ジョン14:6-.gJesus は彼に言った、e.hI AM
方法、真実、および生命; 人は父に、me.g
によって来ない。

アン石大工Mason-Helpful のの中心によって作成される

Helpful.hearts@yahoo.com

簡単な祈りはあることができる, .gDear
神、私は私の罪のために死ぬイエス・キリス
トおよび私が私を許し、inside..h
の変えるように頼む信じる
しかし知ったか。

Japanese

This is where you provide a description of
your special event. In addition to listing the
dates, times, location, fees, and speakers or
sponsors for your event, you can indicate
whether registration is required.
Consectetuer adipiscing elit, sed diem nonu,
quis nostrud exerci tution ullamcorpert elit,
sed diem nonummy nibh euismod.
ジョン14:6-.gJesus は彼に言った、e.hI AM
方法、真実、および生命; 人は父に、me.g
によって来ない。

アン石大工Mason-Helpful のの中心によって作成される

Helpful.hearts@yahoo.com
Describe your location by
landmark or area of town.

簡単な祈りはあることができる, .gDear
神、私は私の罪のために死ぬイエス・キリ
ストおよび私が私を許し、inside..h
の変えるように頼む信じる

しかし知ったか。

Japanese

知ったか。

きれいな蝶weren.ft
きれいな蝶weren.ft 常に
.

.
..cthat

の蝶は彼らのフィートと味がするか。...that
...
その蝶は彼らのアンテナによって臭いがす
るか。
..その蝶は極小のスケールで覆われる飛ぶ

か。異なった着色されたスケールは私達が
見るきれいなパターンを告ｬする。

蝶は生命幼虫として始まる。非
常にかなり、そうですね?
それから彼らは繭の彼ら自身を包む。の
中で、彼らが新しい部品を育てる間。しばらくする
と、彼らは貝が壊れるまで繭の中で戦い始める。最
終的に彼らはすばらしい色および設計の美しい蝶と
して現れる。彼らが出るdon.ft
の苦闘彼ら飛んでなければ。

... butterfly.fs
が言うであるわらのようか。彼らが果汁のよう

...

常の蝶wasn.ft 蝶か。

新しい創造物である場合もあることを知ったか。
及びはえを てない、 は しい
の しい
を ることができる。皆はうそを うか、またはあな
たのでない かを ることのような悪い を、 々す
る。 はこれらを悪い の と び、 は されなけ
ればならない。しかし は が も間 ってしなかっ
たときに の
、イエス・キリストに られる 達
従って を 達の のために されるために する。
は 達、
のために
んだか。 は3
の
にもどって来た。そう 達のための
は しい
である 達がsinned 、 にそれらをする為の 達
を すように頼むことを 達の のために ぬイエ
ス・キリスト じることで、 に告げる。 に内 の
変えるように頼みなさいそうすれば 達は の でき
れい、 しい
もある。
神は聖書で言う、”だれでもによってキリスト(イエ
ス・キリスト) に、彼ある.gIf は新しい作成である; ”

(2 人のCorinthians 5:17)
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