
どのようにクリスチャンになる  

 

     式は、"新約聖書のキリスト"は単に、新約聖書で説明するようなことを行うことを

意味する。神は、キリスト教の信仰については、"健全な言葉のパターン"を持って、我

々はこのパターン（2ティム。1:13）に"保持"しています。人々はそれを使用する場合

は、神のパターンは、生活につながる"狭き門"（山7:13-

14）、このパターンの一部であり、宗教的混乱や宗教的な分裂を排除（1うわっ比較し

てください。14時33分）を。人々は神のパターンの無知である場合、または、彼らは

それの一部を拒否する、数百または別の宗教団体の何千ものすべての公言はすることが

あるでしょう"キリスト教"キリストの真の信者は、神は物事の具体的な方法を持ってい

ることを知っているそれは（1コーを比較してください。4:17）"パターンに保持"する

ことが不可欠である。  

     神のパターンの最も基本的な部分の一つは、（ちなみに誰かがクリスチャンになる

）の変換に含まれています。次のグラフが示すように、変換のために神のパターンは、

信仰を（信念）、後悔（罪からの転換）、告白し、バプテスマ（水浸）の罪の赦しを必

要とします。  

 

聖書の詩神のコマンドを神のコマンドを祝福  

Mkさん。午前16時16分：信じて保存されて洗礼を受けたことが  

使徒2:38には：悔い改めと罪の洗礼を免除される  

行為22時16分：立ち上がって洗い流す罪バプテスマを受ける  

 

     Mkさんの情報を確認します。午前16時16分電車に比較されている。boxcarsは、連

結ピンと一緒に参加しているだけように、単語"と"一緒に"信念"と"洗礼"（イエスは、

人が信じている必要があります前にバプテスマを受けるというのコマンドを結合彼は）

"保存"することができます。 

2行為のものは聞いていたので、福音（使徒2:37）の事実を信じて、彼らは"と後悔洗礼

を受ける"に（使徒2:38）ので、"罪の赦しを"受け取ることができると言われた。 

2行為の情報は、悔い改めの優れた画像を意味する単語の提供する"良い方向に変更して

ください。"以前は（使徒2:36）悔い改めイエスを嫌っていた人々（彼らは愛とイエス

に従う始めた）。人々が信じて後、悔い改め、彼らが（使徒夜09時16分）、"罪を洗う"

