
トマスによる福音書 

発表しました 

ロバート ・ フェレル www.Scriptural-Truth.com によって解釈 

プロローグ) イエス、リビング One を

話した、神秘的な格言のとおり、どの 

Didymos (ツイン) 、ユダがトーマスと

呼びます、書いた。 (間 8-40 日間彼の復

活の後) 

1)、彼は言った、 誰でもこれらの言葉

を聞いて (と) その意味を発見する (労働

と生活 ― ― 詩 58 を参照してくださ

い) 死の味が今までいない (これらの言

葉の意味の損失). 

2) イエスは言われた、が求めているも

の (これらの言葉の意味) (が) を求め

て、オフ、残さないようにする (に) 彼



を見つけるまで (謎) です。彼があると

認めるとき(意味、謎)彼は問題を抱えた

でしょう(労働および検索生活 ― 詩 

58)(と) が驚嘆するでしょう。彼は問題

を抱えた (と) 彼の驚異、(の) 彼の治世

に、彼は、驚かれることでしょうし、

(世界) (と) すべてを支配 (詩 4).彼は彼が

休むし、支配するときと(第 7 回ミレニ

アムでの安息日残り). 

3) イエスは言われた、人を誘惑 (と) と

言う、あなたを導くべきである '見よ、

王国は、空を (宗教的指導者のみ理解で

きる)、' 空の鳥、 (宗教的指導者種子、

または神の言葉を消費者) それを負かす

事になります (キーを非表示にしそれ--

詩 39; あなたをだますルーク 11:52).場合

は、彼らはあなたを教えてください ' そ

れは地球の下で、(対象地上、あるいは



学術教授)海の中 (または)(教会の教え) 

によります' 海の魚、(キリスト教指導

者)には負けるでしょう。それは王国が

あなたの中と外の両方ではなく (リーダ

ーがそれを見ることを必要はありませ

ん).これら(生命光、権威、真実) を見つ

けるでしょう (労働と生活を見つけるこ

と) によって真である。ときに (こじつ

けと) あなたにも、あなたが誰を見つけ

る (聖書の意味でイエス ・ キリストに

ならなったら節 108) 生きている父の息

子であることを認識 (詩 106).しかし、そ

うでない場合(労働しに来る)、自分自身

を知るあなたが住む(肉)貧困している自

分、貧困(肉). 

4) イエスは言われた、人は日の古い男

を聞かせて (年齢の終わりに宗教的な男

性)を7 日間の小さな子をお願いするこ



とを躊躇 (の選任については、第 7 回ミ

レニアムの) 生命の場所について (詩 

50) と彼 (その安息日残りのエレクトを

求めて) によって生きてくる (これらの

言葉の意味を把握くるんで).多くの人が

最初(それらは潜入、ジュード 4 エトセ

トラに影響)最後になります。

(Abased、彼らの王国の剥奪)最後(当選

者)最初(高貴、高架、支配に対し).彼ら

は 1 と同じになります。(当選者に同意

する来る). 

5) イエスは言われた、あなたの顔の前

にあるものを知っている (聖書内に秘密

のメッセージがエンコードされた) もの

が隠されていると (この秘密の言語--詩 

39; への鍵ルーク 11:52) からあなたに明

らかにされます。何も隠しは(によって

律法学者やパリサイ人--詩 39;ルーク 



11:52;その後の教会) (キーが復元されま

す) 何かに埋葬されても(地上の指導) の

下でそれは発生しません (その上位レベ

ルの意味で見られる) ことはできません

が、 . 

6) 彼の弟子たちは彼に尋ねた、彼にど

のように私たち高速によると? (ロゴなし

を行う) どのように祈るもの? (のための

イギリスどのようにしなければならな

い我々 は、施しを与える? (神の代わり

に独自のリソース) の What をダイエッ

トしなければならない遵守? (キヤノン

我々 を受け入れるものとする) (約書か

れている聖書の中で)、 ウソはイエスは

言われた、 またはあなたの嫌いを行

う (この世界のものを追求し)、 すべての

ものが目の前でプレーン (解釈) 天の (よ

り高い意味)、 すべてのものは、真実の



前に開示されている (なぜあなたは嘘で

す)。何も隠しは (キー) のようなことは

行われません、マニフェストし、何も

覆われている (律法学者、パリサイ人た

ちに以降では、キリスト教徒) 明らかに

ならないでしょう (で・ ザ ・選出) . 

7) イエスは言った、ライオンは幸いで

ある (サタンにとりこにされている 

False 教会-1 ペテロ 5:8) 男になる (「選

出 1 なる発奮) 消費されたとき (引き継

いで) 人によって(、選ぶ物時代の終わり

に);男は、呪われたと(初期の教会) の人

ライオン(サタン)消費します。(浸潤;ジ

ュード 4、エトセトラ)、 とライオン (反

キリストの精神として悪魔) 男にな

る (彼のイメージにキリスト教の変更). 

8)、彼は言った、王国は海に彼の網をキ

ャストした賢明な漁師のような (西



暦) 海からを描いた (キリスト教の年

齢) 小さな魚の完全 (様々 なキリスト教

宗派).中でも賢い漁師は罰金を発見しま

した。(注 '大きな' は「罰金」と関係し

ているキー)大きな魚(単数形の教育、キ

リストの真の教え).彼は戻って、すべて

の小さな魚を投げた(キリスト教の宗派)

海に(キリスト教の時代)(罰金) 大魚を選

んだと(キリスト教を教える)難なく。

(それは明らかだったので、どれが最高

級)誰が(2 つ)聞く耳(詩 33)聞きなさい

(上限と下限の両方の教授). 

9) イエスは言われた、今、種をまく

人 (男の息子) 出て、一握りを取り (種子

の (Word)) に散らばっていたと (年齢) 

をまたいで。いくつか(本) の路上に倒れ

て(原始教会、 (道路)律法学者やパリサ

イ人の伝統によって影響を受けた; 参照-



-詩 39;ルーク 11:52);鳥(指導者サタンに

触発され、シードを消費または単語)来

て、それらをまとめ(没収された神の言

葉と削除それ)他は岩の上に落ちた(初期

の教会)ルートを取らなかった、(石、未

完)土壌、および耳を生成しませんでし

た。(果物).他に棘で落ちたと(それらは

この世界の富の誘惑);種子を窒息させた

(単語)・ ワーム(プロテスタント)それら

を食べた(聖書の外典を削除) します。他

の人は良い土に落ちたと(7 日目の選出)

良い果実を生産(耳): それは 60 小節ごと

穴(6000 年のために)メジャーあたり 100 

と 20(A に、新しいディメンションまた

は 60 の 2 倍). 

10) イエスは言われた、私はキャスト火

災がある (裁判と判決) 世界とを参照し



てください、私はそれを守ってそれま

で炎上 (消費、または他の精製). 

11) イエスは言われた、この天は滅び

る (偽キリスト教) 1 つ上が去ると (偽ユ

ダヤ教).死者(いわゆるキリスト教徒とユ

ダヤ人)生きていないと生活(エレクト)

死ぬことはないです。(のでそれらをだ

ます偽の教えとすることはできません).

であなたは何が死んでいる消費される

日(ユダヤ ・ キリスト教の教え)何が生

きているそれを作った(それを認識し、

住んでいた).あなたは何の光の中に住む

に来るときは?日 (初期教会時代の) 1 つ

のとき (天上と地上の解釈を知ってい

た) になった 2 (知っていたのみ地上).と

きになって、2 つ(分割)どうしますか(内

で失われた統一を回復) するために? 



12) 弟子たちは、イエスは、私たちは知

っているあなた(方法は、真理であり、

生命)私たちから出発します。私たちの

リーダーになる(真実と生活への道) に沿

って?イエスはその酒天国と地球のため

に、正義をジェームスに行く、君はど

こにいて、 (2; 上限と下限の意味) がさ

れて入ってきた、それらに言った(; 1 つ

になったより高い低いで表現です). 

