
God Book
神の書

God praise not finish.
praise god eternity.
神様賛美を終えるでない。

神様を賛美せよ。

永遠に。

God soul Johann Sebastian Bach BWV 232.
and Ludwig van Beethoven Missa_solemnis.
神霊バッハ様のミサ曲ロ短調と、

神霊ベートーヴェン様のミサ・ソレニムス。

Not use badly god system.
神様の法則を悪用するな。

Big great creation god and earth erea god.
偉大な創造神様と地球圏神様。

god and same thinking and different thinking.
神様と同じ価値観と違う価値観。

God is not kind.
神様は不親切だ。

I am god.
my world god.
私は神だ。私の世界の神だ。

Know god.
some exisperience misunderstand god.
true god.
fact god.
god.
誤解されている神様を知れ。

真世界。

真神。

Know universe.
there are god answer.
宇宙を知れ。

そこに神様の答えがある。

However know god big great.
you not know other planets.
you know big huge universe.
you notice the big supriseing great.
しかしながら、神様の偉大さを知れ。

貴方達は、他の惑星を知らない。



遥かなる宇宙を知れば、その驚嘆さに気づくだろう。

More better world.
it is against god and war and wishes.
however.
already answer is exisetnce.
we have to praise god.
world is making great system.
i believe like this.
i feel sometimes.
より良き世界。

それは、神様への反抗であり、

戦いであり、願いでもある。

しかしながら。

もう答えは出ている。

神様は、賛美すべきだと。

世界は、素晴らしく構成されている。

そう私は、信じているし、時に感じる。

Analysis god system
神様の法則を分析せよ。

Understand god system and rule and law.
神様の法則を読み取れ。

God=contribution>guilty.
神様=貢献>罪。

Is god evolution?
神様も進化しているのか。

God message is remain in world.
神様のメッセージは、残されている。

世界に。

Get back own god holy.
自分の神聖さを取り戻す。

Not mention all god.you are bad.
全て神の責任にするな。

お前達が悪い。

God show world.
world show god.
神は、世界を表している。

世界は、神を表している。

God.
you have to grow born child happily.
by have responsibility 



神よ。

親のように、産んだ子は、

責任持って、幸せに、育てるべきだ。

God create creature pity.
god create creature alive pity life.
神様は、生物を可哀想に創った。

可哀想な人生を生きるよう創造した。

I am more great.this is not permit by god.
however it is god existence.
私は更に偉大になる。

神様ですら、お許しにならないことはある。

Many planets and universe.
god create.
the big great.you have to know.
数々の惑星や銀河を、

創造した神様の偉大さを知るのだ。

God create world is like godly.
神様が創った世界は、神がかっている。

Today bad saying existence.
your bad intelligent is very clearly.
by god and me and you.
今日、道端で悪口を言った男よ。

貴方の悪知恵は、

私にも、神様にも、貴方にも、お見通しだ。

Think god.you can know god.
神様について、 考えることで、 

神様のことを知ることが、 出来るかもしれない。

Unlimited evolution and change creation god.
無限進化と創造神化。

Big savior world god.
大救世神。

savior world god.
救世神。

destroy god power.it is good use.
破壊神の力の善用。

good god soul change.
善神霊化。

continue be god road.



a goal point is big devil ruler king.
a goal is universe ruler king.
a goal is planet.a goal is universe.
continue be more big fuge great good existence.
神様となる道を進め。

大魔王を目指せ。

世界帝王を目指せ。

惑星を目指せ。

devil king.
big huge devil king.
ruler king.
these road have god change road.
魔王、大魔王、

帝王の道の先には、神様への道がある。

not forget love for creation god.
創造神様への愛を忘れない。

God not permit bad existence.
god not ok thinking all bad.
神様は、悪い人間を、全然許していない。

God transcendental philosophy.
神様超越哲学。

God.
i create to change better your creation world.
i am not satisfy your creation world bad and devil.
神よ。私は、貴方の創造した世界をより良くする。

私は、貴方が創造した世界の悪には、不満だ。

God is perfect? if you corectlly answer.
why you make like this world.
神様は、完璧なのか。

ならば、何故、このような世界なのだ。

God is not perfect?
perfect existence.
perfect god.
perfect world is existence?
神様は、不完全なのか。

完璧な存在。

完璧な神様。

完璧な世界は、存在するのか。

God.if you change bigger earth.
food system is no need.
if unlimited no guilty food is existence.
unhappy is not born by food eating.