行為を洗礼される。  

     上記のグラフの通路に加えて、聖書はまた、ギャルのバプテスマの目的を説明して

います。 

3時27分（パウロは洗礼を"キリストに"人を置くという。）人は十分な彼の行動に責任

をするには古されている場合、彼は、"キリスト"または"キリストのうち"人は十分な彼



の行動に責任があると古いものであれば、彼は"キリストのうち、"彼が持っている一つ

は救いはない精神の祝福（2ティム。2:10）。誰が"キリスト"はこれらのうちの1つは救

いは、（Eph. 1:3）すべての精神的な恵みを持っています。 

GALによると。彼は適切に洗礼されるまで、午前三時27分には、人は"キリストに"と入

力していません。  

     イエスとパウロに加えて、その洗礼を言って救いのプロセスの一部であり、1ペット

の情報があります。 3:20-

21。ピーターは（神は失われた大将6月7日から保存された分離する洪水を使用して）

水はノアとその家族のための境界線を務めた方法を説明しました。水は箱を持ち上げて

、安全性と水にそれらの溺れて保存されていない発生します。実際には、ピーターは（

1ペットです。3:20）ノアとその家族は、"水を介して保存"と述べた。ピーターはまた

、人々のための"真の似ている"今日、この"真の肖像"は"洗礼"（1ペットです。3:21）が

あると述べた。言い換えれば、水と同じように古代の世界で失われた、今分割ように、

水（バプテスマ）、キリスト教の時代（再び前項のグラフを参照してください）

の下で失われたから保存から保存された分離した。ピーターはさらに洗礼は、（それは

物理的な汚れを除去するプロセスではありません）"肉の汚れ"の1ペットされていない

かと指摘した。午前3時21分。洗礼は、精神的汚物-

罪として使徒2:38および行為22：16で説明しています。  

     保存されていないから分離して、Noahは今、人々に洗礼を施すために使用される水

には特別な力があることを洪水に特別な力があった。罪から私たちの正当な理由が（ポ

ールはROMから起動します。5時09分この点を作り、彼はこのプロセスは、ROMから

起動します。6:1-

4どのように機能するか説明しています）イエスの血が伝わってくる。  

     グラフィック、われのご好意ケア省庁、罪人へのアクセス主の死、埋葬、復活をree

nacting、イエスの血の利点を介して提供されて次のように示されるように。人が信じ

て後、彼は保存されません。信者が"死"を経験しなければならず、この死は悔い改めの

別の説明は、（人々は罪から有効にする必要があります大佐3時07比較】使徒2:38;ルカ

13：03;行為17:30）。彼らは（地獄に永遠に死ぬ）"罪のうちに死ぬ"しないように人々

が（後悔）"罪のために死ぬ"する必要があります。  

 



 

   

 

     （ROMをして、"バプテスマによってキリストと共に埋もれてしまっている"ことが

、人が信じていた後、反省（の罪に死亡した）、彼はイエスは神の御子（1ティム6：1

2。行為8：37）であることを認識する準備ができている。6:4）。者が適切に洗礼を受

けた後、彼は（ローマ6:4）"生命の新しさ"を持っています。  

     多くは、（罪とすべての精神的な恵みの救い、赦し）"新しい人生"は、洗礼の前に

来ることを聖書は繰り返し、これが正しくないと表示されると信じています。イエスは

人が（Mk. 

16:16）洗礼された後、"保存"と述べた。ピーターは（使徒2:38）洗礼された後、人は"

自分の罪の赦しを"と述べた。アナニヤは罪が（使徒22：16）洗礼を受けたことによっ

て"流失"と言いました。パウロは"洗礼は"キリスト（ガロン3:27）に人を置くと述べた

。人は（ローマ6:4）洗礼の後に"新しい生活"を受け取ります。イエスは、人は（Jn. 



3:3）"新たに生まれる"にする必要がありますこの新しい誕生は（Jn. 

3:5）水を必要とすると述べた。神は救いのために特定のパターンを持ってこのパター

ンは、人々がイエスは神の子であり、そのために"キリストと一緒に埋葬"すること、自

分の罪、告白の悔い改めを信仰を持っている必要があります"自分の罪の赦し"。  

     "埋葬"（ローマ6時04分と大佐2:12）洗礼としての記述は、聖書の洗礼（私たちは散

水、またはそれに汚れを注いで何かを埋めていない）浸必要であることを教えてくれる

。埋葬は、誰か何かが覆われていることを意味し、これは新約聖書の洗礼は、（一人は

内に浸漬されるため、水で覆われて）が必要ですものです。ジョンは人をバプテスマを

授けていたとき、彼の洗礼は"大量の水を"（Jn. 

3:23）が必要です。実際には、この詩がある大量の水があった"ので、"ジョンはこの場

所で洗礼を受けたと言います。  

     罪の赦しの洗礼は、変換のための神のパターンの重要な部分ですが、これは新約聖

書、キリスト教のひとつの特徴である。神はまた特別な場所は、"教会"（この言葉は、

保存方法について説明します）という名前で作成しています。イエス様は、（山16:18

）"彼の教会を建てる"と約束したこの約束は、彼は（使徒20:28）ひどい死に方をする

ために必要な。イエスは彼の教会を建てるかと彼は1つだけ教会（山インチ午前16時18

単語"教会"が特異であることに注意してください）を構築しました。  

     エペソします。 1:22-

23パウロは（"彼の体である教会に"）イエスの"身体"と"教会"を説明します。別の方法

を記載、ポールは、単語の教会と体が（"教会"と"body"と同じものを記述する）は、交

換されていることを確認した。この事実の意義はエペソで見られます。 

4時04分、パウロは神のみが"一つの体になっています。"のみ"一体"（Eph. 

