4. 宇宙に浮かぶ都

このページのプリント

すばらしい町についてお話しましょう！それは、ニューヨークや東京、ロンドンなどの町などとは比べも
のになりません！宇宙の中を旅することのできるこの巨大な町について、驚くべきことを理解するまでは
お待ちください。これらはすべて事実で、サイエンスフィクションではありません！この聖書講座の学び
であなたの心は喜びに満たされ、将来の希望を得るものとなることでしょう。

1.

この宇宙都市の設計者と建築者はだれですか？

「だから神は、彼らの神と呼ばれても、それを恥とはされなかった。事実、神は彼らのために、都を用意されて
いたのである。」へブル人への手紙 11:16

答え： 聖書は、神がご自分の子らのために偉大な都市を造っておられると言明しています。この都市は、あな
たが現在見ているように実際に存在しているものです。

神が聖なる都市の設計者であり建設者である。

2.

神が準備なさっているすばらしい都はどこにありますか？
「また、聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意をととのえて、神のもとを出
て、天から下って来るのを見た。」ヨハネの黙示録 21:2 「わが神、主よ ... あなたのすみかである天で聞
き」列王記上 8:28-30

答え： 現在建築されている偉大な都は、神の住まいである宇宙のはるか彼方にあり、天国と呼ばれます。

神のすばらしい都は天にあり、そこは神が住まわれ
る場所である。

3.

このすばらしい宇宙の空間に存在する都に関して、聖書はどのように描写していますか？

答え：
(A) 大きさ
「都は正方形であって、その長さと幅とは同じである。彼がその測りざおで都を測ると、一万二千丁であった。長さと幅と高さ
とはいずれも同じである。また、城壁を測ると、百四十四キュービットであった。これは人間の、すなわち、御使の尺度による
のである。」ヨハネの黙示録 21:16 この町は完全な正方形であり、周囲の長さは 12000 丁つまり 2400 キロメートルです(１
丁＝0.2km＝1/8 マイル, 12,000 丁=1,500 マイル，)。都の一辺はそれぞれ約 600 キロメートルです。
(B) 名称
この都は、ヨハネの黙示録 21:2 で、「新エルサレム」と呼ばれています。

都の大きさをアメリカの州と照
らし合わせた地図。

(C) 城壁
「また、城壁を測ると百四十四キュービットであった。城壁は碧玉で築かれ ...ていた。」ヨハネの黙示録 21:17, 18。都を囲
んでいる城壁の高さは、144 キュービット(１キュービットは約 0.46 メートルですから) 約 66 メートル（216 フィート）で
す。城壁は、言葉では表現もできないほどの光り輝く美しい純粋な碧玉で造られています。純粋の碧玉でできている 20 階の建
物を想像してみてください！

碧玉でできた都の城壁は、およそ
20 階の建物の高さである。

(D) 門
「それには大きな、高い城壁があって、十二の門があり、それらの門には、十二の御使がおり、イスラエルの子らの十二の部族
の名が、それに書いてあった。東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があった。 ... 十二の門は十二の真
珠であり、門はそれぞれ一つの真珠で造られ、都の大通りは、すきとおったガラスのような純金であった。」ヨハネの黙示録
21:12, 13, 21 都には 12 の門があり、東西南北それぞれに三つの門があります。それぞれの門はひとつの真珠でできていま
す。
(E) 土台
「また都の城壁には十二の土台があり、それには子羊の十二使徒の十二の名が書いてあった。 ... 都の城壁の土台は、さまざま
な宝石で飾られていた。第一の土台は碧玉、第二はサファイア、第三はめのう、第四は緑玉、第五は縞めのう、第六は赤めの
それぞれの都の門は、純粋な真珠
う、第七はかんらん石、第八は緑柱石、第九は黄玉石、第十はひすい、第十一は青玉、第十二は紫水晶であった。」ヨハネの黙 で作られている。
示録 21:14-20。 都は十二の完璧に仕上げられている土台から成り立っており、それぞれの土台は宝石で造られています。虹
の色がすべて含まれていますので、遠くから見ると都はにじの上に建てられたように見えることでしょう。
(F) 街路
「十二の門は十二の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠で造られ、都の大通りは、すきとおったガラスのような純金であ
った。」ヨハネの黙示録 21:21.
(G) 概観
「また、聖なる都、新エルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意をととのえて、神のもとを出て、天から下って
来るのを見た。 ... その都の輝きは、高価な宝石のようであり、透明な碧玉のようであった。」「都は方形であって、その
長さと幅は同じである。彼がその測りざおで測ると、... 長さと幅と高さとは、いずれも同じである。」 ヨハネの黙示録
21:2, 11, 16 すべての宝石、純金、また輝ける美しさを帯びた都は、神の大いなる栄光によって照らされます。その息を
呑むような厳粛で純潔な美は、「夫のために着飾った花嫁」にたとえられています。
都の大通りは、天国の栄光を反映して
いる鏡のような純金である。

4.

