の付加; はありません。神の栄光; 

を入ることができません。それはので、地球の偉大な; 

天の王国で縮まった、神の哲学神の神の子羊は、無限無限天使同盟;だれが作曲し

た各分子の肉体と精神;神の子羊の神はその土地に残る独特の哲学を表しますそれ

は無限の魂と呼ばれる人間の生命の証拠を唯一の原因それは神の戒め; 

会ったことのある生活モデルの製品、侵害することがなくさらに微細な一部;それ

は子供の哲学;子供の頃の哲学は、天使のような哲学に近いものです。彼らはより

純粋な心では彼らもないに従事、破損している、彼らの習慣;彼らは唯一のものは

、これでよいのか、科学が腐っていない;人間の心によって作成された他のすべて

の哲学、消える;されていない新しい世界;相変わらず、悪魔; 

天の御国に入っています。espiritus 

ニーニョスや知っている天国;偉大な精神的なガイド、教えられています。永遠か

ら;前例のない群衆は驚いて、巨大な太陽テレビ 

スクリーン;普遍的なテレビを参照してください。それは始まり;あり、なし終了;さ

れている世界がありがあるでしょう。見て奇妙な世界。世界戦争;つまり、どのく

らいの生き物が生まれ、思考; 

の広大な宇宙のすべてのアイデアを見てください。アイデアを永遠の時間の間に

なった巨大な世界;そこに、espiritus 

ニーニョスや目撃誕生、開発と苦しみの世界;神、方法のプロセスを見る顕微鏡の

アイデアを具体化の惑星;彼らは見て素晴らしい惑星の物語;それがしばしば送信世

界;天分はあるより心に強く訴える;念頭に、漠然とした神の考え; 

天の王国に見られるようにそこから来る将来の教義;惑星; 



に変換することが習慣預言者をもたらす特定の世界;そこに、長子の息子、インス

ピレーションと研究、神の計画;すべては遠い惑星; 

でミッションをしたいです。すべての銀河のカテゴリ;無限の形態の生命;その中で

、世界の肉;属する顕微惑星地球;粉末; 

として知られている惑星永遠の父なる神を神の最初の太陽は、キリストと呼ばれ

る場所があった地球の愛; 新しい法律を教えるように来る神の子羊の神; 

の神聖な教義を教えるためにそれは力; 

の使用を教えるために来なかった力、彼は既にあったので満たされる任務;彼女は

すでに惑星; 上でテストされていたそれはすでに人間の生き物; 

で独自の進化を成就なさったキリストの世界、新たな生活にもたらした残忍な時

間の呪われた王ではなかった、彼は地球に来たこれらの悪魔は、詐欺師、見た脅

迫その呪われた権限;だからこそ、彼らは興味をそそらし、スルー長子太陽;起こっ

たもいったいなにが起こる;モダンな金持ちがある彼ら自身と地球; 

の原則の霊これらの悪魔の過剰な野心、また殺された;それとして起こっている自

分の国;これらののろわれた、同じ倍で神は正義です。 

知らない歯の歯ぎしりと泣きながら待っています。道徳的な命令、エホバ; 

の天の父の前に謙虚なは、最初を知ること彼らは世界を支配; 

最初する必要があります。天の王国で初めてであります。 

書き込み: アルファとオメガ 
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