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John 14 v 1-6 

1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me. 

2 In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a 

place for you. 

3 And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I 

am, there ye may be also. 

4 And whither I go ye know, and the way ye know. 

5 Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way? 

6 Jesus saith unto him, I am the (only) way (to heaven), the (only spiritual) truth, and the (only true 

spiritual) life: no man cometh (to heaven) unto the Father, but (through) by me. 

ヨハネによる福音書 14 v 1-6 

1 あなたがたは、心を騒がせないがよい。神を信じ、またわたしを信じなさい。 

2 わたしの父の家には、すまいがたくさんある。もしなかったならば、わたしはそう言ってお

いたであろう。あなたがたのために、場所を用意しに行くのだから。 

3 そして、行って、場所の用意ができたならば、またきて、あなたがたをわたしのところに迎

えよう。わたしのおる所にあなたがたもおらせるためである。 

4 わたしがどこへ行くのか、その道はあなたがたにわかっている」。 

5 トマスはイエスに言った、「主よ、どこへおいでになるのか、わたしたちにはわかりません

。どうしてその道がわかるでしょう」。 

6 イエスは彼に言われた、「わたしは道であり、真理であり、命である。だれでもわたしによ

らないでは、父のみもとに行くことはできない。 
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Jesus is the only way to Heaven. The true God says the soul that sinneth shall die. This is why 

we are all ageing and will die if the Lord tarries. A human who commits Sin creates a debt to God in 

his courtroom. Since we all sin, we all have a debt of sin to God in his courtroom. None of us can enter 

heaven in our sin condition. God has provided His Law to reveal how sinful our state really is. We do 

not compare ourselves to others but to His moral Law and His holiness. Scripture to read: the 10 

Commandments - Exodus 20 v 1-17, sinning in our hearts and minds - Matthew 5 v 20-28, Matthew 15 

v 15-20, the fruit of our inner nature manifested in our behaviour – Galatians 5 v 19-21 