13) イエスは弟子たちに言われたのよう

な誰を教えてください誰かに私を比較

します。シモン ・ ペテロ(教会)は、正

義の天使のような彼に言った(奇跡の

人、発光される).マシュー (誰として知
られているレヴィ; ユダヤ人)は賢明な哲

学者のような彼に言った(のようにどの

ように常にかける彼のラビ).トーマス(の

選択)は私の口はのような人を言うこと



ができる完全マスター、彼に言った。

イエス ・ キリストは、あなたのマスタ

ーではないと述べた。吸収しているた

め (彼の口から ― ― 詩 108) あなたが怯

えぬ者バブル春 (ことば) の私測定して

いる (正確な用語であるトマスはそれを

話すことができない理由である). と彼は

彼を連れて行ったと(からユダヤ人とキ

リスト教徒)を撤回したし、彼に 3 つの

ことを言った(あること 3 つの新約聖

書).(ユダヤ人およびクリスチャン)、彼

の仲間(時代の終わり)返される(の福音)

トーマス(後であった)彼らはあなたにイ

エスは言うをした、彼に尋ねたか。(私

たちにこれらの秘密を説明する)トーマ

スは彼らに言った場合、私は彼が私に

言ったものの一つが教えて、 (方法につ

いて第三の証になる) (古いおよび新約)

の石を拾う、私(使用する)でそれらを投



げる火(試みと判断) 、石(新約聖書)から

出てくるしを(ユダヤ人およびクリスチ

ャン)を燃やすは。 

14)する場合 (世界 - 27 節ではなく単語) 

から罪を生むだろう (理解と罪深い時代

の A の欠乏) 、それらにイエス; 自分の

ために祈る場合、 (のためのイギリス非

難; ができます施しを与える場合と (知

識 ― 詩 39; のキーとは対照的にルーク 

11:52)、 は、あなたの精神に害を及ぼ

す。(精神的ではなく物理的なニーズに

焦点を当て) によってあなたはすべての

土地に入るし、地区について歩くとき

(全体すべてのキリスト教世界、)彼ら

は、受信した場合(あなたを受け入れる

または公聴会を与える)彼らはあなたの

前に設定されますを食べる(どのような

聖書の権威として彼らを受け入れるを



使用)、癒す、(復元するの謎)、(精神的

に)それらの間での病気。あなたの口に

入るものの(Scripturally) が、どのよう

なお口の中から課題を汚すまいが (聖書) 

に対して -それはあなたを汚すだろう

が。 

15) イエスは言われた、女性の生まれな

い 1 つを見るとき (マリアのいないが、

霊と真理の) あなたの顔とあなたの父

は、彼は 1 つの礼拝にサジダアダム (そ

の言葉は真実ジョン 17:17). 

16) イエス、男性だと思う、おそらく、

それ平和世界にキャストになってきて

います。彼らは地球にキャストになっ

てきている不和であるかわからない: 火

災 (試験)、 剣と戦争 (第 3 の剣、または

新約聖書の彼のリターンで彼の口から

問題、3; する必要がある彼らはすでに 2 



に参照してくださいルーク 22:36) (新約

聖書は 2、3 のそれらに対しての中間).

家に 5 があるため(これらの新約聖書

は、2 と 3 の): 3(エレクト)二人になりま

す(偽りのクリスチャン)と(時間の終わ

り)2 つ(偽りのクリスチャン)3 戦(の選任

については、以前の教育に戻る人)、父

(新約聖書は、3 のもの)息子に対して(2 

新約聖書のそれら)、息子(2 新約聖書の

それら)父に対して(新約聖書は、3 のも

の)。彼らは孤独に立つと (最後の 1 つと

して一緒に). 

17) イエスは言われた、ない目が見てい

るものを与えるものとする (2000 年につ

いては見られているもの) ではなくない

耳が聞いていると (に 2,000 年) ない手が

触れている (に 2,000 年) 人間の心に起こ



ったことがないと (キーの知識 ― 詩 39;

ルーク 11:52;この黙示録). 

18) イエスは、弟子たちはどのように

我々 の終わりになります教えてくださ

い。イエスは、あなたを発見した、そ

の後、先頭 (初めに新約聖書作家キヤノ

ン以外の聖書を信じている)、あなたは

終わりを捜す (いくつかはより単純な事

実よりも証拠)?初めはどこの(使用の信

念は、新約聖書の作家によって基本的

な事実)が終了する(元理解へのリター

ン).幸い、彼は人は初めに彼の場所を取

る(新約聖書作家とスタンドが);彼は終わ

りを知っています。(その教育に戻る)経

験がないと(、)死(このミステリー) の. 

19) イエスは言われた、 (それが失われ

た前にこの謎の基礎を確立) 幸い、彼は

人が中に入ってきた彼が生まれた前



に (時代の終わりに第 2 時間) です。私

の弟子になるし私の言葉に耳を傾ける

かどうか(ある証人聖書が書かれた時間

からこれらの執筆)これらの石(新約聖

書)大臣(その謎を明らかにする)しま

す。楽園のあなたのための 5 つの木が

あるため (、2 グループ: これら 2 つのツ

リー、ボリューム、または特例のプラ

ス 3 のもの) (収穫期) と冬(実を結ばない

シーズン) と葉が落ちない (国の癒しの

ためである) に残る邪魔されず夏の(が読

んで、私たちは、全体または消費).誰と

知り合いになります。(木とその果実の

両方のセットが大好き)発生しません(対

象になるまたは、)死(謎) の. 

天の王国がどんなものかを教えて 20) 弟

子たちはイエスに言った。マスタード 

シードは、すべての種の中で最小のよ



うだ (聖書の中で非表示)と述べた。耕作

地で落ちるときが、 (心を受信し、それ

を受け入れる覚悟-当選者) 偉大な植物が

生成されます (ツリー、または旧約聖書

と指導) になり空の鳥の避難所 (クリス

チャンおよびユダヤ人の指導者). 

21) メアリー (年齢は、人は彼が彼の高

レベルが明らかにするまでを触れるこ

とができない)が、あなたの弟子たち

は、イエスに言ったような?彼は言っ

た、ない彼らであるフィールドに定住

している人 (の選択) 子供のようなもの

です (世界).フィールドの所有者が来た

ら(ユダヤ人およびクリスチャン; バイヤ

ーや商人)彼らは、'私たちがある戻る私

たちのフィールド' と言うだろう、(宗教

のそれらの内で当選者を破門)彼らは彼

らの存在の服を脱ぎ (されます)-(つま



り、宗教的な衣料品や所属を削除)ため

にそれらが戻って自分のフィールドが

あります。(キリスト教, ユダヤ教)それ

らに戻ってそれを与えると(を参照して

くださいヨハネの黙示録 18:4 彼女, 私の

人々 の出て...).場合、私はあなたに言う

ため、所有者(父)家の(イスラエル共和

国) のが知っている泥棒(サタン)来てい

ます。(神の言葉を盗むし、知識 ― 詩 

39; のキーを非表示にするには、ルーク 

11:52;ルーク 11:52)、 (原始教会のエレク

トする彼の計画を明らかに) 彼のドメイ

ンの彼の家に彼をさせないと (真の教

会) 彼の商品を運ぶために彼は彼が来る

前に彼の集会を開始 (聖書、キー、およ

び謎).あなたは、(弟子)その後、世界に

対して警戒が必要(これは宗教施設を引

き継いだ).偉大な力を持つ自分の腕(、縫

取り細工の下の上)なかれ強盗(ことば) 



のあなたに来る方法を見つける(とキー

を盗むし、上部の意味がそのイメージ

のまま安全に保持され、下にある表現

を非表示)期待される難しさのため(上位

の意味の喪失)(確かに) 実現する(謎は壊

してとの失われた 2,000 年).理解のある

人の間であれ(復元) する。穀物熟成する

とき(耕作地に落ちたし用いる生産)、彼

は彼の手で彼の鎌ですぐに来た、それ

を上げた。誰が聞く耳を持って (のよう

な理解の人)、 聞きなさい。 

22) イエス(7 日選出) suckled されて幼

児(によって true の場合、精神的な母).