4:4）、この"一つの体は教会だ"があるので、当該場所（Eph. 1:22-23 

）は、神の承認を得ているつの教会があります。他の多くの教会は、世界で見つけるこ

とができますこれらの教会は、キリストによって建てられた教会の一部ではありません

。これらの他の教会は（山15:8-

9）人によって構築されている、イエスは、神が（山15:13）それらを構築

していないため、これらのグループは、一日を破壊されるというグループを偽造されま

す。  

     偽造の教会の問題は、そのイエスキリストによると悪いです："言われたわたしは、

主よ、主よ、天の国に入るものとするわけではない一人一人が、彼は天にある人の父の

意志を行う者いることを確認します。 

22その日に私に言うであろう多くは、主よ、主よ、と、私たちは預言汝の名は悪霊を

追い出しあなたの名前、およびでやったあなたの名によって多くの偉大な作品は？私か

らあなたがたを出発する作業巣"（山7:21-

23）：23それから、私はかれらに公言する、私はあなたが知っていたことはない。  



     私たちは、本当に愛し、神に仕えるしたい場合は、我々は識別する必要があります

し、イエスの一真の教会の代わりに、偽造グループで動作します。聖書は、私たちは、

聖書の右を介してされている教会の識別するのに役立ちます。私たちは"パターン"（2

ティム1時13分）を使用して、神の御言葉にある右の教会を識別することができます。

キリストの教会のためのパターンは、人々はクリスチャンになるかのようなものが含ま

れています、どのようにどのように主の教会は、組織化され、何のメンバーかの操作を

行います。イエスの教会の礼拝。  

     既に上記の情報で説明したように、イエスキリストの教会の識別マークの一つは、

人々が保存されている方法で見つけられます：人々が信じている必要があります（Heb

. 11:6）、彼らの罪（Lk.夜01時03分を悔い改め、使徒17： 

）30は、22時16分）、イエスは神の御子（ローマ10時09分）されていることを罪の赦

し（使徒2:38にバプテスマを受けるのでご了承ください。聖書は決して罪人の祈りを言

って"心に受け入れてイエス"、""、または"キリストを受信するように祈ってのようなも

ののことを話す。"  

     前の段落で説明したように人が変換のために神のパターンを次の後、聖書は、イエ

スが彼の教会に人を（行為2時47分、口語）"を追加する"と言っています。男性（グル

ープ偽造）、人々はしばしば教会を"結合"彼らは"投票"され、そこにによって建てられ

た教会で。行為2：47は、イエスの教会の会員は、主ご自身によって制御されると言い

ます。別の言い方を、人々は新約聖書の教会に"参加"することはできません。どちらも

、彼らはそれに投票することができる。彼らは、変換のために神のパターンを実行した

後に人々は、自動的にのメンバになります。  

     新約聖書教会はまた、それが何をするかによって認識することができます。人々が

聖霊降臨（使徒2:36-

38）の日に、キリスト教徒になった後、ルークは（使徒2:42）"パンと祈りの破壊では

、使徒たちの教えと交わりstedfastly続けた"と言います。この一節は、神の例の一部は

、定期的に会議と、この詩に掲げるものを仕業含むことを示している。ほとんどの宗教

団体は、"交わり""祈り"とにコミットしているが、ほとんどの行為2:42内の他の二つの

特徴（"使徒の教え"と"パンを裂く"）と"stedfast"ではない。  

     イエスキリストの教義（私たちが今聖書を持っている情報）の教会の一部は使徒た

ちに、その遵守によって識別することができます。代わりのルールに従い、男性（山1

5時09）、彼らの唯一のガイドとして、聖書を使用して、キリストの教会のメンバーの

おもむくままに。新約聖書のクリスチャンは、神が（Jas. 

1:25）"自由の完全な律法"を与えているこの情報は提供知っているそれらを"すべての

ものが人生と信心に関連する"（2ペットです。1:3）。別の言い方を完了し、新約聖書

（2ティム。3:16-

17）"我々は、すべての良い仕事をしなさい供給する"。したがって、新約聖書のキリス



ト教徒が（キリストの教会の一部である）単独で"パターン"は、この"教育の形"（ロー

マ6:17）に依存する（2ティム。1:13）彼らは神を礼拝し、提供する必要がある"の真実

"（Jn. 