すべての住民に、永遠の活力と若さを保つことを確かにするこの壮厳な都の独特な特色は何ですか？

「この川は、神と小羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れている。川の両側にはいのちの木があって、十二種
の実を結び、その実は毎月みのり、その木の葉は諸国民をいやす。」ヨハネの黙示録 22:2 「命の木からも取って食
べ、永久に生きる」創世記 3:22

答え： 毎月、十二種類のフルーツを実らせる命の木が都の中央にあり（ヨハネの黙示録 2:7）、それを食べるすべて
の者に、永遠に尽きることのない命と若さをもたらします。その葉でさえ、驚くべきいやしの性質を備えています。こ
の木は、毎月新しいフルーツを実らせます。

天国にあるすばらしい命の木は、それを食べ
るすべての人に、永遠の命と若さをもたら
す。

5.

この驚くべきすばらしい都がこの地球に下ってくるというのは事実なのですか？
「聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために着飾った花嫁のように用意をととのえて、神のもとを出て、天か
ら下って来るのを見た。」ヨハネの黙示録 21:2 「柔和な人たちは、さいわいである。彼らは地を受けつぐであ
ろう。」マタイによる福音書 5:5 「義人は地で報われる。」箴言 11:31(欽定訳聖書)

答え： この壮厳で聖なる都はこの地球に下り、再創造された地球の首都になります。この都の中に、正しい人
たちすべてが住まいを持ちます。

聖なる都が地球に下ってきて、その首都になる。

6.

罪と罪人はどうなりますか？

「すべて高ぶる者と、悪を行う者とは、わらのようになる。その来る日は、彼らを焼き尽して、根も枝も残さない。」マラキ書
4:1 「天から火が下ってきて、彼らを焼き尽した。」ヨハネの黙示録 20:9 「天体は焼けくずれ、地とその上に造り出され
たものも、みな焼きつくされるであろう。」ペテロの第二の手紙 3:10 「あなたがたは悪人を踏みつけ ... 彼らはあなたがた
の足の裏の下にあって、灰のようになる」マラキ書 4:3 「しかし、わたしたちは、神の約束に従って、義の住む新しい天と新
しい地とを待ち望んでいる。」ペテロの第二の手紙 3:13

答え： 神はすべての罪と罪人を火で滅ぼされます。この火は地球を熔かし、すべてを灰に化します。その後、神は完全な新し
い地球を創造されます。そして聖なる都がその首都になります。その地で義人は喜びと平安、そして清い環境の中で永遠にわた
って生きます。神は、罪は再び起らないと約束しておられます。ナホム書 1:9 参照
罪と罪人は神からの火で根絶され
る。

7.

神の新しい王国に入る人たちに、神はどのような心躍る喜びの約束をしてくださっていますか？

答え：
A. 主ご自身が聖徒とともに住まわれます。(ヨハネの黙示録 21:3)
B. 決して退屈になることがなく、満ち溢れる喜びが永久に続きます。(詩篇 16:11)
C. 死、痛み、涙、悲しみ、病、病院、手術、悲劇、落胆、困難、飢えや渇きはなくなります。(ヨハネの黙示
録 21:4；イザヤ書 33:24；ヨハネの黙示録 22:3；イザヤ書 65:23；ヨハネの黙示録 7:16)
D. 疲れることがありません。(イザヤ書 40:31)
E. 救われるすべての人々は、あらゆる肉体的な面が完全になります。耳の聞こえない人は聞くことができ、目
の不自由な人は見ることができ、話すことのできない人は歌うことができ、足が不自由な人は飛びはねることが
できるようになります。(イザヤ書 35:5, 6； ピリピ人への手紙 3:21)
F. 嫉妬、恐れ、憎しみ、偽り、ねたみ、不純、冷淡、不道徳、心配、そのほかす
べての悪は、永遠に神の国から締め出されます(ヨハネの黙示録 21:8, 27;
22:15)。人々の心を乱していた心配とわずらいなどの重荷はなくなります。ノイロ
ーゼになることもありません。時間は永遠に続き、地球のあわただしさや締め切りなどというプレッシャーは永久になくなりま
す。
神の新王国では神ご自身が人々と一緒に住まれる。

天国では松葉杖や車いすが
使われることはない。

8.