彼は彼の弟子に言った, 御国に入るよう

な suckled されてこれらの幼児です。

彼らは彼にしなければならない私た

ち、子供たちは、御国に言ったか。イ

エスは彼らに言った際に 2 つ 1 つ (画像



や高いものの容器として低い意味を参

照)、 および内部を入れるとき (王国の

検索の開始位置)の外のような (検出する

は実際にあなたの内面に相当) と中のよ

うな外 (あなたは父を地球 - 113 の詩に

広がっているとのイメージを置き換え

る) 、と上記 (何で空である) のような、

下(何や海、地球の下で) 、 および男性

を入れるとき (父の、精神的な種子) と

雌 (父の種子まで肉欲的な種子をもたら

すをもたらされる精神的な暴露によっ

て肉欲的なレベルを通って) と同じ、、

男性 (聖書の、精神的なレベル)は男性で

はない (ない純粋な精神的な自然の中

で、同様に肉の形で表現されるもの

と) も女性 (地上、または肉欲的なレベ

ルの意味) 女性 (肉欲的なレベル内で表

現する精神を発見したとき、のでそれ

をもたらす聖なる子供やエレクト、1st



コリントでポールの話されている 7:14);

ときあなたのファッションを目と(見て

のレベルのそれらの 2)目の代わり(官能

的なレベルのみ)と(右)手(イエス ・ キリ

ストは何をしているか知っている)の代

わりに、(左)手(ではない)、(右)足(これ

はそれが起こっている場所知っている)

の代わりに、(左)足(ではない)、(高い)

の肖像画、(下)肖像画(下の表現が高く

見ること);時に [王国] を入力できます。 

23) イエスは言われた、あなたのうち 1 

つを選択しなければならない (追跡) 千

人のうち 2 つ (追跡) する 1 万、彼らが 1 

つとして立ってしなければならない。

(申命記 32: 30、エトセトラ) 

24) 彼の弟子たちは彼に言った、あなた

は、それを求める必要があるので場所

を見せてください。彼は彼らが誰が (両



方)にの耳、聞かせ彼に聞いています。

光がある (、イエスは、世の光は) 光男

内 (イエス ・ キリストその人となって

いる) と (上部の意味; キリストの光) 点

灯全世界。それが輝いていない場合そ

れ (光の中に) 、 闇 (1 つだけ耳男性の肉

欲的な教えが聞こえるのみ) (単) . 

25) イエスは言われた、愛あなたの兄

弟 (「選出; その日初期の雨と来る後者

の雨ものの両方)は、あなたの魂のよう

には、あなたの目の瞳孔のような彼を

守る (確かに、彼らはあなたの目) 。 

26) イエスは言われた、あなたの兄弟の

目の小さな塵を参照してください (本彼

を受け入れると、彼らが伝える, 隠され

た言語ではなく、デートし受け入れと

信頼性エトセトラだけで見るためにあ

なたの異議)、あなた自身の目のビーム



が表示されないが、 (独自の書籍は、そ

れらを参照して本の両方のセットの非

常に同じキーにロックを解除する)。ビ

ームをキャストするとき (キヤノンの偽

の概念) 、あなた自身の目から、明確に

表示されますあなたの兄弟の目からほ

こりをキャストする (あなたの異議から

後ろ) に (、肉欲的なレベルへの異議を

見て彼の方法). 

27) イエスは言われた:わたしの世界、高

速あなたに方法はありませんが見つか

ります神の王国、安息日を観察する限

り、 (6,000 年後ミレニアム) 安息日とし

て (1 つのが真実の残りの部分では)父を

参照してくださいに来ない、 (それらの

イメージ内の光). 

28) イエスは言われた、私は、世界の中

で私の場所を取りに登場 (とレベル



の) 肉 (として彼の精神的な意味の生活

のたとえ).酔っているそれらのすべてを

発見しました。(ないからバブルの春が

男性の言葉);のどが渇いているそれらの

どれもを発見しました。(の単語は、バ

ブルの春)。私の魂が悩むようになっ

た (、肉欲を受け入れることができるレ

ベルに減少) 男性の息子のため、 (精神

的に) で盲目の (精神的な) 心を持ってい

ないと (精神的な) 目の前 (第 2 回目、

耳、エトセトラ);空の(肉)やって来た

は、世界と空(肉)あまりにも彼らは世界

を残すように努める(その 1 目、耳、エ

トセトラだけ満足).しかし、現時点では

酒気を帯びています。(男性の空、肉

欲、この世の言葉) にします。彼らは自

分のワインを振るとき(強力な妄想、酩

酊; 彼らは真実ではないが大好きだった

ので、人によって測定される春)その



後、彼らは後悔(と彼は、ない男性が測

定される彼のバブルの春から代わりに

飲む). 

29) イエスは言われた、場合肉 (、- 下位

聖書の) 精神のために来た (それはより

高い、精神的なレベルは身を横たえ

て、物理的なレベルで) それは不思議。

しかし、もし精神体のために (より高い

レベルの意味、神聖による選出子供) (女

性、または肉と血の生まれ、低い、肉

欲的な意味、聖書の後再生)、 驚異の不

思議です。確かに、私は驚きでどのよ

うにこの素晴らしい富 (聖書のより高い

レベル意味) を行っております (表現自

体) この貧困の中で(低レベルの意味経

典). 

30) イエスは言われた、 3 人の神があ

る (のように、新しい、古いおよび新約



聖書外典の神) 彼らが神 (イエス ・ キリ

ストはそれらなった).2 つがあります。

(新約聖書; キリスト教徒)または 1(新約

聖書; ユダヤ人)私は彼と(時代の終わり) 

まで。 (、3 が選出、2 同じ家およびユ

ダヤ人のクリスチャンが、1 とは別の

家) 石を上げる (昇格拒否された新約聖

書)、そこは私を見つけると (礎石)木を

裂く; (新約聖書のより高いレベルのシー

ク)、 と私 (ロゴ) です 

31) イエスは言われた、 (イエスは、ユ

ダヤ人で受け入れられない;) どんな予言

者が彼自身の村で受け付けています医

者は彼を知っている人を癒す(イエスは

彼らの信仰のキリスト教徒を治すこと

はできません). 

32) イエスは言われた、都市 (「新しい

エルサレム) 高山上に構築されて (ユダ



ヤ-キリスト教) を強化した (神の言葉

に) 落ちることはできません (地獄ゲー

トはそれに対して勝つてではならな

い) 隠せることができるも.(全体の世界

はそれが表示されます) 

33) イエスは言った、あなたを聞く (低

レベルの意味) あなたの耳のいずれかで 

[他の 1 つが、 (これはより高いレベルを

理解する) 閉じている] あなた叫ぶから

説教を片方の耳で聞くが (以前を教えら

れている; 2 つのツリー、または新約聖

書) {(As well as) 他の (精神的な) 耳 (最

初と再発見を教えていた; 3 木)。} ラン

プを点灯して誰のため (神の言葉。、詩

篇 119:105) それを置く (Word) ブッシェ

ル、また彼がそれを置く下 (Word) で隠

された場所(聖書外典の単語の意味と隠

された) が、むしろ彼はランプ スタンド



でそれを設定します (宣言それ教会、ヨ

ハネの黙示録 1:20) 、入るすべての

人 (イギリス) 、葉 (イギリス) その光を

参照してください (神の単語に含まれて

いる上位の意味です)。 

34) イエスは言われた、盲目の男な

ら (自分の誤ったイメージやキヤノンと

偽ユダヤ人) 盲目の男をリード (偽りの

クリスチャン、彼らは教会を引き継ぐ

ことができますので使徒預言者と流浪

を殺害する理由としてこの作戦を使

用)、彼らは両方の穴に落ちる (のみ、- 

下位; を見ての落とし穴従って捕われの

身は捕虜になるし、神の言葉の剣で殺

す者は後で同じで殺されなければなり

ません。神の言葉の剣). 

35) イエスは言われた、それは誰もが強

い男の家に入ることはできません (家の



神サタンの制御の下で) 、力によってそ

れを取る (日の終わり) 彼は彼の手をバ

インドしない限り、 (2000 年のために彼

に対して訴訟をビルド);その後、彼が(す

ることができる)荒らし(の罪を明らかに

する)彼の家(彼らはそれをベースに嘘と

同様、偽の宗教の行為を公開). 

36) イエスは言われた、夜明けから心配

しないでください (謎と原始教会内のキ

ーの初期の啓示) 夕暮れに (それに続く

隠蔽とその神秘とキーの抑制) 、夕暮れ

から (抑制の時間) 夜明けに (朝の星が私

たちの心に生じたとき、第 7 回ミレニ

アム) [食物] について (聖書) 食べる 

[ (Accept)、 [または] か [服] を着用 (あ

なたの特定の宗派)。[あなたが多く] よ

りも [ユリ](フィールドである世界のエ

リート)カードもスピンに [も] します。



(神の国)、。あなたの部分の何 [着る予

定] あなたは衣類がある場合ですか? (無

宗教かかりますのでそれらに対して預

言者の味方) あなたの身長に追加人?(あ

なたの本性にあなたを導く、イエス、

モーセとエリヤが変容の中にあったよ

うな)それは彼を与えるが、(真)衣料品(; 

聖人の義仕事の 29:14、ヨハネの黙示録 
19:8). 