神様よ。

地球を膨張させれば、食物連鎖は、不要だった。

無限無罪食物さえあれば、

食のための 不幸は生まれなかった。

Your life is contribute good god.
your life contribute bad god.
Think about them.
貴方の人生は、

善神に加担しているか、

悪神に加担しているか、考えてみよ。

i am join good god group.
i hate bad.
私は、善神側に付く。

悪は、嫌いなんだ。

God is in a time do bad?
good god and bad god is existence?
war is continueing?
神様ですら、時に、悪を行うのだろうか。

善神と悪神はいるのか。

戦いは続けているのか。

existence have good and bad.
like this.
creation god is and have good and bad.
world is and have good and bad.
人間に善悪があるように、

創造神にも善悪がある。

世界にも、善悪がある。

god do create and evolve.
if you be god.
do you this.
do you god.
神様がしたことは、創造と進化。

神様になりたいなら、それを、するが良い。

You look around.
these are made by human and existence.
and these are god creation by god.
見渡せば、人間と、人間が作ったもの。

そして、神様が創造したもの。

i have diffrent creation god answer.
about food system and pain and unhappy.
私は、食物連鎖や、

痛みや不幸に関しては、創造神様と考えが違



not do bad effect aciton is impotant is.
creation god is not notice thinking.
すべきではないことをしない大切さは、

創造神様も悟っていなかった悟りかもしれない。

God not gift us.
healing injury magic and rebirth magic power.
however existence human get medical and kind.
神様は、私達に、

傷口回復魔法とか、

蘇生魔法の力とかは、

与えませんでした。

代わりに、人間は、

医療と優しさを、手に入れました。

You get all.
and you get all future.
These are all gift by god.
貴方が得た全て、これから得る全ても、

全ては、神様が、お与えになったこと。

I hope all happiness eternity.
God wish unhappy too.i am and go up god.
私は、全ての存在の未来永劫の幸せを願っている。

神様は、不幸も願う。 私は、神様を超えたようだ。

God permit existence change unhappy.
人の不幸をお認めになっているのも神様である。

fighting world is fighting god.
and resucuing god.
世界と戦うとは、

神様と戦うことであり、

神様を救うことである。

If you seek god rescue.
you will change dead is this world.
神様に、救いを求めても、

死ぬことがあるのが、この世界だ。

like santa claus like botton use.
in Instagram and twitter and blog and facebook.
these are like feel god.
まるで、Instagram で、

いいねサンタすると、神様みたいな気分になる。

no change existence is not?
God is changing?
変わらないものは無いのか。



神様は、変化するのだろうか。

God system is not change.
however god govermnent god law is changing.
it mean not perfect.
神様の法則は、変わらないかもしれない。

しかし、神庁の神法は、変化している。 

すなわち、完璧ではない。

Lucifel is too big guilty?
god system is perfect?
all is cleary know.
and understand perfectly.
high grade soul misunderstand?
jesus christ god soul gift bad existence to me.
god soul level is how level.
ルシフェルは、そこまで、大罪だったのか。

神様の法則は完璧か。

全てはお見通しなのか。 

高級霊は誤解しないのか。

イエス・キリストという、

神霊でさえ、私に刺客を送ったという。

神霊とは、どの程度のレベルなのか。

existence have bad intension.
soul have bad intension.
i can not believe god have bad intension.
人間が悪意を持つように、霊も悪意を持つ。

まさか神様が悪意を持つとは、信じられない。

I feel mystery god is think waht.
神様は、何をお考えなのか。謎だ。

Planets is god art.
地球は、神様の芸術。

All do is ok.
anyway good existence is good future.
know god grolious.
何でもするが良い。

どうせ、良い存在は報われる。

神様の栄光を知るが良い。

snow crystal is beautiful.
it is very mystery.
雪の結晶って、綺麗だよね。

神秘的だよね。

God.
like jesus christ unhappy change.



good future pertern.
it is good pertern?
other existence is doing bad.
however they is good future times.
神様よ。