新しい地球は、今日の地球とどのような違いがありますか？

答え：
A. 私たちが現在見ているような広大な海はなくなります(ヨハネの黙示録 21:1)。今日、海は地球の表面の四分の三を占めていま
すが、新しい神の国ではそうではなくなります。全世界は、湖、川、山が点在した最高に美しいひとつの巨大な園になります。(ヨ
ハネの黙示録 22:1; 使徒行伝 3:20, 21)
今日の巨大な海は神の新し
い王国には存在しない。

B. 砂漠は園になります。(イザヤ書 35:1, 2)
C. 動物たちはおとなしくなります。どの動物もほかの動物を獲物にすることがなくなり、小さい子供たちが動物たちを誘
導します。(イザヤ書 11:6-9; 65:25)
D. のろいは何もありません。(ヨハネの黙示録 22:3)
E. どのような暴力も存在することはありません (イザヤ書 60:18)。それは犯罪、嵐、洪
水、地震、竜巻、傷害などが起こることはないということです。
F. 新しい地球には汚れがありません(ヨハネの黙示録 21:27)。 吸殻、タバコの唾を吐くこ
子供たちは、新しくなった地球で危 とや、酒に酔った人、酒場、アルコール性飲料、風俗店、みだらでわいせつな写真や絵など、
そのほかのどのような悪や不純なものもまったくありません。
険なくライオンと遊ぶ。

新しい地球では自然災害は起こ
らない。

9.

神の国に子供がいますか？

子供がいるなら、彼らは成長しますか？
「またその町の街路には、男の子、女の子が満ちて、街路に遊び戯れる。」ゼカリヤ書 8:5 「あなたがたは牛舎から
出る子牛のように外に出て、とびはねる（成長する：欽定訳)。」マラキ書 4:2

答え： 聖なる都には、たくさんの男の子や女の子がおり(イザヤ書 11:6-9)、その若人たちは成長します(マラキ書
4:2)。私たちは背丈、知力、また活力や生命力においても、アダムのときから比較すると非常に退化しましたが、それ
らすべては回復されます（使徒行伝 3:20, 21）。

遊ぶ子供たちが、新エルサレムの街路を
満たす。

10. 救われた人々が、天国で愛する人たちと再会する時、お互いのことを認識することができますか？
「しかしその時には、わたしが完全に知られているように、完全に知るであろう。」コリ
ント人への第一の手紙 13:12

答え： 死んだ愛する聖徒たちはよみがえり、生きている聖徒たちに加わり、神の王国にい
ることを聖書は明確に教えています（イザヤ書 26:19; エレミヤ書 31:15-17; コリント
人への第一の手紙 15:51-55; テサロニケ人への第一の手紙 4:13-18)。また、今日この地
上でお互いのことが認識できるように、神の新しい王国の人々もお互いを認め合うことが
できることも聖書は教えています。

11. 天国にいる人たちは、骨と肉体を持つ実際の人間ですか？

「イエスが彼らの中にお立ちになった。そして『やすかれ』と言われた。彼らは恐れ驚いて、霊を見て
いるのだと思った。そこでイエスが言われた、『なぜおじ惑っているのか。どうして心に疑いを起こす
のか。わたしの手や足を見なさい。まさしくわたしなのだ。さわって見なさい。霊には肉や骨はない
が、あなたがたが見るとおり、わたしにはあるのだ』。こう言って、手と足とをお見せになった。彼ら
は喜びのあまり、まだ信じられないで不思議に思っていると、イエスが『ここに何か食物があるか』と
言われた。彼らが焼いた魚の一きれをさしあげると、イエスはそれを取って、みんなの前で食べられ
た。... それから、イエスは彼らをベタニヤの近くまで連れて行き、手を上げて彼らを祝福された。祝
福しておられるうちに、彼らを離れて、天にあげられた。」ルカによる福音書 24:36-39, 41-43, 50,
51 「『あなたがたを離れて天に上げられたこのイエスは、天に上って行かれるのをあなたがたが見
たのと同じ有様で、またおいでになるであろう』。」使徒行伝 1:11 「救い主、主イエス・キリスト
(は) ... わたしたちの卑しいからだを、ご自身の栄光のからだと同じかたちに変えて下さるであろ
う。」ピリピ人への手紙 3:20, 21