37) 彼の弟子たちは言った、ときが(生活

ワード) になる私たちに明らかにし、と

き私たちはあなたを参照しなければな

りませんか?イエスは言った、 (あなた

が脱いとき (宗教の確立のまま) 恥ずか

しいとあなたの衣服を取ることがなく

宗派、違い) と小さな子供のようなあな

たの足の下でそれらを置く (、) それら

を踏むと (それらを拒否、海に小魚を投



げる)、[表示される]、生活の息子 1 

つ (彼のような息子を見るときのために

なると、我々 は、彼を見て、彼を見

て、彼は我々 になる。)、 、 (したがっ

て) 恐れてはいけません (彼の、完璧な

愛は、すべての恐怖を落として 1 ヨハ

ネ 4:18). 

38) イエスは、多くの時間が希望を聞い

て (精神的に他、精神的な耳)がこれらの

言葉を言っているをあなたがからそれ

らを聞く誰もある (本) のようにと述べ

た。ある日 (「2 精神的な日、または 

2,000 年) あなた私を捜すとき (私の意味

を求めるまたはロゴ) と私を見つけるこ

と (これらの言葉の意味) 。 

39) イエスは言われた、 「パリサイ人や

律法学者 (以降では、原始教会潜入) 知

識のキーを撮影している (上位意味の参



照もルーク 11:52)それらを隠して、(背

後にある地上イメージの肉欲的なロッ

ク)。彼ら自身を入力していないの王国

にこれらのキーの知識)、(によってまた

彼らがしたい人を入力する許可され

て (見て、彼らはそれらのイメージの中

で光を見て、それらを抑圧、それによ

り冒聖霊).ただし、する蛇と同じくらい

賢い(律法学者やパリサイ人マタイ 

23:33、12:34、エトセトラ、)鳩のように

無邪気と(エレクト). 

40) イエスは言われた、ブドウ (偽教

会) 父の外に植えられている (謎の知

識)、 不健全なされているが、 (男性の

教えに根ざした) それはそのルーツにプ

ルアップされ、破棄される。(イエス、

ヨハネ 15:1、 trueつる) 



41) イエスは言われた,誰が彼の手で何

か (真の豊かさ、この概念の把握) より

表示されます (キー、女神異聞録、洞察

力、力) そして何も誰 (貧困、またはこ

の概念のない把握) も少しは彼の奪われ

る (一時的な力、教会上の電源). 

42) イエスは言われた、の通行人にな

る。(高速世界から詩 27;、ひとりぼっち

になりエトセトラ) 

43) 彼の弟子たちは、私たちにこれらの

事を言う必要があります、あなたは彼

に言ったか。< イエスは彼らに言われた 

> (ツリー、または旧約聖書) からあなた

が気付いていない私は私はあなたに言

うから人を、あなたが、 (初期のキリス

ト教徒の弟子) (いずれか) 彼らは木を愛

するため、ユダヤ人のようになってい

る (聖書の) とその果実を嫌う (それをも



たらした、すなわちイエスと謎の知

識) または果実を愛する (イエス、謎) ツ

リーを嫌い、 (これらの事をもたらし

た、聖書)。 

44) イエスは言われた、父に対する冒

誰 (旧約時代と経典) 許される息子をけ

がす誰と (新約時代と経典) 許される

が、聖霊をけがす者 (それらに対して地

上の引数、説得力のある) または天

の (精神的、許されない地球のいずれか 

(誰が私たちの両方の旧約聖書と新約聖

書、3(The Spiritual argument against 
them will be compelling).44) Jesus 
said, (Who will lead us into a proper 
understanding of both the Old 
Testament and the New Testament, 
thereby revealing the 
3rd Testament) will not be forgiven 
either on earth 



45) イエスは言われた、ブドウ (キリス

ト教、新約の果実) とげから収穫しませ

ん (キリスト教徒、彼らは世俗的な豊か

なとき) イチジク、また (ユダヤ教、旧

約聖書の果実) アザミから収集した (偽

ユダヤ人: サタンのシナゴーグ)フルーツ

を生成しないため、 (聖書生産).良い男

をもたらす彼の倉庫からなど良い(彼の

心は、彼良い果実につながる)邪悪な男

は、彼の悪の倉庫は、彼の心し、邪悪

なことを言うから悪いことをもたら

す;(彼の悪の果実).心の豊かさから彼を

もたらす邪悪なもの(これは謎の認識か

ら人々 を防止する). 

46) イエスは言われた、女から生まれた

者の中で (アダムの後、肉は 2 回目のイ

ブの罪および彼のそれに続く黙認によ

って生まれてきたものと言える)、 、洗



礼者ヨハネまでアダムから洗礼者ヨハ

ネ (彼に) の前に彼の目を下げていない

ことがある 1 つのジョンに非常に優れ

ています。まだ私はあなたのいずれか

の 1 つは子であると述べている (当選者

の 1 つ)は王国の知り合いが (として洗礼

者ヨハネだった) ジョンになると (これ

はこの時期に、実際に成功する). 

47) イエスは言いました、それは不可能

の 2 頭の馬をマウントする人のため (王

国) または 2 つの弓をストレッチす

る (各側面、に対する賛否の戦い) 使用

人の場合は不可能でし (の選出 1) 2 つの

マスターを提供するために(神とサタン);

そうでなければ彼は 1 つの名誉し、軽

蔑他の治療します。男は古いワインを

飲むない (旧教え) と新しいワインを飲

みすぐに欲望を (教え).と新しいワイン



(教育)古い皮袋に入れてはいません。

(学生、信者); 彼らが破裂しないよう

に、また古いワイン(教育)新しい革袋に

入れて(生)それはそれを台無しにしない

ように(古い、初期のキリスト教徒にキ

ヤノンの偽の概念でした)。古いパッ

チ (教育) 新しい衣服に縫製がない (宗

教)、 涙になるので (新宗教) で。 

48) イエスは言われた、 2 つの(古いもの

と新しい皮袋) 互いにこの 1 つの家で平

和を作る (の神)、 彼らは山に言う (世界

システム; 宗教の確立)、'離れて、移動

'、それは距離を移動します。 

49) イエスは言われた、 は幸いである孤

独、選挙の王国を見つける(働き) を 、 (宗教の確

立から離れている) 。それから、あなた

が (我々 は初期のキリスト教の理解をベ

ース)として (元教授) 戻ります。 



50) イエスは言われた、場合彼ら (ユダ

ヤ人およびクリスチャン) 言いたい (の

選択) 彼らに言う「どこから来たの?'、' 

私たちは光から来た (単語の上位)、 場

所どこ光 (精神的な意味) 独自の協定の

中に入ってきた [地位] を確立となった

彼らイメージをマニフェスト (低い、物

理的な意味)。'彼らはあなたに言う場合' 

それはあなた?' と言う、' 我々 は、その

子供(我々 が甦やる残っていたものを完

了するためにそれから)、生きている父

のエレクトしております '彼らはあなた

を求める場合、'はあなたの父のサイ

ン?、だと言う、それらに' 運動と休息で

す ' 。(労働とそれを通して生命を発見

します。ときに我々 を支配、我々 残り

されます。我々 はついに真実を回復し

ている、世界を引き継ぐと神の言葉に

休息します。) 



51) 彼の弟子たちは彼に言ったとき死者

の(ユダヤ人およびクリスチャン)鎮魂に

ついて、来るし、新しい世界がいつ来

るか。彼は、彼らに言われました。何

を楽しみに(ことは初めからあった指導)

すでに来ている、(元ユダヤ-キリスト教

教育)(キーは撮影され、隠された) ので

それを認識しません。 

52) 彼の弟子は彼は、イスラエルでは、

預言者 24 スポーク(ヘブライ語キヤノ

ン、後に採択されたプロテスタントの 

24 本)とそれらのすべてをあなたに話し

たと述べた。(従来のキリスト教の教授; 

我々 は、キヤノンによってイエスを知

っているだろう。)(住んでいる神の言

葉、死んで、または偽のキリスト教徒

とユダヤ人を受けないある)彼は(神の単

語使用するキヤノン外本)を自分の存在



に住んでいる 1 つを省略して、それら

に言った(のみ) 話されているとの (何)の

死者 (偽ユダヤ人とキリスト教徒を述べ

ている). 