イエス・キリストのように、

不幸にしてから、報われさせるパターンは、適切なのか。

他の人類は、悪いことしながら、報われている。

I interest change world more than god system change.
私は、神様の法則を変えるより、

世界を変えることに、 興味がある。

If call god goverment.
you not create bad law.
神庁を名乗るならば、悪法を創るべきではない。

God do sometimes like exisperience human.
becasue human is god part.
神様は、時に、人間のようなことをする。

神様の一部が人間でもあるからだ。

God do only good.
神様は、良いことだけをするのではない。

God is sometimes bury.
神様は、時に、嫌がらせをする。

God and destiny is somtimes terrible.
神様や運命は、時に残酷だ。

Like we do guilty.
god do guilty.
我々が罪を犯すように、神様も罪を犯す。

God=shop and store.
god=heart.
god=meat.
God=war.
God=erotic desire.
god=cartoon.
god=movie.
god=book.
god=I.
god=you.
god=all.
god=personal computer.
god=cloth.
god=destiny.
神様=お店であり、



神様=心であり、

神様=肉であり、

神様=戦争であり、

神様=性欲でもある。

神様=漫画でもあり、

神様=映画でもあり、

神様=本でもあり、

神様=私でもあり、

神様=貴方でもある。

神様=全。

神様=パソコンでもあり、

神様=衣服でもある。

神様=運命

God create wood change desk destiny.
神様は、木が机になる運命を創造した。

God create world not completly perfectly.
神様は、世界を不完全に創造した。

Devil origin is god.this is fact.
悪を創造したのも神様。これが事実。

God create good and bad.
神様は、善悪を創造した。

God gift affair possibility and create the destiny.
神様は、人類に、

浮気させる可能性を与え、

その運命を創造した。

Your life it is god answer to you.
貴方の人生。それは、貴方への神様の答えだ。

God look good and bad all.
god k know all action.
神様は、良いことも、悪いことも、全て見ている。

全ての行いを知っている。

We love and loving something is loving god.
僕らが、誰かを愛すること、

何かを愛することは、神様を愛すること。

thanking creation god.
all we born the begining.
創造神様に感謝をすること。

僕らは、全て、その始まりから生まれた。



Wish here.
i clean town by free price for going home time road.
probaly god is good feeling.
ここで誓おう。

私は、せめて、自分の最寄駅の帰り道だけでも、 

空き缶ゴミ捨てボランティアのために、

ビニール袋を持ち歩こう。

きっと、神様も、お喜びになる。

Our living world is god create world.
私達が、 生きている世界は、 神様が、 作った世界。

More better alive.more better alive.god is better.
頑張れば、頑張るほど、神様は、報われる。

Not number one is ok.
we are special originally.
special god part.
ナンバーワンにならなくても良い。

私達は、元々、特別だ。特別な神様の一部だ。

Perhaps god is unlimited.
i not transcendente god is ok.
神様は、無限かもしれない。

私は、神様を超えなくて良い。

God is number one.
god is number zero.
神様が、ナンバーワンだ。 

ナンバーゼロだ。

God is not change enermy.
神様は、裏切らない。

Like super saiya existence god.
son gokuu billiant card.
i want to alive for world in god part.
スーパーサイヤ人ゴッドの、

孫悟空のキラキラカードのように、

私は、神様の一部として、 世界のために生きたい。

In this life cycle i not get good future.
however i can get good future in future.
no need fear.

only god belive.
この輪廻転生で、

報われなくても、いつかは、報われる。

何も、恐れることはない。 

神様を信じさえすれば良い。



World=God.
世界=神様

Earth=god.
地球=神様でもあるよね。

Existence love is a meaning god love.
人間の愛は、ある意味、神様の愛でもある。

Knowing something connect to know god.
何かを知ることは、神様を知ることに繋がる。

We are called god child.
we are all god part.
we are part of like less than sand.
私達は、神の子と言われているが、

私達は、神全体の一部である。

砂粒以下の一部である。

God create all.
ありとあらゆる全ては、神様が創造した。

A existence say god create hell world.
i think god create all.
ある人は、地獄界は、神様が創ったのではないと言うが、

私は、全て神様が創造したのだと思う。

existence hate by god.
it is existence make to hate ownself.
神様に嫌われる者は、

嫌われるようなことをしたからだ。

God praise no have age limited.dailymotion.
神様賛美に年齢制限など必要無いのだよ。

dailymotion よ。

Trancecendental god is existence?
god phylosophy.
神様を超える存在はいるのか。

神様哲学。

God can change?
god can renew?
god phylosophy.
神様は、変えられるのか。

上書き出来るのか。

神様哲学。

existence and we can god copy?



