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4月12日 礼拝のみ言
春の信仰
種まきをする農夫は秋の収穫を考えます。豊作を考え
て種を蒔く農夫は期待を持っていますが、期待することが
ない農夫がいるとすれば、種まきそのものが適当になって
しまいます。種まきの段階で何を考えているかによってそ
の結果が変わってしまうのです。
チリで起きた炭鉱の事故がありました。多くの方は生存
は難しいと思いました。しかし17日後に生存が確認できま
したが、一番大事なことは閉じ込められた33人が必ず助
けが来ると信じていたことです。信じるということは命に通
じるのです。 2011年の震災の時もそうでした。ある壮年
は地震の時に海上にいました。大きな津波が来た時に直
感的にその津波に向かっていこうと決心しました。その船
には統一旗が掲げてあります。真の父母様を信じ、必ず
助かると津波に向かっていったのです。このような話をす
る中で、思い出すことがあるのです。世界平和女性連合
の大会が4月10日にありましたが、大会の後、乗っていた
バスが絶壁の崖から落ちそうになる事故が起きました。そ
の一瞬、これは事故だと思いました。またそれと同時に大
丈夫という思いが湧きおこりました。大会後でしたので、
御父母様がプリントされた大会のパンフレットを手に持っ
ていたからです。このように信じるということは大きな事な
のです。
総会長は次の内容に力を入れられています。①実質的
な成長をなすこと。②2世、青年の成長。③もっと元気な
青年教会に変えていく事。④幸せな教会になって行く
事。⑤国家と世界に愛される教会に…
私たちは何を信じてここに来ているのでしょうか？真の
父母様が救世主であることを信じてここにいるわけです。
自分を救って下さる救世主です。祝福を通して原罪が清
算され天の父母様の息子娘になったことを信じている私
たちです。天の父母様が救援の中心に立てて下さったと
いう事を信じている私たちです。信じるか不信するかに
よって何年後か先の自分の人生が変わるはずです。希望
に変えようとしている統一教会を共に信じて共に同参して
いきたいと思います。信じる事、そこには信用が生まれて
くるのです。天の父母様が私を信じてここに呼んでくださ
いました。私たちも信じる事によって救われ、信じる事に
よって勝利する皆様に成る事願うのです。

天一国三年天暦3月1日（陽暦4月19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。
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）、
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．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 むさしのグランドホテル
5．与那嶺先生家系図講演会
期日：４月２２日（水）10:30 場所：プラザウエスト 視聴覚室
6．健康講演会
期日：４月２３日（木）10:30 浦和教会 講師：相馬章彦先生
7．家系図セミナー
期日：４月２４日（木）10:30 浦和教会
8．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
9．東埼玉教区 つつじ祭ツアー
日時：5月9日（土）～5月11日（月） ツアー費：55,000円

天一国の歌
1. スリョハﾝ コｯポﾝオリ サラﾝエ チャﾝミ
ヒマﾝ エ セソシギ マﾝバﾙハドダ
※オデヤﾝ ユｸデヂュワ チョﾝヂュッカヂド
オﾝマﾝセ テピョﾝソﾝデ キリ ピﾝネ セ
チャユ チョニﾙグｸ
2. スﾝゴハﾝ ハヌﾙピｯカﾙ スﾝギﾖレ ベｯ カﾌﾟ
ソﾝハゴ ピﾝナﾝチョﾝシﾝ イオカドダ
※(繰り返し) ピョﾝファ チョニﾙ グｸ
3. スﾝヂョﾝエ キップ ミｯタ チョﾝニョﾝ ハﾝナレ
ヨﾝセﾝエ イサﾝヒャﾝウﾙ ナタネドダ
※(繰り返し) トﾝイﾙ チョニﾙグｸ
4. サケヂョﾙ フィナﾙリヌﾝ チﾖニﾙグｸ キｯパﾙ
チョﾝヂイﾝ チャﾑプモニﾑ ソマﾝハドダ
※(繰り返し) ヘﾝボｸ チョニﾙ グｸ