53) 彼は(物理)割礼有益には弟子たちは

彼に言ったか。彼はそれらに言った有

益なら彼らの父 (肉のイメージ内の

光) (肉) で既に割礼それらを生むだろう

からの (たて) の母 (物理、表面レベル教

育、伝統、エトセトラ).むしろ、精神の

真の割礼となっています。(以上時間の

プロセス)完全に収益性の高い(ように

今、肉欲的な指導を超越することがで

きます). 

54) イエスは言われた、貧しい人々 は幸

いである (の精神、人の精神の富を奪わ

れている)、あなたの天の王国です。(キ

ーおよび上位レベルの洞察力の復元)。 



55) イエスは言われた、 (彼の父と彼の

母親、誰は嫌いではないユダヤ人 (また

はキリスト教) の伝統、機関、エトセト

ラ) 私の弟子になることはできませ

ん (以来彼らの伝統は、聖書の作家がそ

うはっきりと受け入れでした除外の経

典を受け入れるからそれらを防ぐた

め) および彼の兄弟および姉妹、誰は嫌

いではない (仲間のキリスト教徒とユダ

ヤ人の兄弟および姉妹) 自分の十字架を

取ると (注: これはほぼ中間点。原稿、

ここで誰が今までについてわかります

の staurogram と呼ばれる記号がありま

す。それは、インターネットで捜すこ

とができます。もし本を読んで、これ

はヒンジの一種である場合のプロロー

グ、詩 2、エトセトラ、113 と 114 を読

んでいることが見つかりますこの中間

点まで認識できるような対応が存在し



ます。正確には、私たちの作詩といっ

てがある...)私の方法で(彼と

新・旧約聖書の作家の本を受け入れる)

で私の価値がないでしょう (実際になる

ことと、適切な身長にする復元イエス). 

56) イエスは言われた、誰が世界を理解

して来ている (およびそれは肉欲的なフ

ァサードの背後にある精神を隠す方

法) (のみ)、死体を発見した (伝統; 貧困

精神的な洞察力のない単語)、死体を見

つけた方、 は世界に優れた (、世俗的な

画像を提供していますこの関数) (の妄

想) 対象外。 

57) イエスは言われた、父の王国が [良

好] を持っている人のような種

子 (Word).彼の敵は(サタンと彼の

人々、Judases)夜に来て(暗闇の中のこ

の 2,000 年の時代)雑草をまいた(偽の教



え、教師)良い種の中で(神の単語) で

す。男 (神) が許可しませんでした。(天

使)雑草を抜く(によって上がったことを 

2,000 年前に真実を明らかに);彼はそれ

らに言った ' 私は恐れている、雑草を抜

くしようとするが行く(False、- 下位の

教え)小麦を持ち上げて(フルーツ)と一

緒に ' 。(と彼はしなかった、私達の時

間のそれらに対して証明する本がある)

の収穫の日に(7 日目またはミレニアム)

雑草(虚偽の教義)はっきりと表示されま

す、pull up されること(うちの教会やシ

ナゴーグ)カロリーと(火が燃え上がると

き、刀 3 新約聖書 ― 戦争間 2、うち 3 

新約聖書は、区切りの). 

58) イエスは言われた、苦しんでいる人

は幸いである (偽の教えから、2,000 



年) と (世界を克服して) 人生を発見し

た (キー; より高いレベルの教育の光). 

59) イエスは言われた、生活の注意 1 つ

あなたが生きている間 (前に侵入はあな

たの中に含まれている謎のあなたを奪

う)、 死ぬなかれ (死者の教えの対象に

なる) 彼を参照してくださいしよう

と (生きている 1 つ) そうできないと(キ

ーは離れて撮影されているし、非表示

にできます。) 

60) < 見た > サマリア人(小さな、限られ

たキヤノンのもの)ユダヤへの彼の方法

で子羊を運ぶします。彼は彼の弟子に

言った(理由は) あの男 (キャリー) 子

羊 (キリスト教)の周りですか?彼らは彼

に言った、彼はそれを殺すことができ

る (自分の教え) 、それを食べる (独自の

方法で読み取り).彼はそれが生きている



間、それらに言った(それらを変更し、

生きているそれらをもたらすことがで

きる)彼は食べない、(読み取り、受け入

れる)それ、しかし、彼はそれを死亡し

ている場合にのみ(自分の教え)それ(単

語)死体となっています。(聖書のみ、精

神、生命に欠けている体の一部)。彼ら

は彼に言った、彼はこれを行うことは

できません (Word の生活を把握) それ

以外の場合。彼はそれらに言ったあな

たも、場所を自分で見て鎮魂内 (喪失と

謎の回復までの時間)しないようにする

(新約外典の新しい新約聖書作家と)死体

になる (あなたのより高い意味のストリ

ップ) 食べられると (死んだ理解のレベ

ルで受け入れ). 

61) イエスは言った2 つ (種類) が休

む (2,000 年休息) ベッドの上 (教会) 1 



つ (ないなる弟子) 死んでしまうと他の

(サロメのような弟子になると) ライブ

が (謎の回復). サロメ (ジェームズとジ

ョンの母読むマーク 15:40 マシュー 

27:56 と一緒に)男は、彼によると、あな

たは、あたかも 1 つから (、分裂してい

ない神の言葉を分割したものではな

く) 私のソファの上が出ている (彼女は

食べる場所) 私のテーブルから食べる

か?イエスは彼女に言った私は、分割さ

れていないから存在する方。私は与え

られた (食べる) にいくつか (から彼女の

テーブル). あなたの弟子を午前 < サロ

メは言った >. (私はあなたが受け入れる

受け入れる) < イエスは彼女に言われた 

> 従って私は言う、彼が < 非分割 > 場

合 (であっても、キヤノン以外の本を参

照する聖書のすべてを受け入れる) 彼が

光で満たされるでしょう (および従って



住んでいる) 彼が分割されている場

合、 彼は暗闇の中で満たされるでしょ

う (すべてそのイエスを食べる、または

受け入れる受け入れない) (死ぬ). 

62) イエスは言われた、それは、これら

に [人の価値がある私] 謎 (人労働を求め

る求めると霊と真理のノック、生命を

見つける) 私の謎教えて。(それらのこれ

らの謎を解明する鍵を与える)せてはい

けないあなたの左手(これらの人は、こ

れらのキーを知らない)どのようなあな

たの右の手を知っています。(が知って

いたそれらとそれらのが知っているに

来る)やっている。 

63) イエスは、金持ちの男があった (教

会の侵入) くらいのお金を持っていた

人 (真の富、または知識のキー)と述べ

た。彼は言った、' を使用する私のお金



を置くものとする (非表示にこれらのキ

ーと交換して自分の指導) 、種をまくこ

とがあります、リアップ、植物、 (私自

身の利己的な目的) のを埋めると私土蔵

を生成 (自身) (の私自らの力と栄光と利

得) 結果に私が (したがって裏切りによ

って王国を取って) を欠くものは何も。

その同じ夜、彼の意図した (2,000 年

歳) 彼は死んだ (自身は真実であるこ

と、キーを失った).彼の耳を持つ(両方の

レベル)聞く。 

64) イエスは、人の訪問者を受けたと述

べた。彼が夕食を準備していたと

き、 (神の永遠の単語の饗宴)、彼は彼の

使用人を送った招待状 (預言者) (信者).

彼は最初の 1 つに行った(初代教会潜入)

は彼に言った、私のマスターがあなた

を招待し、' 彼は言った、' 私はいくつ



かの商人に対してクレームがある。(偽

ユダヤ人-キー - 詩 39; を隠していた人ル

ーク 11:52).彼らは私にこの夜に来てい

ます。(日またはフェードを離れての理

解の時間) としています。私は行くし私

の命令を与える必要があります。(彼ら

は同様の利益を得ることができるの

で、その方法を模倣).夕食から許された

い願い ' 。(私がこれらの経典のすべて

を受け入れるない)彼は別に行った(買収

直後後の教会)と言った、彼は彼に言っ

た '私のマスター招待されました '' 家を

買ったことがあります。(教会を設立)と

一日に必要な午前。(日雇い労働者のよ

うな人がそれぞれ取得デナリオン)私は

暇はならない」 。(私の仕事はより重要

です)彼は別に行った(プロテスタント)

と、彼に「私のマスター誘う '。彼は彼

に言った ' 私の友人は、結婚つもり(子



羊の結婚の祝宴) 宴会を準備するとしま

す。(キヤノンはそれを設定にならない)

