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3月29日 礼拝のみ言
桜の季節
桜の花は心までも解放してくれます。また人を美しくして
くれます。春に桜が咲きますが、夏に咲いても美しく見え
ないはずです。長い寒い冬を終えて春になり気温も心も
温かく、それが桜を美しく、人を美しくさせるのではないで
しょうか。
3/18にTopGUN修練生が天正宮にいきました。その時語
られたお母様のみ言がとても重要でした。修練生を暖かく
迎え入れ、最初にオリーブの話をされました。信仰の根の
話です。野生のオリーブが真のオリーブに連結されなけ
ればなりません。真の御父母様によって接ぎ木されなけ
ればならないのです。そして祝福家庭は先輩後輩を問わ
ず、その位置を祝福されたのです。祝福を受ける資格が
あって受けたのではなくその位置を祝福されたのです。
必ず成長しなければなりません。家庭の根であれば風が
吹いた時に揺れますが、氏族の根であるならばどんな津
波、それ以上のものがきても引き抜かれることがありませ
ん。それが神氏族メシヤなのです。どれだけ信仰の根が
引き抜かれないと自信をもって言える人がいるのでしょう
か？教会が氏族の基台になればいいのです。また人間
が頭で考えたことは状況によって変わってしまい裏切るこ
とがあります。しかし胸で体験したものは永遠です。お母
様は体験の信仰を強調されました。体験とは何でしょう
か？興南でおなかが空いたことは説明が出来るものでは
ありません。体験してみなければ分からないものです。体
験とは大きなものです。教会に来て痛みを体験することが
なかった、涙を体験することがなかったならば、私たちの
信仰はまだ浮いていると言っても過言ではありません。幸
せを求めてきますが、誰でもそのような過程を通過しなけ
ればならないのです。私たちはその涙を持って子供たち
を育てていくのです。今後残していく私たちの最高の遺
産はその涙なのです。真の父母から頂いた祈りです。真
の父母から頂いた愛なのです。
真の父母は2代はありません。真の父母は唯一であり代
わりはないという事です。桜の季節になれば体調の変化
があり風邪をひく人もいると思いますが、統一教会もその
時を迎えています。歴史上唯一無二の真の父母に侍っ
ています。それを誇りにしていきたいと思います。自分自
身にも誇りを持たなければならないのです。

天一国三年天暦2月17日（陽暦4月5日）
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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。

【年頭標語】

2．真のお父様聖和三周年に向けての150日伝道路程
来る8月30日は「真のお父様聖和三周年」を迎えます。
聖和三周年までの150日期間（２０１５年４月１日～８月２８日）、

創造主、天の父母様に似た、真の愛を実践する
天一国の真の主人になろう！

真の御父母様の生涯路程の勝利を相続し神氏族メシヤとして、
全祝福家庭が絶対信仰で真の父母様と一つになり、死生決断、
実践躬行で必ず勝利して行きましょう。
目標：1家庭祝福、礼拝参加
期間：第1次 4/1～5/20 第2次 5/21～7/9 第3次 7/10～8/28
3．1000日侍墓（シミョ） 生活同参
期間：3月26日(木)～5月31日(日)
訓読条件：天一国経典
4．とちたま YOUTH FESTIVAL ２０１５
日時：2015年4月12日（日）
11:30～ とちたまパネル展
13:00～ 式前講演（パフォーマンス）
14:00～ 本式典
場所：パストラルかぞ
5．第3地区 可知雅之巡回師特別１ＤＡＹ
期日：４月２０日（月）10:00～15:30（予定）
場所：むさしのグランドホテル
参加対象：全食口
参加感謝献金：昼食（お弁当）付き：1700円
昼食（お弁当）無し：1000円
注）持参した食事をホテル内で食べることはできません
事前に教会に納め、参加整理券を受け取り、当日ご持参下さい。
6．第8回 天一国フェスティバル
日時：4月26日（日）13:30開演
場所：久喜市総合文化会館 大ホール
7．東埼玉教区 つつじ祭ツアー
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『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ 』

人間が頭で考えることは、「その時の状況によって変
わる」ということです。裏切るということもあるので
す。自分に良い側、都合のよい側に行ってしまうので
す。しかしこの息子は「胸で体験したことは永遠に行
く。だから自分は原理のみ言で伝道することも重要だけ
れども、まず胸に響いてからみ言を受け入れるようにし
よう。」と、この努力をしていたのです。
今後も、人類の前に天の父母様、真の父母様は唯一であ
り、そのほかに代わる者はあり得ません。何の話か分か
りますか？ 真の父母様が２代となることはないので
す。それを知らなければいけません。
あなたたちは真の父母様の前に、あなたたちはすべて
息子娘です。カイン、アベルを知っていますね？ だか
らあなたたちがその責任を果たすようになれば、あなた
たちが先に立つようになるのです。何の話か分かります
か？
今回新たに世界会長を立てたこの伝統組職を、食口た
ち皆が混沌とせず、ひとつになって、揺らがさずに行か
なければならないのです。分かりますか？
祝福家庭、祝福は先輩や後輩にかかわらず、祝福はそ
の位置を祝福したものです。その場所に座って留まって
いてはいけない、成長しなければならないのです。成長
するのです。
成長はまた、どんな言葉で表現されるかというと、責
任。責任を果たさなければならない。責任分担を全うす
るのです。
すべての祝福家庭や２世の祝福家庭や皆さんが、根を
どれだけ大きく、深くするのかは、氏族的メシヤの責任
を果たさなければならない。それは伝道をしなければな
らないということです。あなたたちの環境圏を広げなけ
ればならないのです。分かりますか？ ひとつの根、ひ
とつの家庭の根なら、風で揺れることもあります。しか
し、自分を中心とする氏族の根が一緒に根付くようにな
れば、強烈な津波や何が来たとしても引き抜かれること
はないのです。分かりますか？
～ 日本トップガン 2期生修了式 真のお母様み言 ～

韓国にて孝進様のMusic Festival開催！
天一国３年 天歴２月２日（2015年3月21日(土))韓国の天
福宮にて「天一国 基元節 第７回 文孝進 Music Festival」
が開催されました。
Music Festivalの趣旨と目的
1. 天一国 基元節２周年の記念と祝賀
2. 文孝進様の聖和７周期を追悼する
3. 統一家の音楽、芸術文化の発展と継承の寄与
4. 文孝進様の心情文化芸術およびマルチメディア関連事
業の重要性と業績、ヴィジョンの継承と、VISION2020摂理
への連結
まず、최형석(チェ・ヒョンソク) 準備委員会 委員長(ヨナニ
ムの弟)の挨拶から始まり、大会宣言、報告祈祷(文孝進様
の祈祷文代読)に続き、本公演が始まります。フィナーレ特
別公演として文孝進様と一緒に生活し、バンドツアーをした
文孝進様バンドのメンバーを日本とアメリカから呼び、長女
の문신여님と長男の문신흥님と共演しました。