【年頭標語】

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！

浦和教会
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さいたま市南区南浦和1丁目23-12
Tel：048-886-8774／Fax：048-886-8797
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「チャム・プ・モ」（真の父母）というその名前、三文字を思う
時、真の父母により歴史が治められ、真の父母により新しい世
界に移っていくことができる起源が生まれ、真の父母によりサ
タンを屈服させることのできる内的な因縁が決定され、真の父
母により外的な世界を占領しているサタンを征服し、初めて
神様を解怨成就してさしあげられる中心が決定されるので
す。それゆえ、真の父母と共に生き、真の父母の命令を奉じ
て行動できる、この驚くべき恩賜に、皆さんがまず感謝しなけ
ればなりません。
私たちは、「父母の日」を迎える中で、喜びを感じることがで
き、喜びを感じる場で再び生まれることができる基準をもたな
ければならないのです。また「父母の日」は、子女が生まれる
日を天と地の前に公布する日でもあります。
私たちは「父母の日」を立てましたが、この「父母の日」が、今
日、統一教会だけの「父母の日」となってはいけません。世界
万民が迎えることのできる「父母の日」にならなければなりませ
ん。この日は、統一教会の垣根の中の少数の群れだけが祝う
ことができる日ではなく、万民が祝うことができる日です。全歴
史にわたって永遠にほめたたえることができる日です。未来
の万民たちがこの日を、誇りの日、喜びの日、栄光の日とし
て、永遠に記念し、ほめたたえることができる日です。
皆さんが「父母の日」を迎えるたびに思わなければならないこ
ととは何でしょうか。私たちが「父母の日」を迎えるのは、御父
母様が訪ねていく家庭をつくるためなのです。また、「父母の
日」とか、記念する日を祝うのは、その家庭の、輝ける愛と理
想を高めるためだと考えなければなりません。皆さんが成婚
式を挙げたなら、成婚式を挙げたその日が皆さんの氏族を中
心とした「父母の日」になるのです。

「真の父母の日」の意義
本来アダムとエバが堕落せずに個性完成して結婚し、真
の父母の立場を全うしていたならば，彼らは神の有形実体
対象となり、霊肉両界の主管主となるはずでした。そして、
神と同じ立場に立って神の心情と完全に一つになり、天宙
の中心存在となることができ、ここに「父母の日」が決定され
たはずでした． ところが、アダムとエバの堕落によってこれ
らの創造理想のすべてが失われたので、人類の真の父母
の位置を復帰するために文先生は第二次大戦終了時より
路程を出発されました。すなわち韓国においてアベル的キ
リスト教を代表する二人の牧師が文先生と一体化していた
ならば、国家的基盤の上に立って世界に向かって出発する
はずでした。しかし、二人の牧師が使命を果たさなかったた
め、すべての歴史的、世界的基台が失われ、キリスト教もサ
タンに所有される立場に陥ってしまい、神のみ旨を妨害す
る立場に立つようになってしまいました。その蕩減のゆえに
文先生の十字架の道が出発し、北韓での興南にあった「徳
里特別労務者収容所」での苦役中、何度も十字架の限界
を乗り越えて南に帰って来られましたが、さらに韓国におい
ても投獄されてしまったのです。すなわち、サタンの公認を
勝ち取るためには、幾多の迫害と攻撃を乗り越えなければ
ならず、そのようにして失われた歴史を蕩減復帰した勝利
の土台の上に、1960 年陰暦３月１日、青坡洞の本部教会
（当時）で韓鶴子夫人と約婚式を挙行されましたが、その翌
年からこの日を「父母の日」と決められたのです。すなわ
ち、第三アダムとして来られた「真の父」が、新婦としての
「真の母」を復帰して、人類の真の父母となる基準が満たさ
れたということであり、聖書の中で「子羊の婚姻」（ヨハネ黙
示録19・７）が行われると預言された内容の成就でありまし
た。なお、1994 年の「父母の日」から「真の父母の日」と改
められ、「神の日」「万物の日」「子女の日」も同様に「真の」
をつけることになりました。