god phylosophy.
神様は、コピー出来るのか。神様哲学。

time is creation god.
時は、創造神様。

If you disorder love romance.
you not make disorder love romance other existence.
god system look all.
貴方も、恋愛邪魔されたく無いなら、

他人の恋愛を邪魔しないことだ。

神様の法則は見ている。

God is not end world.
this is god thinking and opinion.
神様は、世界を終わらせていない。

これが神様の意志である。

God not end universe.
Now god create world.
this is god intension.
神様は、宇宙を終わらせていない。

今も宇宙を創造している。

これが、神様の意志である。

Rudolf Steiner say top world erea you go.
you can look all world and all time.
i want to go top world erea.
and i contribute world.
i want to know god great.
ルドルフ・シュタイナーは、

世界の最上層へ行くと、 

世界の全てと世界の全時間を、

見渡せるようになると言っている。

私は最上層へ行きたい。

そうして、世界に貢献したい。

神様の素晴らしさを知りたい。

I thank god intension.
神様の御意志に感謝致します。

We not understand god big great.
we can not understand completly.
we have possibility.
私達は、神様の偉大さを分かっていない。

完全に分かることは、無いかもしれない。

God create parallel world.
this god big great.know and think.
パラレルワールドを創造したのも神様。



この神様の偉大さを思い知るが良い。

God do something thinking is not.
what can i do for god.
神様が何をしてくれるかではなく、

神様のために、何が出来るか。

God love us.
i hope and think.
you.all.
maybe probably.
私も、神様に、愛されている。

そうであってほしい。

貴方も。

みんなも。

きっと、そうだ。

Soul is eternity is god present.
魂は、未来永劫こそ、

神様からの最高のプレゼント。

I feel and think.
i can fit rescue all world freely.
more than creation god stage now.
私は、創造の神様の座より、

世界救い放題の方が向いている。

you think who you get true and fact love?
lover?
marrying existence?
or fantasy?
god?
ownself?
貴方は、真の愛は、

誰から得られると思いますか。

恋人ですか。

結婚相手ですか。 

それとも、二次元ですか。

神様ですか。

自分自身ですか。

God create favor.
神様は、香りも創造した。

I can know by i search doppelganger.
if we look it we change dead.
i know it theme.
it make heart break and stop is possibility.
perhaps probably that is attack?
why hate many to me.



i not know the reason.
all is collectly judge.
if we belive god.
i not feel fear.
if you good.you can go heaven.
if you bad.you will go hell.
ドッペルゲンガー 意味で検索して分かったよ。

見たら死ぬという逸話は、知っていたが、 

それ自体で、心臓麻痺する人もいるらしい。

もしかして、あれ自体が攻撃なのか。 

何故、そこまで憎む。

理由は、分からないが、全ては、公正だ。

神様を信じれば、何も怖くない。 

良ければ、天へ。

悪ければ、地獄。

God imitation is existence?
神様には、偽物がいるのか。

God can all look.
bad intension.
judge by light is good.
神様は、全てお見通しである。

悪意よ。

光により、裁かれるが良い。

impotant is God love existence for god.
神様に愛されるに相応しい僕になること。

それが、大事。

If you god believe.you not think not satisfy.
神様を信じれば、何も、不満に思うことはない。

Image rebirth god love world.
be great world more than now.
神様への愛が、

復活した世の中を、イメージせよ。

今以上の素晴らしい世界へ。

Resucuing world is alive for god.
we not know god big great.
世界を救うとは、神様のために生きること。

私達は、神様の偉大さが、分かっていない。

We not understand god thinking.
神様のお考えは、計り知れない。

God creation is very thinking plan?
plan and past and now and future is good?