4:24）。偽造の教会"は、教会本部"自分から、信条に教会のマニュアルなどの情報に頼

る  

     使徒2:42にも"パンの破れ"を参照して（主の晩餐、すなわち。ギリシャ語のテキス

トは、文字通り"パンの破断を"と言っている）。このステートメントは、一世紀のキリ

スト教徒は"stedfast"に基づいて、主の晩餐partakeのを教えてくれる。他の通路は、イ

エスキリストの教会のメンバーは、定期的に主の晩餐を取ったという事実を強化する。

例えば、ポールは1コーのコリントアセンブリの話を聞いた。 

16：02。コリンチャンスは、毎週日曜日の会議（この点は、わたしは非常によく表現

されて）いたコリントは、毎週のアセンブリへの主の晩餐（1うわっ。11:20）の項目

を連れて来ていた。されていた主の晩餐の項目は、誤用が、コリンチャンスは、彼らは

主の晩餐毎週日曜日の要素を持って知っていた。これは、新約聖書、キリスト教の練習

をコリントの練習だけでなく、他のすべての集会（1うわっ。4時17分）であった。  

     行為20では、私たちはパウロは、いくつかの仲間のキリスト教徒とされたこのグル

ープは実際には、（使徒20：06）"週の最初の日"の日曜日を待っていた時間の読み取り

ので、主の晩餐は、（行為午後08時07観察することができた）。彼は（使徒20時06分

）"週の最初の日"仲間のキリスト教徒と会うことができるよう、主の晩餐（聖体拝領）

を分かち合うポールは急いでいたにもかかわらず（使徒20:16）、彼は7日を待って。

この情報は、使徒2:42、最初のキリスト教徒は言うテキストと完全に対応する"パンを

裂くことで着実に続けた。"イエスキリストの教会のメンバーは、主の晩餐毎週日曜日

を分かち合う。男性によって建てられた教会で、人々が年に一度の主の晩餐、年2回、

四半期に一度、または月に一度の参加する可能性があります。  

     参拝者は週に一回未満よりも頻繁に主の晩餐をお持ちの場合、彼らは神が礼拝のた

めの意図したものの一部を"奪う"ため（牧師22時19比較）神の神のパターンを変更して

ください。人々は主の晩餐週に一回以上提供している場合、彼らは神の神のパターン"

に追加する"と（牧師22：18比較）も罪を犯している。人々が崇拝する神を称えるため

に彼らの特別な日としての日曜日、"週の最初の日、"持っていない場合（1うわっ。午

後04時02）、彼らはまた、新約聖書のパターンの一部を次のに失敗するとこのように

一部ではありません。新約聖書の教会。  

     変換のために、そのパターンを介して、新約聖書の教会を識別することに加え、道

は、人々がこの教会のメンバーは、聖書を厳格に守ると、なることは、新約聖書教会は

、上の教えを識別することができる毎週主の晩餐を有する与える。多くの宗教団体が資

金のための非キリスト教徒にアピールするか、焼く販売洗車のようなものに取り組んで

います。新約聖書の教会のメンバーだった一世紀のキリスト教徒は、（保存されていな



い、3ヨハネ7）"異邦人からは何を取った"。新約聖書のクリスチャンはしたくないも非

会員は、主の仕事には何も寄与するものと期待し、新約聖書の教会の今日のメンバーは

、無料でメンバーからの貢献がしますを通じてすべての金融債務を満たしています。  

     キリストの教会はまた、人々が与える金額で識別することができる。多くの宗教団

体がそのメンバーは、（彼らの収入の10％を与える）"献金"を教えてください。宗教団

体は献金教える場合、これはそれが偽造の教会であることを確認兆候です。ティシング

は、ヘブライ語の国に与えられた旧約聖書の法の一部です。旧約聖書の法律は、安息日

を、動物の犠牲は、特別な聖職者など維持、与えることについて様々なルールが含まれ

ているこの法律は、約1500年のための力にあった。イエスが世界に入ってきた後、彼

は彼の死は、新しい契約（Lk. 