私は来ることができないものとしま

す。(これはあなたのバンケットは、教

えるかまたは受け入れるよりも神の言

葉の多くを含む)私は夕食から免除する

ように依頼します。(私はあなたの食べ

物、あなたの聖書を拒絶する)' 彼は別に

行った(2,000 歳の終わりに、キリスト教

徒)主人は彼に言った, あなたを招待と。

(を食べたり、預言者が持っているすべ

ての書籍を受け入れる)'彼は、彼に言っ

た' ファームを買ったことがあります(私

が完全に今投資して)と私は賃貸料を集

めに行く途中で。(それは私に現金で今

を信じる他には何がある私の羊は私の

ための時間です)私に来ることがなりま

せん。許されたい願い (私はこれらの経

典を拒否).' 使用人(預言者)返され、彼の



マスターによると「夕食に招待される

人々(キリスト教の宗教の確立)を求めて

います 'マスターは彼の使用人に言った' 

は外に出る。(宗教的な創立)通りに(民

衆、異邦人の売春と税-コレクター - で

最初にユダヤ人)これらの人に会った

ら、戻すと(誰でも良いか悪い; 場合、私

は、誰でも)、食事をすることがありま

す ' 。(神の単語の饗宴で明らかにされ

ている言葉を受け入れる)ビジネスマン

および商人(宗教指導者参照ヨハネの黙

示録 13:17)入力されません。選択 () で

私の父の場所。 

65) 彼は良い男であった (神) たちはブド

ウ園を所有している (教会)と述べた。彼

はそれをリース(利益の期待)して小作人

たちに (教会リーダーシップ) 、彼らは

それを動作可能性があり、彼がそれら



から農産物を収集し。(ただし彼らは実

際にそれ自身の--詩 63 を望んでいた)彼

は彼の使用人を送った(聖書の fulness)

テナントは彼に農産物を与える可能性

がありますので、(果物、謎、増加)ブド

ウ園の(教会).彼らは彼の使用人を押収し

ました。(預言者)彼を倒すと(それら)す

べてが彼の殺害(殺され、食べられる).僕

は戻って、彼のマスターに言った。マ

スターは言った、' おそらく < 彼ら 

> (改革の前に教会) < 彼 > を認識できま

せんでした ' 。(聖書)別の使用人を送り

ました。(聖書外典の承認の問題)テナン

トを倒す(口頭で乱用)この 1 つ(本)も。

その後、所有者 (父なる神) 彼の息子を

送信 (再臨) で言った、'おそらく彼らは

敬意を示す息子 ' 。(ときに彼は経典と

次期を通して彼自身を明らかにする)の

で、テナント(教会の指導者)、畑に相続



人であった人だったことを知っていた

(戻ります)彼らは彼を押収し彼を殺した

(拒否彼 3 回目、ピーターのように).彼の

耳を持つ(終了時)聞く。 

66) イエスは言われた、石を見せて (新

約聖書) を建設 (ユダヤ人およびキリス

ト教のリーダー) を拒否しています。要

であること (キーの石、または旧約聖

書). 

67) イエスは言われた、ことを信じる者

は誰のすべて (神の文章の全体ボリュー

ム) 自体が不足 (ユダヤ人およびクリス

チャン) (彼自身) は、完全に欠乏。(分

割; 2, ない 1) 

68) イエスの祝福はあなたを嫌って、迫

害している時 (いわゆるユダヤ人とキリ

スト教徒) によってと述べた。どこあな

たが迫害されてきた (あなたの信念で上



位レベルの理解) 彼らがない場所を見つ

けるだろう (それのための基礎). 

69) イエスは、人は、自分自身の中で迫

害されてきた彼らは幸いである (偽の教

えからブロークン)と述べた。それは彼

らが本当に来た父を知っている (何の肉

と血によれば、父は受信しない).幸い、

空腹であります。(神の単語の饗宴) のた

め人の欲望彼の腹のため(真実、キーを

知る)満たされるでしょう(謎の知識). 

70) イエス ・ キリストは、あなたをも

たらすものは場合、 (聖書の内で含まれ

ている) あなたが持ち出す (上位の意味

の謎) が保存されますと述べた。(喜ん

で) を持ち込まないなどあなたの中には

どのような場合 (キー, 謎, 上位レベルの

意味) 何を持ち込まないなど (聖書) から



あなたを破壊する (保つことでバインド

の表面的な意味で). 

71) イエスは言われた、 [これ] を破壊し

なければならない家、 (古いエルサレム;

ユダヤ教とキリスト教;グレープバイン

は、父から離れて植え) 誰がそれを再構

築することができます、 (これは彼らが

彼らの家を建てた嘘は、時間で公開さ

れます). 

72) [男(宗教指導者)は言った] 彼に言う

私の兄弟(仲間のキリスト教徒とユダヤ

人)私と私の父の所有物(聖書の集会)を

分割します。彼は、 O 男、分周器を行

った私に言った(のようなこの男を持っ

ている)?彼は彼の弟子になって(これら

の分割されていない聖書の謎を知って

いた人)と彼らに言われた、私は仕切

り、私ですか?(彼らは 1 つだけ本当の授



業; があることを知っているを意味大き

な魚、羊、エトセトラ) 。 

73) イエス ・ キリストは、「収穫 (神の

単語の果実) の労働者が (の選択) がいく

つか。収穫に労働者を送信する、した

がって、主に懇願します。 

74) 彼は言った、主よ、たくさん飲んで

トラフ周辺 (キヤノン; または水、また

は単語を含むこと) 貯水タンクはありま

せんが。(彼らの焦点は、貯水タンク、

またはキヤノンとのでこれ以上の水、

またはそれから単語を引き出すことは

できません) 

75) イエスは言われた、ドアに多く立っ

ている (、ことば、ジョン 10:9) が、そ

れは孤独な人ブライダル室に入ります

(誰が多くの方々 の同意しない) (ので、



彼らは、伝統から離れて物事を参照し

てください). 

76) イエスは言われた、父のイギリス商

人のようなものです (宗教指導者) の商

品の委託をした (彼の伝統) 真珠を発見

した (石、新約聖書をフォームと刺激の

方法で目に見えない).その商人(宗教指導

者)抜け目のないだった(- 賢明な漁師の

ような詩 8).彼は商品を販売(価値伝統)

真珠を買って、(尽きることのない、永

続的なミステリー)一人で(伝統) から離

れて自分のため。あなたは、あまりに

も彼の尽きることのない、永続的な (非

表示) の宝を求める (パール、これは私

達の時間にも耐える) がない蛾 (種子を

食べた、初期の教会または単語) 食い入

るように近くに来るとワームのない (外



典を格下げ人、プロテスタント) 破壊し

ます。 

77) イエスは言った、すべてのそれらの

上である光は何者でもって (この世界の

著名).それはすべて私は。私からすべて

来たとわたしは (時間の終わり) はすべ

てを拡張します。分割 (精神的、物理的

なレベルの両方を見分ける) 木の部

分 (十字架の意味新約)、 私はそこと。

(それらはすべてより高いレベルの意味

上のライト)持ち上げ(昇格、受け入れ

る、宣言)石(拒否された新約聖書; 要)あ

なたは私を見つけると(聖書の両方のセ

ットのライト). 

78) イエスは言われた、なぜあなたは砂

漠に出てくる持っている?(水のない場所

に神の御言葉の水とは別)リードを参照

してくださいに(Word キヤノンです語



リード由来)風に揺れる(神の教義) の?罰

金で服を着たまま男を参照してくださ

い。(宗教または世俗的です)衣服のよう

に、王とあなたの偉大な人ですか?(誰が

共謀のすべて)かれらは罰金 [衣類](見た

目や表面的な偉大さ; 組織や宗教との関

連)彼らは、真実を見分けることができ

ません、(内部の偉大さや実体がない) た

めです。 

79) 祝福彼は、群衆の中から女性が子宮

と乳(旧約と新約)あなたを育んで(ユダ

ヤ教ガラテヤ 1:15 を参照してくださ

い) 。(キリスト教)彼は(精神レベル母

は、これは、肉と血のレベルではな

く) 本当にそれを保持している人は、父

の言葉を聞いたことがある (の選択) 幸

いである彼女に言った(ユダヤ人、キリ

スト教徒とは対照的にしなかった).ある



日の(「2 精神的な日; 2000 年に与えられ

た教会をしようとするサタン)と言うだ

ろうとき ' は考えられていなかった子宮

は幸いです(真のユダヤ教、キリスト教)

胸(神の言葉)ミルクを与えていません。

(単語の肉の準備ができていない人のた

めの教授).' 