神様は、計算尽くして、世界を創造したのか。

計算通りなのか。

God think and create sun born?
God think and create sun born?
Maybe probably they are like these.
神様は、太陽よ。

生まれなさいと思い、創造したのだろうか。

神様は、地球よ。

生まれなさいと思い、 創造したのか。

恐らく、そうである。

Why god create like this existence and man face.
god existence and man face creation phylosophy.
何故、神様は、男性を、あのような顔にしたのか。

神様男性顔創造哲学。

Parent resemble child.
god parent child philosophy.
親は、子に似るものだよね。

神様親子哲学。

God create god resemble existence and human.
god existence human create spiritual intelligence.
私達は、神様に似せて作られたのかもしれない。

神様人類創造スピリチュアル知識。

＋0 is existence possibility.
however －0 is not existence possibility.
god mathmatics philosophy.
＋0 はあり得るけど、-0 はあり得ない。

神様数学哲学。

A×B=0。

A＋B=0。
like the time is lost love romance.
or love is existence or you know god.
mathimatics universe love romance philosophy.
A×B=0。

A＋B=0。

そんな時は、失恋した時。

それとも、愛がある時。

あるいは、神様を知った時。

数学宇宙恋愛哲学。

We rebirth love to god love for god.
神様への愛を、復活させる。



God is best teacher.
system teach world.
神様は、最高の教育者。

法則で、世界を教育している。

All god 0 creation.
全ては、神様 0 の創造物。

God rescue all by system.
神様は、法則により、

全ての存在を救ってくれるのです。

I want to many world like big great god.
i want to know world.
i want to love all world.
i want to continue love.
私は、たくさん、世界を手にしたい。

偉大なる神様のように。

せめて、世界を知りたい。

全世界を愛したい。

愛し続けたい。

God is not average.
神様は、平均では無い。

Near god existence is existence?
神様に近い存在は、存在するのか。

God is best humility.
神様は、世界一、謙虚な存在。

Not against god.
人間は、神様に、反抗してはならない。

We can understand god by universe creation game.
宇宙クリエーションゲームをしたら、

神様のことが、分かるかもしれない。

God=0=nothing=all=time.
God is 0.
Before creation universe.
and all.
world creation time.
神様=0=無=全=時。

神様は、0 であり、

宇宙創造前の無であり、

全てであり、世界創造の時である。

Time=god.



時=神様。

God existence is not cut connection.
誰とも、縁を切らないのが、神様の在り方。

important is go to be planet and go to be god.
惑星を目指し、神様を目指すことが大切である。

All for all is good word.
however all for god we say i think.
万人は、万人のものって良い言葉ですね。

でも、全ては神様のものと言えると私は思う。

God is best work.
神様は、最高の職業だ。

All=god.
Nature=god.
0=god.
we=god part.
全=神様。

自然=神様。

0=神様。

無=神様。

私達=神様の一部。

Got present love existence and human.
神様は、人間に、 愛を与えた。

If existence and human no have love.
what inorganic.
人間に、愛が無かったら、

どんなに、無機質なことだろう。

Love is existence and human essence.
愛こそ、人間の本質だと思う。

All connection is god 0.
全存在と縁あるのが、神様 0。

Not blasphemy god.
神様を、冒涜してはならない。

We have to get and understand.
and master test and theme by god.
神様からの試練や課題を乗り越える。

finally Google show existence.
intelligent add mobile phone.



My free RPG robot god.look.
ついに、Google が、

人工知能AI 付きスマートフォンを発表したらしい。

私の無料 RPG、ロボットの神を、ぜひ、見て欲しい。

God not no need.
神様は、見捨てない。

Human not know god.so we alive with god only.
人は、神様を知れない。

だから、我が主と生きるしかない。

God eternity is great.
神様が永遠って、素晴らしいよね。

If god is dead.
we not be dead and alwasy god is existence.
world is full happy.
私達が死んでも、私達は、死なないし、

常に、神様が存在する。

世界は、幸福に満ちている。

Look with god.
walk with god.
神様と見る。

神様と歩く。

God can know and understand all.
bad existence and human.
Go to hell and go to after dead.
神様は、全て、お見通しである。

悪い人間は、死後、地獄へ落ちるが良い。

In etarira 670 public website.
i draw 0(God)all.art creation.
yesterday i draw.
next day i can look better.
black is small is good dream.
look.
it is diffrent gif creation.
http://takeshiegawaz.wixsite.com/christ/2-1
エタリラ 670公式に、

