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Do you fear God more than the virus?

Question 1
質問 1

Why do we not have fear of God any more.
なぜ、私たちは神への恐れをもう持たなくなったのでしょうか。

Question 2
質問 2

Are we moe afraid of missing the rapture than catching the virus. Are we
prepared for eternity?
私たちは、ウィルスにかかってしまうことより、携挙されるのをのがしてしま
うことをもっと恐れているのではないでしょうか。あなたは、永遠に対して準
備はできていますか？

Question 3
質問 3

Why not?
なぜ、できてないのですか？

Question 4
質問 4

what will it be like for you if you miss the rapture.
もし、あなたが携挙をのがしてしまってたら、あなたにとって、それはどのよ
うなものになりますか

Question 5
質問 5

Did you make any contacts, prospects, bible studies have you got this week?
あなたは、今週、誰かに連絡、見込み、聖書の学びを行いましたか？

Notes:
ノート:
(Luke 13:24-29 (KJV+S)) Strive to enter in at the strait gate: for many, I say unto you, will
seek to enter in, and shall not be able. 25 When once the master of the house is risen up,
and hath shut to the door, and ye begin to stand without, and to knock at the door, saying,
Lord, Lord, open unto us; and he shall answer and say unto you, I know you not whence ye
are: 26 Then shall ye begin to say, We have eaten and drunk in thy presence, and thou hast
taught in our streets. 27 But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are; depart
from me, all ye workers of iniquity. 28 There shall be weeping and gnashing of teeth, when

ye shall see Abraham, and Isaac, and Jacob, and all the prophets, in the kingdom of God,
and you yourselves thrust out. 29 And they shall come from the east, and from the west, and
from the north, and from the south, and shall sit down in the kingdom of God.
(ルカ 13:24-29) そこでイエスは人々にむかって言われた、「狭い戸口からはいるように努
めなさい。事実、はいろうとしても、はいれない人が多いのだから。 25 家の主人が立って
戸を閉じてしまってから、あなたがたが外に立ち戸をたたき始めて、『ご主人様、どうぞあ
けてください』と言っても、主人はそれに答えて、『あなたがたがどこからきた人なのか、
わたしは知らない』と言うであろう。 26 そのとき、『わたしたちはあなたとご一緒に飲み
食いしました。また、あなたはわたしたちの大通りで教えてくださいました』と言い出して
も、 27 彼は、『あなたがたがどこからきた人なのか、わたしは知らない。悪事を働く者ど
もよ、みんな行ってしまえ』と言うであろう。 28 あなたがたは、アブラハム、イサク、ヤ
コブやすべての預言者たちが、神の国にはいっているのに、自分たちは外に投げ出されるこ
とになれば、そこで泣き叫んだり、歯がみをしたりするであろう。 29 それから人々が、東
から西から、また南から北からきて、神の国で宴会の席につくであろう。
Sin can’t enter heaven
Always heard messages on the rapture of the church was often
Many messages of hell were preached
Still many people are going to hell still.
Ministry needs to be first fruit on what we preach
God said my people are fearful of the virus in the nation. Wearing masks and washing
hands. Actually walking and in fear over a disease. Are my people more fearful of catching
a virus than the fear of the Lord.
Are we prepared to meet Jesus.
Why not?
We are living like the rapture can’t happen yet.
Holiness is still needed today