80) イエスは言われた、 (死体、または

死んでいる教えのコーパス) が、人は体

を発見した彼 (が判明謎の死につい

て) 世界よりも優れている (それらの世

俗的な教授上の演習力) 、体を発見した

世界を認識したが彼は(世俗的なレベル

を教える). 

81) イエスは言われた、人は豊かな成長

している彼を聞かせて (高い教えの本当

の富が見つかりません) 王となる (話す

ことを教える権利が付与される) 、人は



力を所有している彼 (エリートおよび教

会の支配者)を放棄することを (彼らの権

限). 

82) イエスは言われた、私が

彼 (Word) 火の近くは (裁判と判決; また

迫害)、 、わたしから遠く離れている

彼 (の言葉) 王国から遠くは (上位レベル

の理解). 

83) イエスが言った、 (高いものの表現

を低レベルの意味) を画像人間にマニフ

ェストは、 (表面レベルの意味なの

で) が、それらの光 (キーが発表した上

位の意味) イメージに隠したまま (様々 

な名前とオブジェクト アクション、エ

トセトラでロック) 光の (上位を意味す

る) 父の。彼 (ライトの父) 、 (期限内時

間) マニフェスト、しかし彼のイメージ

になる (どのように彼は低レベルの意味



に隠されている) 彼の光が隠されたまま

になります (これは自体を非表示にこれ

らの画像を使用します). 

84) イエス ・ キリストは、あなたの肖

像画を参照してください (何あなた自

身、経典に投影) あなたが喜ぶ (のでそ

れあなた自身およびそれらの神ではな

い参照してくださいにあなたのスーツ)

と述べた。あなたのイメージを参照す

るとき、 (彼らはあなたの話す認識) あ

なたの前にあることに来た (と彼らはこ

れらの事が起こる前に書かれていたこ

とを) 、どちらも死ぬ (コンティ ニュー 

2,000 年間受け継がれる) されたり、マ

ニフェスト、 (それらの内で光を認識し

ない) のでどのくらい (罪悪感)が負担す

る必要が (その日) に! 



85) イエスは言われた、 (第 1 回) から偉

大な力に入って来たアダム (神) と偉大

な富 (知識)、 彼はあなたにふさわしく

なりませんでしたが、 (人は真実と委託

される).の彼は、価値があった(謎の彼に

明らかにする)[彼は] ない [経験] 死。(フ

ォールン弱さと無知を捕食する)。 

86) イエスは言われた、 [キツネ (のよう

なヘロデ王、彼がジョンから得た真実

を知っていた人) の穴があいている] (地

上施設内の場所) と鳥 (宗教指導者) [自

分] の巣がある (高所) が、人の子は場所

がない (オフィスまたは位置) 彼の頭と

残りの部分にレイアウトする。(のため

の 2,000 年) 

87) イエスは言われた惨めな、体 (死ん

でキリスト教キヤノン;教会) 体依存であ

る (生気のないユダヤ人キヤノン; シナ



ゴーグ) 惨めなの魂 (ジェームスの秘密

の本によると、人間の推論) これらの 2 

つに依存 (2 死んだ旧約の表面的な理解). 

88) イエスは、天使 (の選択) と預言

者 (経典) はあなたに来る (後の 2,000 

年) を与えると (の適切な理解) (すでに) 

あなたが持っているもの (聖書; の 2 セ

ット旧約と新約)。あまりにも、それら

のものを与えるとを (ユダヤ人とキリス

ト教徒) が、 (お金、力、リソース、ア

クセス メディア、認識する) と自分に言

う ' 彼らは意志 (フィールド、または世

界の所有者) 来るし、彼らは何を取

る?'(ように私たち私たちの宗教的な衣

服を削除し、できます世界を放棄しま

す。 

89) イエスは言われた、なぜを洗いま

す (単語) と外側 (表面的な性質) カップ



の?(水、または神の単語のコンテナー; 

キヤノンを意味します。)内側をした彼

を理解していません。(キヤノンの内で

含まれている聖書の隠された意味)は、

同じ一人外を作った?(キヤノン、または 

2,000 年間隠された意味が保持するコン

テナー)。 

90) イエスは言われた、わたし (ロゴ、

またはより高い理解) 私のくびきは簡

単 (理解) と私と殿様 (とは異なり、ユダ

ヤ人 ' とキリスト教徒の) は、軽度と自

分の安息を見つかります。(から労働と

彼らがあなたの上に置いた肉欲的なレ

ベルの理解の徒労。) 

91) 彼らは彼に言った、あなたは、の

で、あなたの考えてる人教えていま

す。(上意味) と地球 (下の意味)、彼は空

顔を読む (表面的な側面) 、それらに言



った、あなたの前にいる人を認めない

が、 (人は、天国で表現、地上のベール

内) この瞬間を読み取る方法がわからな

い。(これは天のロゴ自体を提示この世

の自然のイメージに。) 

(真実) のためのシークのと見つかりま

す (キー, 謎, エトセトラ)92) イエスが言

った。まだ、何あなたについて私に尋

ねた前の時で (聖書の読み方) 、教えて

いないし、 (何彼らができませんでした

を受け入れる;ジョン 16:12) 今(終わ

り) を言うと、たい (ベール意味) あなた

はしないそれ後お問い合わせくださ

い、(以降男性の伝統受け付けていま

す。) 

93) < イエスは言われた、>聖は何を与

えていない (キー、謎) 、犬 (律法学者、

パリサイ人; 偽ユダヤ人) 彼らはズン ヒ



ープにそれらをスローしないようにし

ます。(非表示にキー - 詩 39;ルーク 

11:52) (キー謎) 、豚 (偽りのクリスチャ

ン) 、真珠を彼らは [ビット] にそれを挽

くようにします。(撃破キー、神秘と上

位の意味を anathematize) 

94) [氏] イエスしようと彼を見つけると

ノックする者 (神の単語をジョン 10:9 の

扉) で許可になります(神の言葉は、彼に

開かれる、彼は王国への入り口を得る

こと) 

95) [イエス]場合、 (原始教会のもの)

は、 (キー、謎真の富) の利益でそれを

貸すか (買い手または売り手として; あ

なた自身のためを得る) が、1 つに [そ

れ] を与える (の選出に来る詩 109 とな

っている) お金を持って誰あなたにそれ

を得るからに戻る。 。 



96) [氏] イエスは、父の王国はある特定

の女性のような (聖霊).彼女は少しのパ

ン種(教育, ルーク 12:1)いくつかの生地

でそれを隠してください。(聖書)大型 

(罰金) パンに、(新約聖書)。みましょう

彼の耳が (理解の 2 レベル) 聞く。 

97) イエスは言われた、 [父] の王国 (経

典に適切な洞察力からなる) は特定の女

性のような (教会) 瓶いっぱい食事を運

んでいた人。(貯水タンク、コップ、ま

たは 24 の予言者、エトセトラ; のよう

な言葉と理解の完全コンテナー; 完全な

聖書) 。彼女は、道を歩いていたとき(道

は伝統と時間の両方の代表を旅されて

おり、前に、これもまた教え)まだ家か

らいくつかの距離(王国)ポットの取っ手

を破った(聖書の損失をもたらしたキヤ

ノンの障害の概念)食事(理解と共に、経



典)彼女の後ろに空け(の時間)道路上(長

い間、この混乱が原因).彼女は、それを

実現しなかった(教会のこの伝統ユダヤ

人が前にそれを行っていたために許可

を取った)事故に気づいたありません。

(彼女は彼女が神の意志をやっていた想

像します。)彼女は彼女の家に達したと

き(とき教会集中、組織され設立)彼女は

瓶を置いた(設立公式キヤノン)それは空

っぽと。(74 の詩空の貯水タンクのよう

な表面レベルの理解をだった彼女が残

っていたので)。 

98) イエスは言われた、父の王国は特定

の人に似ている (イエス) 強力な男を殺

すしたい (サタン).自分の家で(神の-、判

決は開始 1 pt. 4:17)。彼は彼の剣を描い

た (、単語、2:16、エトセトラ黙示録を

参照してください) 、壁に立ち往生



し、 (教会への防御) かどうかを調べる

ために彼の手 (行為の時間間で) 運ぶこ

とができます。その後、 (ときに彼は彼

の作品が終わったし、彼の言葉から続

いていた) 彼は強力な男を殺した (悪

魔、反キリストの精神を通じて人が 

2000 年のキリスト教を実行). 

