11月3日のみ言
第 54 回真の子女の日および
第 26 回天宙統一国開天日
天宙統一国開天日のことにについて先にお話ししてい
きたいと思います。1988年に最初は世界統一国開天日と
して10月3日、メッコール研修センターで行われました。世
界各国から集まってきましたが、父母様はそこで姉妹血
縁をされたのです。世界は一つになったと象徴的な儀式
をされました。また88年はソウルオリンピックがあり、集まっ
た160か国の方に親の立場で、もてなしをしたのです。そ
こで10月3日の宣布の後、共産圏を愛したという条件のも
とで世界が急速に変わりました。89年には共産圏の国が
崩れるのです。ハンガリーが崩れ、そして共産圏のソ連に
お父様が入国され、その後北朝鮮にも行かれました。91
年12月25日にはソ連の共産国が崩れるということが起こっ
たのです。まさしく統一国開天日以来父母様を中心とし
て世界が変わっていきました。また、これをもってお父様
は故郷を取り戻すために定州に行かれたのです。その時
父母様は、祝福家庭は自分の故郷へ行きなさい言われ
還故郷の摂理が出発していきました。それはまさしく氏族
のメシヤとしての使命を果たすようにと祝福して下さった
のです。
子女の日が宣布された年の1960年は、真のご父母様が
御聖婚式をなされたのです。その後父母の日が宣布さ
れ、さらにその後に子女の日が宣布されました。前本部
教会で宣布されたのですが、収穫を終えた時期ですの
で、収穫感謝祭を兼ねて行いました。父母様にとっての
一番の収穫は天の前に子女が復帰されていく事です。ま
さしくその日が子女の日ですので、天にとっては一番の
喜びだったのです。そのためには先に父母が立たないと
いけません。父母様が地上に現れない限り、子女が天の
前に帰る道がなかったのです。
統一教会の守るべき伝統が敬礼式です。家庭でも敬礼
式を守っていく祝福家庭になっていきたいと思います。子
女の日を起点として伝統の一つでも相続して、その恩恵
にあずかって頂きたいと思います。
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本教会の礼拝に初めて参加された方を心から歓迎いたします
天の父母様と真の御父母様の祝福が共にありますようお祈り致します

1、お誕生日を迎えた食口の皆様、おめでとうございます。
2、Ｖ2020
、Ｖ2020 勝利のための「第二次 40 日特別精誠路程」
（１）期間：2013 年 10 月 28 日～12月6日
（２）祈祷題目（真のお母様のみ言より）
・真のお母様と真の御家庭の御安寧のために
・日本と韓国が一つと成り、南北統一の道に向かうように
・v 2020 日本摂理の前に立って、世界の中で責任を果たし、
世界から愛を受ける日本となることが出来ますように
・祝福家庭として真の父母様に侍り、日本一億二千七百万国民
に、真の父母を証す伝道を勝利できますように。
・世界に誇れる祝福二世・三世として、教育と実践を強化し、
天一国時代のリーダーを育成する
3、VISION2020 勝利の為の基台長及び区域長修練会
第6回：2013年12月5 日（木）～12月10日（火）
第7回：2013年12月19日（木）～12月24日（火）
場 所：天宙清平修錬苑
4、伝道三日路程
11月19日（火）～11月21日（木）
5、健康講演会
11月22日（金）10:30～ サロン
6、原理2DAY
、原理2DAYセミナー
2DAYセミナー
11月23日（土）～24日（日） プラザウエスト
7、しあわせセミナー（毎週水曜日 10:30～）
10:30～）
田川敏講師による新規向けセミナーを毎週開催いたします。
8、6500家庭会
6500家庭会2013
家庭会2013年総会・懇親会」の日程変更
2013年総会・懇親会」の日程変更
日時：変更前 11月23日⇒ 変更後 12月14日（土）
第一部：家庭会総会 10:00受付開始 10:30～12：30
第二部：家庭会懇親会 12:30～15:00
場所：変更前 本部教会⇒ 変更後 新宿教会2F礼拝堂
参加対象：6500双・1275双・88年既成祝福家庭
参加費：1,000円
9、３万双家庭会２０１３年総会のお知らせ
日時：１２月７日（土）１３：００～１６：００（受付開始１２：００）
場所：新宿教会２階礼拝堂
参加費：無料