出エジプト記 20 v 1-17 

1 神はこのすべての言葉を語って言われた。 

2 「わたしはあなたの神、主であって、あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出した者で

ある。 

3 あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない。 

4 あなたは自分のために、刻んだ像を造ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるも

の、また地の下の水のなかにあるものの、どんな形をも造ってはならない。 

5 それにひれ伏してはならない。それに仕えてはならない。あなたの神、主であるわたしは、

ねたむ神であるから、わたしを憎むものは、父の罪を子に報いて、三、四代に及ぼし、 

6 わたしを愛し、わたしの戒めを守るものには、恵みを施して、千代に至るであろう。 

7 あなたは、あなたの神、主の名を、みだりに唱えてはならない。主は、み名をみだりに唱え

るものを、罰しないでは置かないであろう。 

8 安息日を覚えて、これを聖とせよ。 

9 六日のあいだ働いてあなたのすべてのわざをせよ。 

10 七日目はあなたの神、主の安息であるから、なんのわざをもしてはならない。あなたもあな

たのむすこ、娘、しもべ、はしため、家畜、またあなたの門のうちにいる他国の人もそうであ

る。 

11 主は六日のうちに、天と地と海と、その中のすべてのものを造って、七日目に休まれたから

である。それで主は安息日を祝福して聖とされた。 

12 あなたの父と母を敬え。これは、あなたの神、主が賜わる地で、あなたが長く生きるためで

ある。 

13 あなたは殺してはならない。 

14 あなたは姦淫してはならない。 



15 あなたは盗んではならない。 

16 あなたは隣人について、偽証してはならない。 

17 あなたは隣人の家をむさぼってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ろば、また

すべて隣人のものをむさぼってはならない」。 

マタイによる福音書 5 v 20-28 

20 わたしは言っておく。あなたがたの義が律法学者やパリサイ人の義にまさっていなければ、

決して天国に、はいることはできない。 

21 昔の人々に『殺すな。殺す者は裁判を受けねばならない』と言われていたことは、あなたが

たの聞いているところである。 

22 しかし、わたしはあなたがたに言う。兄弟に対して怒る者は、だれでも裁判を受けねばなら

ない。兄弟にむかって愚か者と言う者は、議会に引きわたされるであろう。また、ばか者と言

う者は、地獄の火に投げ込まれるであろう。 

23 だから、祭壇に供え物をささげようとする場合、兄弟が自分に対して何かうらみをいだいて

いることを、そこで思い出したなら、 

24 その供え物を祭壇の前に残しておき、まず行ってその兄弟と和解し、それから帰ってきて、

供え物をささげることにしなさい。 

25 あなたを訴える者と一緒に道を行く時には、その途中で早く仲直りをしなさい。そうしない

と、その訴える者はあなたを裁判官にわたし、裁判官は下役にわたし、そして、あなたは獄に

入れられるであろう。 

26 よくあなたに言っておく。最後の一コドラントを支払ってしまうまでは、決してそこから出

てくることはできない。 

27 『姦淫するな』と言われていたことは、あなたがたの聞いているところである。 

28 しかし、わたしはあなたがたに言う。だれでも、情欲をいだいて女を見る者は、心の中です

でに姦淫をしたのである。 

マタイによる福音書 15 v 15-20 

15 ペテロが答えて言った、「その・を説明してください」。 

16 イエスは言われた、「あなたがたも、まだわからないのか。 

17 口にはいってくるものは、みな腹の中にはいり、そして、外に出て行くことを知らないのか

。 



18 しかし、口から出て行くものは、心の中から出てくるのであって、それが人を汚すのである

。 

19 というのは、悪い思い、すなわち、殺人、姦淫、不品行、盗み、偽証、誹りは、心の中から

出てくるのであって、 

20 これらのものが人を汚すのである。しかし、洗わない手で食事することは、人を汚すのでは

ない」。 

ガラテヤの信徒への手紙 5 v 19-21 

19 肉の働きは明白である。すなわち、不品行、汚れ、好色、 

20 偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、 

21 ねたみ、泥酔、宴楽、および、そのたぐいである。わたしは以前も言ったように、今も前も

って言っておく。このようなことを行う者は、神の国をつぐことがない。 

 

But the true God in love has made a way. God the Son took on human flesh, lived a sinless 

life and at the Cross made a perfect payment in God’s courtroom for each person’s sin! This payment 

is the only way that one can enter heaven. It is the only way! You cannot enter heaven by being good, 

doing better, doing Shinto rituals for blessings and cleansings. The true God does not accept these 

efforts or rituals. Satan who is the “god of this world” has deceived many with these other paths 

which do not lead to heaven but to the “lake of fire, originally prepared for the devil and his angels”. 

If we reject His Son, only darkness and judgement remains! 

 

Jesus is the only spiritual truth.  Any idea or spiritual teaching which contradicts what Jesus 

has said in His Word is not true but deception and a lie. Even a teacher misrepresenting the Bible 

under the Christian banner is deception and a lie. The devil is always misrepresenting the scripture 

and the work of Jesus through his false ministers. Shinto rituals, offerings and cleansings which 

contradict God’s word are not valid or effective in leading one to heaven after life has passed. 

 

Jesus is the Only True Spiritual Life. A new heart and spiritual life is only given through the 

cross of Jesus Christ. In John chapter 3 it is described as being “born again” from above via the true 

Holy Spirit. It is only given when one believes in their lost spiritual condition due to their sins, turning 

from those sins in repentance and trusting in the finished payment for sin on the cross. Biblical 

repentance involves counting the cost to be a disciple and yielding the throne of your will to the Holy 



Spirit. This is the only way or path to receive “eternal life” and the true God desires that you turn from 

your ways and come and learn his ways as a disciple!! 

Shinto rituals and ceremonies may give a measure of peace but these feelings are not valid as they are 

not undergirded by truth. The same would apply to all other religions. Their ceremonies and feelings 

that accompany them are also not valid as they are not undergirded by truth and the words of Jesus. 