答え： イエスは復活された後、弟子たちにご自分を触れさせ、食事をされることによって、ご自分が
肉体と骨を持っているということを証明されました。この肉体と骨を持つ同じイエスが、父なる神のも 天国では、実在する人物が、本物の喜びを味わう。人間の心
の中の最大の望みが実現する。
とに引き上げられ、そして、再びこの地球に戻って来られます。義人は、キリストと同様の体が与えら
れ、永遠にわたって骨と肉体とを持ち続けます。この地上と天国での体の違いは、天国では死や衰退、退化することがなくなるということです。 天国で救わ
れた人たちが、霧のような雲の中に浮かんで、ただ何もしないでハープを弾いているという教えには、まったく聖書的根拠がありません。イエスの愛を受け
入れ、イエスの生き方に高貴に従う人々に、そのようなつまらない、愚かな未来をお備えになるために、イエスは十字架の上で死なれたのではありません。
ほとんどの人々は霊のように存在することには興味がありませんので、神の国に入りたいという望みはわずかか、またはまったくありません(地獄が怖いとい
うことだけの理由で天国に行きたいという人々は時にいますが)。もし、あらゆる地にいるすべての人が、神の聖なる都と新しい地球に関しての真理を学ぶな
らば、何百万という人々が神の愛を理解し始め、そしてすべての心と思いを持って神に立ち返ることでしょう。神の御国を失うということは、生涯で最大の
損失です。

12. 聖徒たちは、天国でどのように過ごすのですか？
「彼らは家を建てて、それに住み、ぶどう畑を作って、その実を食べる。彼らが建てる所に、ほかの人は住まず、彼らが植
えるものは、ほかの人が食べない。わが民の命は、木の命のようになり、わが選んだ者は、その手のわざをながく楽しむか
らである。」イザヤ書 65:21, 22

答え： 聖徒たちは新しい地球で、自分たちの家を建てます（キリストが建ててくださる都の住まいもそれぞれが所有します
-- ヨハネによる福音書 14:1-3）。彼らはぶどう園を作りその実を食べます。聖書は明確にそれを教えています。天国では
実際の人間が、現実的な働きをし、そして彼らはそれを心の底から楽しむのです。

天での庭仕事は、計り知れない喜び
と満足感をもたらす。

13. 救われた人々は、 そのほかにどのような楽しくすばらしいことをしますか？

答え：
A. 天国の歌を歌い、演奏します（イザヤ書 35:10；51:11；詩篇 87:7；ヨハネの黙示録 14:2,3）。
B. 安息日ごとに、神の御座の前で礼拝します（イザヤ書 66:22,23）。
C. 決して枯れることのない花や木を観賞し楽しみます（エゼキエル書 47:12；イザヤ書 35:1, 2）。
D. 愛する者たち、聖書の中の祖父、預言者たち、そのほかの人々を訪問します（マタイによる福音書
8:11；ヨハネの黙示録 7:9-17）。
E. 天国の動物たちのことを学びます（イザヤ書 11:6-9；イザ
ヤ書 65:25）。
いかなる人間の言葉も、天国の栄光と純潔な音楽の F. 一切疲れることなく、旅行したり、探検したりすることがで
きます（イザヤ書 40:31）。
喜びを描写することはできない。
G. 神が歌われる歌を聞くことができます（ゼパニヤ書
3:17）。
H. 人間の心の中の最大の望みが実現します（詩篇 37:3, 4；イザヤ書 65:24）。
I. すべてのうちで最も偉大な喜びは、キリストのようになることができる特権です（ヨハネの黙示録 14:4；
22:4；ヨハネの第一の手紙 3:2）。

天国は、私たちを聖書の祖父や預言者たちと友
だちになる特権をもたらす。

14. 貧弱な人間の言葉で、天国の栄光を描写することができますか？
「目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮びもしなかったことを、神は、ご自分を愛する者たちのために備え
られた」コリント人への第一の手紙 2:9