22:20）これが起こったをもたらすと述べた。イエス様が十字架上で死ぬことによって

全体の旧約聖書のシステムを奪った（ローマ10時04分と比較なして。8:5-

13）。人々がバインドする人々に旧約聖書の法律の一部であり、人々は"献金"に占いを

しようとすると、この一例である、聖書は、人々が"恵みから落ちて"いるガロン5（"キ

リストから切断"であると書かれています： 4、ASV）。  

     ティシングの代わりに、新約聖書の教会のメンバーが与えるためにどれだけの個人

的な意思決定を行います。 

。2コー（1）と"元気"ギブ我々は1うわっ夜04時02分（"繁栄"されている（2）を得た：

それは与えることになると実際には、キリストに属している教会は、2つの基本的な規

則によって支配される。9時07）。新約聖書は我々が繁栄されているように、偽造の教

会は、人々（10％を与える）"献金"するように指示任意の教会を与えるという以来。人

や質問者は、（ガロン1:6-

9）の人々は"異なる福音"を教えている献金するように伝えます。このエラーは、パウ

ロは人々にバインドして、旧約聖書の法の一部を試して、同じ時間（ローマ7:1-

4）で二人の男と結婚している女性のようにいる人というように深刻である。  

     新約聖書のクリスチャンが知っていて、イエスは"十字架に古い法律を釘付け"を教

えること（大佐2:14）と旧約聖書の法律の除去は、十戒の除去が含まれています。殺人

、窃盗と姦通のようなものは、（ローマ午後01時09分）が間違っている彼らは、新約

聖書で禁止されているため、これらの行為が間違っている。人々からの"学ぶ"ことがで

きる聖書（ローマ午後03時04分）が、旧新約聖書は、すべての現在の下にある法律で

す。偽造グループは、しばしば旧約聖書の新しいを区別しないが、（彼らは十戒がまだ

バインドされていることを教える、人々は安息日維持する必要がある、などもあるが、

献金する必要があります）これらの事は教えていない新約聖書のキリスト教徒。新約聖

書の教会のメンバーは、旧約新約聖書の違いを知っている。  

     新約聖書の教会のメンバーが正常に新約聖書から旧約聖書を区別するため、彼らは

神の意志音楽の分野でに準拠しています。礼拝の旧約聖書のシステムの下で、人々が（



; 2世chron 29:25 Ps. 

150）インストゥルメンタル音楽を使用していました。礼拝の新約聖書のシステムでは

、人々が具体的に（Eph. 

5：19;大佐3:16）"を歌う"と言われ、これは新約聖書のクリスチャンは何をすべきかで

す。新約聖書は言えば"音楽を作ってください"と私たちは音楽を我々が選択した任意の

方法を作るために承認されるだろう。神がいるので具体的に誰が新約聖書の下で暮らす

人が歌うことで音楽を作っていると言いました（ヘブ比較してください。13:15）、こ

れは彼の人々は何をすべきかであり、これはキリストの教会の他の識別マークです。我

々が歌えば、礼拝のプレイ、我々は神の命令を追加します。崇拝するインストゥルメン

タル音楽を追加する"をれます崇拝"（大佐2:23）となる"と書かれていることを超えて"

（1うわっ。4:6）の例です。  

     教会の聖歌隊は、別の例です聖書は、キリスト教徒は"お互いに歌う"にいるという"

それが書かれていることを超えて行く"（Eph. 