彼は、あなたの兄弟と母(; 肉の後 99) 弟

子たちユダヤ人およびクリスチャン)の

外に立っている(ドアの入力されません

が).彼はここで (誰がドアを通って入力

した) 人は私の父の意志を行う (と考え

ている一人父が送ってジョン 6:29) 、そ

れらに言った、私 (精神的な) 兄弟と

私 (精神的な) の母。それは彼らが (私の

精神的な家族) 人に入ります (ドアを通

ってある単語に) 私の父の王国. 



100) 彼らはイエスに金貨を示したし、

彼に言った、シーザーの男性は私たち

から税金を要求します。彼は与えるシ

ーザーのものはシーザーに属してい

る (金、コイン、税金、名誉、エトセト

ラ)を与える神、神に属するもの (彼を与

えた真実; キー) 、それらに言った、私

は何を私に与える。(つまり、私たち自

身の自己。) 

101) < イエスは言われた、>私に弟子に

なれないかと彼の父と彼の母親、誰は

嫌いではない (キリスト教、ユダヤ

教) (以来、彼らは彼を見てからあなたを

維持).誰が彼を愛して [いない] と(精神

的です)父(人は私たちを規律)彼の母親

(人は私たちに精神的な誕生を与える)す

れば(人は霊と真理に彼を連れて来た)私

に [弟子」になることはできません。(以



降、精神的な再生と規律がかかる).の私

(False、物理)母(宗教、彼の真の母の下

ではなく)[私に死を与えた](肉欲的な理

解)、しかし、[私] は true。(精神的で

す)[母](掛け布団)私を与えた(True の場

合、精神的です)人生。 

102) イエスは言われた、パリサイ人

は、わざわい (が隠したキー - 詩 39;ルー

ク 11:52) 、彼らは犬のような (汚れた動

物) 眠っている (精神的に) マネージャー

で (ここの食品、または単語は) 牛の (ユ

ダヤ教信徒トウモロコシ、または神の

単語をこなす人) どちらも彼を食べ

る (それを受け入れる) 彼は牛を食べる

ことはない。(彼らからキーを隠した真

実を抑圧です。) 

103) イエスは言われた、 (原始教会の選

出) 幸運な男は、 誰が、山賊が入ります



(ドアがいくつかの他の方法) を通じて彼

が起きることがありますので、 (対策に)

が彼のドメインを召集の(添付のキーに

よる下位に上位) 彼らは侵入する前に自

分の腕と。(準備するそうで彼の謎を回

復する時間) 。 

104) [イエス ・ キリスト]、彼らは来

て、私たちを今日祈る、高速連絡。イ

エスは言われた、私が犯した罪とは

何 (ことを祈るべきである) または前記

敗北されている?(こと、謎から私たち速

い必要があります)。しかし、花婿がブ

ライダル室を離れるとき(人々 が検索さ

れますまたはロゴとそれを見つける)速

くそれらを聞かせて(神の単語) から祈る

(Sinned と負けて許し). 

105) イエスは言われた、彼を知ってい

る、 (精神的な) の父とが、パンパンの



息子が呼び出されます (の選択) (精神的

な) の母。(彼はバビロン、宗教の偉大な

娼婦が出てくる; 18:4 ヨハネの黙示録を

参照してください)。 

106) イエスは言われた、 2 つを作ると

き 1 つは、 (次世代の人類; 光の人間) 人

間の息子になる (認識精神的な光はキー

による地上の画像で表現) とあなたが言

う ' 山、 (宗教の確立バビロン、ソドム

やエジプト、エルサレム、ローマ) 離

れ、' それは距離を移動します。 

107) イエスは言われた、の王国は百頭

の羊をした羊飼いのよう。(キリスト教

の多くの異なるバージョン)一人は、最

大、(真のキリスト教教育、第 8 節の大

きな魚のような)道に迷ってしまった(こ

の折りジョンのなかった羊 10:16、99 と

してキリスト教のない同じ種類).彼は 99 



の羊を残し、その 1 つを見た(に 2,000 

年!)彼はそれを見つけるまで。彼はその

ようなトラブルに行った時 (後の 2,000 

年) 、羊に '気を 99 以上 ' と彼は言っ

た。(この 1 つは必要なため元の数に倍

に戻ります。) 

108) イエスは言われた、人を飲む、

彼 (Word) 私の口から (彼の単語ではな

く、カップやキヤノンから) 私のように

なります。(我々 しなければならない、

彼は、彼を参照してください真実を知

っている、宗教、カップ、またはキヤ

ノンが必要があるから自由に設定す)私

は彼は、効力(ヨハネ 7:37-39 エトセト

ラ)見えないもの(キー、)彼に明らかに

なるだろう。 

109) イエスは言われた、イギリス人に

似ている (で、初期の教会) [秘宝] を持



っていた人 (この精神的なレベルの黙示

録) 彼の分野でそれを知らずに (宗教的

世俗的なこの時代に種子を播種) (のロゴ

はだった世界では、しかし、それは知

りませんでした。John1:10) 彼が死んだ

後、 彼は彼の息子にそれを残した (彼は

キー、謎、そして戻って開催されて聖

書の視力を失った) (、プロテスタント).

息子について知りませんでした (宝)。彼

はフィールドを継承した (地上レベルで

の聖書) 、[それ] 販売 (およびプロセス; 

拒否された書籍と一緒に知識の宝物).と

それを買った人(の選出、という言葉を

信じて人)耕起を行った(作成された良

い、耕作単語の彼の心の土壌)と(そう) 

で宝物を見つけた(キー、ミステリーと

アッパー レベル意味).金利で金を貸すよ

うになった誰でも望んだ。(それを得る



人の 1 つによって与えられるお金を使

ってきます--詩 95) 

110) イエスは言われた、 (世界を見つけ

た我々 の宗教の世俗的な理解; 聖書の低

レベルの意味) 、金持ちになる (上位レ

ベル意味の真の富を認識) 世界を放棄さ

せて (フィールド、それを神の言葉と自

分自身の破壊としてそのような憎悪を

もたらした). 

111) イエスは言われた、 (間に存在する

偽の二分法、) 天と地 (キー、または天

の意味は地上の船で表現) あなたの存在

にロールバックされます。(おそらく転

がらなかった彼らになるような 1 つま

たはあなたの非常に目の前に 1 つ)と生

活から住んでいる 1 つ 1 つ(飲み物口 - 

108 の詩からの単語)死は表示されませ

ん。(謎の光景は失われません).はイエス



ではなく、自分自身を見つけたという

世界に優れた?(そしてこうして放棄し、

当社のプレゼンスを重ねその破壊力を

持っている)。 

112) イエスは言われた、肉への悲哀 (肉

欲的なレベルの解釈) ; 魂に依存しま

す。(理由は、秘密のジェームスで説明

したように 3:18)魂への悲哀(推論)それ

は肉に依存(低レベル、肉欲的なアイデ

ア、キーを持っていないから生じる). 

  

113) 彼の弟子たちは彼に言った、とき

に王国が来ますか?< イエスは言われ

た、>それを待機して来ることはありま

せん() でなければなりませんの求めを求

めた時にノック; 発見、受信、私たちに

アップ オープンします。問題をされま

せん 'ここでは' と言っているのか 'がそ



れ島'(空や海、私たちの指導者は教える

かもしれないが ― ―、詩 3).むしろ、父

の王国が地球に広がっています。(地上

の用語で言い換えれば非表示)男性では

それが表示されません。(のでキー撮影

され隠された。) 

114) シモン ・ ペテロ(教会)は、彼に言

ったようにメアリー (だれから肉の年齢

の 7 悪魔はキャストにされた)私たちを

残して、女性(それらの肉を人は肉の世

界に私たちを提供) 、 (または、このア

ナロジーでとにかくと思われる)のない

人生の価値が。(教会イエスの下、物理

的、または大文字、または、精神的に

女性または男性を変換を想像できな

い)。イエスは、 (それ自身で世界展開イ

エスはそれを持っている) 男性、彼女を

作るために (肉を中止し、代わりに精神



的な人間を生み出すの人間をもたらす

原因) 彼女も精神と生活する男性に似て

いるになる可能性がありますので、 私

は彼女をリードしなければならない (生

きている霊).すべての女性のため(肉欲的

な人-も我々 男性は、キリストの花嫁と

呼ばれる)誰が自分を男性にして(精神的

です)天の王国を入力します。(これは彼

になります私たち自分自身のように。 
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