答え： たとえそれがどんなに無謀な夢に思えても、人間の思いでは神の永遠の御国のことを理解し始めることさえで
きません。アダムが失ったすべてのものが再び戻されます(使徒行伝 3:20, 21)。

天国は人間の想像をはるかに超える栄光と
報酬を伴う。

15. この王国は、私個人のために準備されているのですか？
「いのちの水がほしい者は、値なしにそれを受けるがよい。」ヨハネの黙示録 22:17 「あなたがたのために天にた
くわえてある、朽ち ... ない資産を受け継ぐ者として下さったのである。」ペテロの第一の手紙 1:4 「あなたがたの
ために、場所を用意しに行くのだから。」ヨハネによる福音書 14:2

答え： 天国はあなた自身のために用意されています。主はあなた個人を招待されています。友よ、もしそれを拒むの
であれば、あなた自身のほかにだれも責めることはできません。

イエスはあなた自身のために天国を準備し
ておられる。イエスにとってあなたは大切
な存在である。

16. 崇高で壮麗な天国に、私の場所があることをどうしたら確信できますか？
「見よ、わたしは戸の外に立って、たたいている。だれでもわたしの声を聞いて戸をあけるなら、わた
しはその中に入って」ヨハネの黙示録 3:20 「いのちの木にあずかる特権を与えられ、また門をとおっ
て都にはいるために、自分の着物を洗うものたちは(神の戒めを守るものたちは - 欽定訳聖書)、さいわ
いである。」ヨハネの黙示録 22:14 「わたしにむかって、『主よ、主よ、』と言う者が、みな天国に
はいるのではなく、ただ、天にいますわが父の御旨を行う者だけが、はいるのである。」マタイによる
福音書 7:21 「しかし、彼(キリスト)を受け入れた者、すなわち、その名を信じた者たちは、彼は、神
の子となる力を与えたのである。」ヨハネによる福音書 1:12 「御子イエスの血が、すべての罪から
わたしたちをきよめるのである。」ヨハネの第一の手紙 1:7

答え： 聖書に明確な回答があります。それは単純なことです。罪から清められるために、あなたの人
生をキリストにおささげすることです。あなたがそうするとき、キリストはあなたに神のみこころを行
い、神の戒めを守る力を与えてくださいます。この意味はもちろん、あなたはキリストが生活されたよ
うに生活し、すべての罪を克服するということです。「勝利を得る者は、これらのものを受け継ぐであ
ろう」(ヨハネの黙示録 21:7) 。一言で言うならば、心の中に天国を持つ人は、天国のために準備がで
きているということです。
イエスが私たちの心の中に、また家庭に住まわれる時、天の
王国に私たちの場所があることが確信できる。

17. 私はイエスとともに、天の王国で永遠に住むというイエスのご招待を受け入れる決心をしました。

答え：
はい
いいえ

質問

1. 救われた人々が、滅びてしまった愛する人のことを考えるとき、天国は幸福な場所になるのでしょうか？
ヨハネの黙示録 21:4
神が「人の目から涙を全くぬぐいとって下さる」ヨハネの黙示録 21:4 と聖書は述べています。新しい地球の美しさと喜びに囲まれ、救われた神の子らは過
去の惨事や心痛、悲嘆などのすべてを忘れます。「見よ、わたしは新しい天と、新しい地とを創造する。さきの事はおぼえられる事なく、心に思い起すこと
はない。」イザヤ書 65:17

2. 聖書には「血と肉とは神の国と継ぐことができない」コリント人への第一の手紙 15:50
ありえるのでしょうか？
コリント人への第一の手紙 15:50

と記しています。では、救われた人々は、どのように肉と骨で

聖書は、「肉」という用語を、回心していない人のことを説明するために用いてます。ローマ人への手紙 8:8, 9 でも同じような見解が述べられています。
「肉にあるものは、神を喜ばせることはできない。しかし、神の御霊があなたがたの内に宿っているなら、あなたがたは肉におるのではなく、霊におるので
ある。」ヨハネによる福音書 3:6 も次のように言っています。「肉から生れる者は肉であり、霊から生れる者は霊である」。ここでの「肉」という言葉は、
やはり回心していない人のことについて言及していますが、一方「霊」と言う言葉は、回心した人、または「生まれ変わった」人のことを言っています。こ
のように、聖書は単純に、コリント第一の手紙 15:50 で、まずはじめに心が回心して、「肉」が「霊」にならなければ、だれも神の国に入ることはできな
いと述べています。キリストは復活した体において、ご自分は真に「肉と骨」であると言明されました（ルカによる福音書 24:39)。ピリピ人への手紙 3:21
によりますと、私たちも、キリストと同じような体を持つようになると言っています。