5：19;大佐3:16）ですが、いくつかの使用教会の聖歌隊は、"彼らは好きなので、 

。彼らは"礼拝には約我々は好きなものではありません、それは約（私たちヨハネ比較4

時24分ここで、イエスは言われた、神のパターンに従っている"真実の崇拝する必要が

あります"）。私たちは神が説明している方法で物事をしないならば、我々は書かれて

いることを超えて（1うわっ。4:6）、私たちは"もはや、キリストの教義に従う"と私た

ちは"神を持っていない"（2ヨハネ9）。  

     救いと崇拝の対象が非常に偽造グループからは、新約聖書の教会を分離するのに有

用であるが、これらはイエスの真の教会を認識する唯一の方法ではありません。また、

本当に聖書は教会の組織について言うことを研究することによって、神のパターンに従

っている教会決定することができる。すべての組織は、本社又は主たる事務所を含む構

造体のいくつかのタイプがありますが、これはまた、新約聖書の教会にも当てはまりま

す。イエスは彼の教会の頭であり、彼が（使徒1:11）天国に存在します。イエスの天国

の即位は（使徒2:30）天におられる新約聖書の教会のために"本部"を教えてくれる。別

の言い方を、イエスキリストの教会は、この世の本社がある。偽造の教会は、しかし、

多くの地上本部を持っている。イエスキリストの教会は（自治）も自律している。  

     として行為14時23分、フィルで示す。 

1:1は、主の教会の各集会"長老"（これらの男性とも呼ばれるとして知られている地域

の指導者を持つことである司教、のpresbytersは、牧師が、監督は、羊飼いたちは、こ

れらの単語のそれぞれの高齢者の仕事のさまざまな側面について説明します。 

）。ポールは1ティムこれらの男性のための資格を説明します。 3:1-

5、彼は長老たちが地元の集会（彼らのためにとの支配者である）"の世話をする"と述

べた（1ティム。3:5）。タイタスは責めで"長老"と呼ばれます。午前1時05分して、乳

の"司教"としてそれらを説明します。午前1時07分。  



     我々は、小アジア（1ペットは、ユダヤ（使徒11:29-

30）、南ガラテヤ（使徒14時23分）、エルサレム（行為夜3時06分）、エフェソス（

使徒20:17）の長老のお読みください。5:1 ）。 

1テサでそれらへの参照をも明言されていません。午前5時12分となし。夜1時17。乳で

。午前1時05分、我々は長老たちはクレタ島（"すべての都市"）で必要であったことを

学びます。  

     教会の指導者たちのために神のパターンは、ローカルの集会を超えて延長するもの

ではありませんが、宗教団体の割合が高い地域教会（宗教団体、またはよく知られてい

る都市の"教会本部"または他の国を持って外に出るリーダーシップの構造を持っている

が地域、または世界各国ボードのいくつかのタイプ）です。これらの構成は一般的です

が、彼らは神のパターンに反している。教会の組織は、男性によって建てられた模造品

から、キリストの教会を分離するだけでもう一つの方法です。  

     イエス様は教会の頭で、長老たちは地域の指導者は、イエスは'教会は"執事"（Phil. 

1:1）と呼ばれる特殊なしもべを持っています。キリストの教会はまた、説教師として

の男性を持っています。ポールとティモシーは最初の2つの世紀の閣僚と、これらの男

性は、フィルの"しもべ"と呼ばれていた。 

1:1である。説教者は会衆の中で最も重要な人々の指導者と頻繁にいる男性によって建

てられた教会とは異なり、聖書は、キリストの教会での説教は、公務員と書かれていま

す。新約聖書だけで呼ばれるイエスの教会で、残りのメンバー"聖人"。  

     前の段落で説明する教会組織の新約聖書のパターンは、多くの宗派内に見つかりま

せん"＃：聖職者、信徒"システムとは対照的に立っている。実際には、多くの人に作ら

れた教会の人々に洗礼を施すか、または礼拝に役立つ"公式人"が存在する必要がありま

す。キリスト教の神のパターンが保存されたすべての"司祭"（1ペットです。2：05、9

）と書かれています。代わりに人々を分割する"聖職者や信者たちは、"イエスキリスト

は、（山23時08分）"すべての兄弟です"と語った。コリントのいくつかは（1うわっ。

14:26）に、礼拝とどのように改善したかポールが注意することによって、この点を説

明した。 

"とすべてのキリスト教徒は、と考えられている。（5:10牧師1:6）コリンチャンスはす

べてのキリスト教徒は"司祭"ですので自分の礼拝は特別な司祭や"聖なる人"のいくつか

のデータ型で実施する必要はありませんでした知っていた"（1ペットです。1:15）聖な

る。  

     それは礼拝で主導的な役割を持つことになる唯一の制限は、人の性別です。言い方

は別の方法で、女性は男性が存在する場合、アセンブリ内の主要な役割を果たすことは

許可されていません（1うわっ。14:34-35と1ティムを比較してください。2:8-

13）。キリストの教会では、キリスト教の男性が礼拝を支援することができます、教

えたり説く。女性説教師を持っている教会は、パウロが1コーの言ったことを違反して



いるため絶対に教会を偽造ほとんどです。 14:34-35 1ティム。 2:8-

13。神は、新約聖書の教会のために"パターン"を与えている（2ティム。1:13）を識別

し、それらのコミュニティで、"キリストの教会"で動作する、このパターンを使用する

ようにすべての必要はありません。  

     私たちが発見したと、わたしたちはキリストによって建てられたつの教会の一部で

すか？ 

（ローマ16:16）"キリストの教会"の場合、私たちは、いずれかを起動することができ

ます実際には、新約聖書、キリスト教（すなわち、物事を行うには、新約聖書に記載さ

れて同じように）我々のコミュニティには存在しません。 （Phile 

2。;大佐4時15分1コリント16：19）または（Jn. 

4:24）"の精神と真実の礼拝"を開始するレンタルスペースを使用して我々は、私たちの

家で集会を始めることができます。我々は確かに"神の戒めを残して、高速の男性の伝

統を保持する"という偽造グループの一部にしたくない（Mk.午前7時08分）。 

（ローマ16:16）"キリストのすべての教会では敬意を表する"ことを忘れないでくださ

い。 