0(神様)全、という絵画作品を描きました。

昨日、描いたのですが、

1 日経つと、良い絵に見えますね。

黒が小さいのが、夢があると思います。

ぜひ、見てください。

イベント GIF は、違った作品になってます。
http://takeshiegawaz.wixsite.com/christ/2-1



Our god is 0 and all.
我らが神様は、0 であり、全である。

Our god is only 0.
我らが神様は、0 のみ。

I rescue world.
by all way for god wish change real.
世界を救う。

あらゆる手段で。

神様の願いを成就するために。

Got love fogeting existence is.
notice god present.notice god love.
神様の愛を忘れた人には、

神様の恵みに気づくように。

神様の愛に気づくように。

Not looking god existence is.
change looking god.
神様が見えていない人には、神様が見えるように。

I not hide god.
I want to praise god in all world.
私は神様を隠すのではなく、

世界中で、賛美したい。

I want to say imopotant voice.
God is big great.
私は、声を大事にして言いたい。

神様は、偉大であると。

God praise.we have to rebirth.
神様への賛美を、世界に復活させなければならない。

Why god decide erotic is bad?
何故、神様は、セックスを悪いものにしたのか。

All get master.I change god soul.
全てを乗り越え、

私は、神霊になる。

Our living world is god create world.
私達が、 生きている世界は、 

神様が、 作った世界。

God is unlimited?
神様は、無限なのだろうか。



Our image is everywhere.
we can go and we meet inner god.
私達は、イメージでは、

どこまでも行くことが出来て、

内なる神様にも出会える。

Ginza love romance shirine is effect.
a person get love romance thinking.
銀座の恋愛神社は、効果があるらしい。

ある人は、恋愛悟りを開いたらしい。

In akasaka.
marrying existence protect item.
it is existence.
赤坂に夫婦になる人達に合うお守りが、

手に入れることの出来る神社があるらしい。

God plan collectly do.
神様の計画を着実に遂行する。

God present love to existence and human.
神様は、人類に、愛を与えた。

God is best artist.
神様は、世界一の芸術家だね。

With god.
alive with god collectly judge is important.
神様と共に、 神様の公正と、 共に、 生きることが大事。

Universe is God wish.
宇宙は、神様の願い。

Belive yourself and believe god is important.
自分を信じて、神様を信じるのが、大切だと思う。

Charch and temple and shirine is in world.
教会もそうだけど、寺院や神社も、全国にあるんだね。

God.I resucue world.
神様、私は、世界を救います。

In etarira public website.
i show god praise(etarira670 pray)creation.
if you ok.look.
try is no problem.
i try and test is done.
http://takeshiegawaz.wix.com/christ
エタリラ 670公式に、

神様賛美(エタリラ 670 の祈り)という、



作品を公開しました。

良かったら、見てみてください。

実行して、問題はありません。

検証済みです。
http://takeshiegawaz.wix.com/christ

Always god good service.
いつでも、神対応を。

Continue for god.
神様のためにを繰り返す。

You can create unlimited sun?
this is big great god power.
貴方は、太陽を無数に創造出来ますか。

これが偉大なる神様のお力です。

You can create universe.
this is big great god power.
貴方には、宇宙の創造が出来ますか。

これが、神様だから出来る偉大な力なのです。

For god more than anyone.
誰よりも、神様の僕に。

In world.full love god soul.what great.
世界が、神様を愛する魂で溢れたら、

どんなに素晴らしいだろう。

Every day pray for god is important.
毎日、神様に祈ることも、きっと大切。

Answer is in god.
答えは、神様の中にある。

I want to know me.
maybe probably god want to know god.
私は自分を知ってほしい。

きっと神様も自分を知ってほしい。

Alive for god more than anyone.
誰よりも神様のために生きる。

God present many to us.
神様は、私達に与えた、

あらゆるものを与えてくださった。

Beliving god.
神様を信じること。



We not understand god is big great.
私達、全ては、きっと、

神様の偉大さを分かっていない。

Johann Sebastian Bach create BWV 232 in past.
BWV 232 is god praise music.
バッハ様は、かつて、

ミサ曲ロ単調を作曲した。

ミサ曲とは、神様を、賛美する曲。

Everytime god is existence.
いつの時にも、神様はいる。

I alive for god in unlimited universe.
私は神様の僕として生きる。

この果てしない宇宙で。

I thank big great god soul.
感謝します。

偉大なる神霊様。

I thank big great god.
感謝します。

偉大なる神様。

Eternity top existence is god.
if not be the god existence.
i alive for 33 yaers age.
it is i can not understand.
god alive way is difficult.
永遠に君臨する存在と言えば、神様であり、