3. 使徒ペテロは聖なる都エルサレムの門の宮守ですか？
マタイによる福音書 16:19
聖書は、ヨハネの黙示録 21:12 で、新エルサレム、神の聖なる都には 12 の門があり、その門には 12 の天使がいることを記しています。キリストの弟子た
ちが都の門の宮守であるという言葉は、聖書のどこにも書かれておりません。

4. 聖なる都は、すべての時代の救われた人々全員が住むのに本当に十分な大きさなのですか？
マタイによる福音書 7:14
もし、神の都が込み合っていて、救われた人々がそれぞれ 100 スクエアフィート（9.3 平方メートル）だけのスペースを与えられたとして計算すると、390
億万人が都の中に住めるだけの場所があるということになり、それは今日の世界人口の何十倍もの数になります。多くの統計学者たちは、もし、この地球に
住んでいたすべての人々が全員救われたとしても、都にはそれらすべての人々のために十分な場所があると確信しています。しかしながら聖書はマタイによ
る福音書 7:14 で、少数の人だけが救われることを明らかにしています。ですから偉大な都は、十分すぎる大きさであることがわかります。

5. ときおり、私が得る報酬は、犠牲を払う価値があるのだろうかと考えてしまいます。サタンが私を打ちのめしてしまうように思われる時があります。聖
書に何か励ましとなる言葉がありますか？
ローマ人への手紙 8:18
実際、使徒パウロがローマ書 8:18 で、「今の時代の苦しみは、やがてわたしたちに現されようとする栄光に比べると、言うに足りない。」と書いた時に
は、あなたのような方々の事を考えながら書いたに違いありません。永遠の国を一瞬でも垣間見るだけで、この地上の最悪の試練や迫害は取るに足らないこ

とのように思われ忘れ去られて、救われた人たちは、「ハレルヤ、天国は何と安いことか！」と叫ぶことでしょう。

6. 死んだ小さい赤ちゃんたちは、救われて神の国にいますか？
マタイによる福音書 2:16-18
この質問に対して聖書からの明確な答えはありませんが、多くの人々は、マタイによる福音書 2:16-18 に基づいて、赤ちゃんたちが救われるという考えを
支持しています。聖書は、悪いヘロデ王がベツレヘムで、二才か、二才以下の男の赤ちゃんを皆殺しにしたことを記録しています。旧約聖書は、この悲劇的
で残酷な事件を予告し、神は母親たちに、いつかそれらの子供たちが彼女たちに戻されるから、泣くのを止めよと告げておられます。「あなたは泣く声をと
どめ、目から涙をながすことをやめよ。 … 彼ら（殺された子供たち）は、敵の地から帰ってくる … あなたの子供たちは自分の国に帰ってくると主は言われ
る。」（エレミヤ書 31:16, 17）この聖句は子供たちの復活に関しての明確な引用です。

7. 救われた人々の住まいは、この地球になるという私の理解は正しいでしょうか？
ヨハネの黙示録 21:2,3;22:1,3
そのとおりです。現在聖なる都は、神の住まわれている所にありますが、神はその聖なる都をこの地球に移されます。罪と罪人は火によって滅ぼされ、そし
てこの地球は新しくされ、エデンの栄光と美のすべてを聖徒たちに与えられます。聖なる都が新しい地球の首都になり、神はご自分の御座をこの地球に移さ
れ（ヨハネの黙示録 21:2, 3; 22:1, 3）、永遠にわたって聖徒たちとともに住まわれます。主が臨在なさる所が天国なのです。神の計画は、アダムが失った
ものを人類に再び回復することです：それは完璧な惑星においての完璧な生活の喜びです。サタンと罪が神の計画を妨害しましたが、しかしその計画は実行
されました。私たちすべてはこの新しい美の王国を得るのです。私たちはそれを獲得しなければなりません！これを見逃してしまうのは、あまりにも損失が
大き過ぎます。