 

So please reconsider following the “traditions of your ancestors”, don’t remain 

stubborn in your heart suppressing the truth about your spiritual condition and the cross of Christ! 

Don’t be apathetic or indifferent to your spiritual condition. If you are, then your feelings are 

deceiving you! Time is very short as we see the convergence of the Biblical signs for the end of the 

Church Age and the coming 7 year tribulation! Fight for your soul and escape what is coming through 

His Son! 1 Peter 1 v 18-19 

ペトロの手紙一 1 v 18-19 

18 あなたがたのよく知っているとおり、あなたがたが先祖伝来の空疎な生活からあがない出さ

れたのは、銀や金のような朽ちる物によったのではなく、 

19 きずも、しみもない小羊のようなキリストの尊い血によったのである。 

Consider the true God and that you are living out your life in his presence. He sees everything done in 

secret. He sees your innermost thoughts. Nothing escapes his knowledge. Please ponder this! Isaiah 

40 v 12 -31 

イザヤ書 40 v 12-31 

12 だれが、たなごころをもって海をはかり、指を伸ばして天をはかり、地のちりを枡に盛り

、てんびんをもって、もろもろの山をはかり、はかりをもって、もろもろの丘をはかったか。 

13 だれが、主の霊を導き、その相談役となって主を教えたか。 

14 主はだれと相談して悟りを得たか。だれが主に公義の道を教え、知識を教え、悟りの道を

示したか。 

15 見よ、もろもろの国民は、おけの一しずくのように、はかりの上のちりのように思われる

。見よ、主は島々を、ほこりのようにあげられる。 

16 レバノンは、たきぎに足りない、またその獣は、§祭に足りない。 

17 主のみ前には、もろもろの国民は無きにひとしい。彼らは主によって、無きもののように

、むなしいもののように思われる。 

18 それで、あなたがたは神をだれとくらべ、どんな像と比較しようとするのか。 



19 偶像は細工人が鋳て造り、鍛冶が、金をもって、それをおおい、また、これがために銀の

鎖を造る。 

20 貧しい者は、ささげ物として／朽ちることのない木を選び、巧みな細工人を求めて、動く

ことのない像を立たせる。 

21 あなたがたは知らなかったか。あなたがたは聞かなかったか。初めから、あなたがたに伝

えられなかったか。地の基をおいた時から、あなたがたは悟らなかったか。 

22 主は地球のはるか上に座して、地に住む者をいなごのように見られる。主は天を幕のよう

にひろげ、これを住むべき天幕のように張り、 

23 また、もろもろの君を無きものとせられ、地のつかさたちを、むなしくされる。 

24 彼らは、かろうじて植えられ、かろうじてまかれ、その幹がかろうじて地に根をおろした

とき、神がその上を吹かれると、彼らは枯れて、わらのように、つむじ風にまき去られる。 

25 聖者は言われる、「それで、あなたがたは、わたしをだれにくらべ、わたしは、だれにひ

としいというのか」。 

26 目を高くあげて、だれが、これらのものを創造したかを見よ。主は数をしらべて万軍をひ

きいだし、おのおのをその名で呼ばれる。その勢いの大いなるにより、またその力の強きがゆ

えに、一つも欠けることはない。 

27 ヤコブよ、何ゆえあなたは、「わが道は主に隠れている」と言うか。イスラエルよ、何ゆ

えあなたは、「わが訴えはわが神に顧みられない」と言うか。 

28 あなたは知らなかったか、あなたは聞かなかったか。主はとこしえの神、地の果の創造者

であって、弱ることなく、また疲れることなく、その知恵ははかりがたい。 

29 弱った者には力を与え、勢いのない者には強さを増し加えられる。 

30 年若い者も弱り、かつ疲れ、壮年の者も疲れはてて倒れる。 

31 しかし主を待ち望む者は新たなる力を得、わしのように翼をはって、のぼることができる

。走っても疲れることなく、歩いても弱ることはない。 

 

 