【年頭標語】

天地人真の父母勝利解放完成時代
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心は永遠を伴い、体は一生を伴います。心は生涯を調整し
て現れ、体は生活を調整して現れます。生活と生涯は異なり
ます。生涯とは一生について語ることであり、生活とは一日に
ついて語ることです。このように、私達の心と体は、それ自体
が異なります。人間は、心が生涯を主管し、体が生活を主管
するようになっています。ですから、一日一日の生活で食べな
ければ、体は死ぬようになります。しかし、心は食べるには食
べますが、生涯の観点から外れる立場で食べてはいけないと
いうのです。このような意味から見る時、心が望む観念がより
大きいというのです。
心と体は異なります。心はどこからもらいましたか。神様から
もらいました。心は神様から来るのです。皆さんの心は天、体
は父母から来ました。体は地から来たので、地から出るものを
食べます。皆さんは、地の世話になっているのです。この地は
物質です。人は、男性でなければ女性です。神様が創造され
たアダムとエバの延長が正に「私」です。人と言えば、そこには
既に実体があるのです。人の中には何種類のものが入ってい
ますか。地が入っていて、人が入っていて、神様が入っていま
す。昔から「天、地、人」という言葉があります。心は天であり、
体は地であり、人（ひと）は人（じん）なのです。
～ 天聖経 第八編 信仰生活と修練
第二章 心と体の修練 第四節 心の修練 ～

～お願い～ ※印のある項目は、全員起立して進行いたします
『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ 』

礼拝参加

奉仕委員
心情：16
心情：16人
16人

勝利：10
勝利：10人
10人

解放：16
解放：16人
16人

忠孝：11
忠孝：11人
11人

栄光：14
栄光：14人
14人

新エデン：11
新エデン：11人
11人

壮年：19
壮年：19人
19人

その他：1
その他：1人

新規再復帰：0
新規再復帰：0人

青年：3
青年：3人

中高生：9
中高生：9人

小学生：13
小学生：13人
13人

合計： 103人
103人 （小中高生除く ）

金榮輝先生のアメリカ巡回講演始まる
金先生はアメリカ５都市巡回ツアーの最初の訪問地ロサンジェル
ス（９日）、次にサンフランシスコ（１０日）を訪れて真のお母様のメッ
セージを伝えた。先頃天聖経増補版編成委員会委員長を務めた
金先生は真のお母様の指名を受けてアメリカ５都市を巡回講演す
ることになった。５８年以上真のお父様に側近の弟子として仕え、韓
国統一教会で最も尊敬されている元老の一人だ。金先生は１９５０
年代最初期の原理講師であり統一原理の専門家として何十年にも
わたって講義してこられた。
１９４０年代韓国で宣教活動を始めた時弟子を見出すまでの闘
い、北朝鮮での監獄路程、また霊界で天使、聖賢達の前で神様か
ら選ばれたメシアとしてのご自身を証明するために受けた試練の内
容、啓示の内容から統一原理を作り出される様子、花嫁（真の母）
を見出すというイエスの使命の継承、祝福を通してサタンの血統か
ら神の血統への転換という救いの始まり、先祖解怨の重要性、さら
に霊界を神側に返すためのお父様の役事等の項目について話が
展開された。
最後に、金先生は自分は未来に希望を感じていると語った。
『今世紀、全ての地上の人類は大変革が起こるのを見るでしょう。
全ての人が自分の目で神様の偉大な変革―霊界と地上での神の
摂理―を目にするでしょう。私たちの未来は明るいです。皆さんが
それぞれの立場でこの栄光を、真の父母様と分かち合う事を願い
ます。』