そんな神様の存在に、ならなくても、

人間として、33年生きた程度では、

神様の在り方を、悟るのは、難しい。

God is not disappear in you.
神様は、見捨てない。

God robot free novel game.
it is in etarira public websit.
play.
http://takeshiegawaz.wix.com/christ
ロボットの神という無料ノベルゲームを、

エタリラ 670公式に公開しました。

ぜひ、プレイしてみてく ださい。
http://takeshiegawaz.wix.com/christ

God robot existence.
神ロボットという存在。



What life hope me.
it is for god wish change real for change world.
人生は、私に何を期待するか。

それは、神様の願いの成就のために、

世界を変えることだと思う。

Justiuce is weak however justice is win.
becasuse god is justice.
正義は弱いけど、正義は勝つ。

何故なら、神様は正義だから。

Shinto game.
buddhism game.
chirist game.
these are not many.
these are new.you not think?
神道ゲーム、仏教ゲーム、キリスト教ゲームって、

中々無いし、新しいと思いませんか。

Dream for all happiness is me.god.
全ての存在の未来永劫の幸せの夢を見たのは、私です。

神様。

We can not understand big great god.
神様の偉大さは、計り知れない。

In white world i create unlimited universe.
i restat to change completly world.
completly god.
and more completely and independent.
白の世界で、無数に、宇宙を創造してしまったから、

再び、完璧な世界に。

完璧な神様を。

そして、 より完璧にし、一人立ちさせた。

in other planet.
i change unlimited.
i change all world completly.
i create completly god.
他の惑星に来た私は、無限になり、

全ての世界を完璧にし、

完璧な神様をそれぞれに創造した。

If you not satisfy completely world.
i change all completely.
i create completely god and rule.
you not satisfy is not exstence?
If you ok.
i create completely god.



完璧な世界でも、不満があるなら、全てを完璧にするか。

完璧な神様を創造して、統治すれば、不満は無いか。

ならば、創造しよう。

完璧な神様を。

I change happy image world eternity.
image world is rescued.
i am upper great god of image world god.
if you be upper god.
you create more great world.
想像世界を未来永劫、幸せにした。

想像世界は、救われた。

我こそが、想像世界の神様を超えた 神様なり。

神様を越えれば、更に優れた世界を創造出来る。

resucuing image world.
it is not fight enermy.
change upper god.
changing more great world.
想像世界を救う方法。

それは、敵と戦うのではなく、

神様を超えて、

より素晴らしい世界にすること。

i change upper god of image world god.
image world change all happy alive world.
想像世界の神様を超えた神様になり、

想像世界は、全ての存在が幸せに生きれる世界に変えた。

Recently earthquake is many.
it have reason.
not hate god.
最近、地震が多いですが、

これも、意味あると思います。

神様を恨まないでください。

Do smile and god service.
笑顔と神対応を目指す。

Why god create like this woman body.
woman creation philosophy.
何故、神様は、

人間の女性を、あのような体にしたのか。

女性創造哲学。

Before be god.
be planet and be sun is good.
神様を目指す前に、惑星や、太陽を目指すのも良い。



God big great creation have diffirent.
神様の偉大な創造物にも、差がある。

God choice us and human.
We born in purgatory world.
we are god worker and heaven worker.
私達、人間も、神様に、選ばれ、

煉獄の世界に生まれた、神様の使い。

天の使いである。

God philosophy is good useful effect protect.
for not fool by imitation god.
偽者の神様に、騙されないためにも、

神様哲学は、有効な守りとなる。

You think god want to be fogeting godself?
now forgetting time.
so we think god and pray for god.
alive for god is important.
never forget god.
it can say all world.
神様は、忘れられたいと、思われていると思いますか。

忘れ去られているからこそ、神様を想い、 神様に祈り、

神様のために、生きることが大事なのである。

神様を忘れてはならない。

これは、全ての世界に言えることである。

God philosophy.
we can go near god road by god philosophy. 
神様哲学。

神様哲学により、

神様に近づく道が出来ていく。

My goal is god is dangerous thinking.
it is god blasphemy.
神様を目指すのは、危険だというのは、神様への冒涜である。

God Book
=CREATOR
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=GOD PHILOSOPHY EXISTENCE
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