8. 多くの人たちが、救われた人々の住まいは、霊のような存在の人たちが雲の上に浮かび、何もせずハープを弾いていて、霞がかかっているような所であ
ると教え信じているのはなぜでしょうか？
ヨハネによる福音書 8:44
この教えは、偽りの父である悪魔（ヨハネによる福音書 8:44）によって創作されました。悪魔は神の愛の計画をゆがめ、天国が現実的でない「気味の悪い
所」のように人々に思わせることを熱心に努力しています。そうすれば人々は天国に対する興味を失い、神の御言葉に対してまったく不信を抱くようになる
からです。サタンは男女が、救われた者の住まいに関しての聖書の真理を十分に理解するならば、人々に対する彼の力は破られることをよく理解していま
す。なぜなら人々は天国に行くための計画をし始めるからです。こういう理由で、悪魔はこの教えに関して理解を鈍らせ、天国の住まいに関して偽りの教え
を広めることに専心するのです。

クイズ

1. 宇宙にある聖なる都は (1)
現実的ではなく、単なるたとえ話である。
現実的な都であり、現在、神のご臨在される所で、神によって用意されている。
ある人々の頭の中以外には存在しない。
2. この聖なる都は (1)
核兵器の爆発によって滅ぼされる。
サタンと彼の家来たちによって包囲される。
天からこの地球に下り、そして、新しくされた地球の首都になる。
3. 下記のリストで、聖なる都に関しての正しい聖書の事柄にチェックをつけてください。(7)
新エルサレムと呼ばれる。
ロンドンの大きさ位である。
壁はトパーズでできている。
都の縦と横の長さは同じである。
都の街路は純金である。
都には 14 の土台がある。
使徒ペテロが都の門に立っている。
十二の門はそれぞれひとつの真珠から作られている。
都の周囲は、約 2400 キロメートルである。
都の土台はすべて宝石でつくられている。
都は完全に調和がとれている。
4. 命の木は (1)

神の民に永遠の活力と若さを与える実際に存在している木。
それは比喩であって、ただ神のみがご自分の子らに力を与えられるという意味。
世のはじめには存在していたが、新しい地球の王国には存在しない。
5. 次の文章のうち、神の新王国で、神の民になされている聖書の約束は (5)
主は毎日結婚の司式をされる。
命の木は 20 種類の実を実らせる。
主ご自身が彼の民と共に住まれる。
百万年後には、聖徒は退屈になる。
死と悲しみはもはや存在しない。
神の民は決して退屈しない。
あしなえは天使によって運ばれる。
天使が医者であり、全ての手術を行う。
目の見えない人は見えるようになる。
嫉妬、恐怖、憎しみ、偽り、ねたみ、不純などすべては永遠に過ぎ去る
赤ちゃんは成長しない。
6. 新しい地球に関しての正しい文章はどれですか (6)
今日の海はなくなってしまう。
砂漠はもっと大きくなる。
動物は美しい天国のおりに入れられる。
竜巻、地震、洪水などは見られない。
たばこのつぼみは天使によって日々、注意深く取り除かれる。
花や木は枯れたり、しおれたりしない。
この地球こそは、天国となる。
罪は再び起こることがない。
天国の栄光と輝きは人間の言葉で描写することは不可能である。
7. 天の王国の義人たちは (1)
ハープを弾き、雲の上に浮かぶ幽霊になる。
そこにいる他の救われた愛する家族や友を認めることができない。
肉と骨が備わった実際の体を持ち、お互いを認識することができる。
8. 天国にいる人々は本当の人間であり、実際的な生活をすることを知っています。なぜなら (1)
科学がこれを明確に証明しているので。
聖書は、私たちはキリストのようになると言っており、そのキリストは復活後に人間の肉と骨を持ち、実際的な生活をされたので。
多くの牧師がそうであると言っているので。
9. 私は、天の王国に私の住まいがあることを確信することができます。もし (1)
毎日、主を愛しますと言うならば。
地獄をとても恐れるならば。
キリストを受け入れて従い、神の戒めを守るならば。
10. 救われた聖徒たちは天の王国で何をしますか？聖書が述べている事柄に印をつけてください。(5)
家を建てて、そこに住む。
ぶどうを植える。
動物を殺して食べる。
天の楽器を弾いて、神を賛美する。
神の御座の前で神を礼拝する。
地獄を飛び去りながら、滅びた者をあざける。

命の木の実を食べる。
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