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5月31日 礼拝のみ言

週

真のお父様1000日記念礼拝

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

（ニューヨーク マンハッタンセンター）

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

私達祝福家庭は各自は勿論のこと、氏族、民族、国家
を通し責任を果たさなければなりません。特に、このアメリ
カは神様により、真の父母様により2千年前のローマ帝国
のようなパワーを持った国として天が立てて下さいました。
しかし、どうなりましたか？様々な面で滞っています。昔の
ローマは、ローマの道は世界に通ずると言われ、イギリス
は大英帝国は太陽の沈まない国と言われましたが、この
アメリカの行く道には方向がありません。それを知らなけ
ればなりません。
祝福家庭の皆さん！皆さんは真の父母から離れてはい
けません。今後アメリカが世界の中で責任を果たす国とし
て立つためには神様の祖国、大韓民国を完全なる一つ
の国として立てるみ旨に先頭となって歩む責任を果たさ
なければなりません。神様が願われ人類が願う一つの世
界、一つの世界を成すためには中心がなければなりませ
ん。中心に真の父母をお迎えし一つとなる方法へと努力
するのがアメリカの責任です。
今回私はウィーンの国連へ行っても堂々と話しました。国
連が70年間世界平和のため努力して来て、またたくさん
のことを成してきましたが、結果的に今は崖っぷちに追い
やられています。神様を真の主人として立てる真実を明
かす国連にならなければならないと語りました。そうするこ
とにより、絡み合う糸のような人類世界に中心が立ち、中
心の方向へと戻ることにより全てを解くことができるので
す。一つの世界になることができるのです。そこで責任を
果たす皆さん祝福家庭となるためには、真の父母を知ら
ない隣人と国と世界人がいても良いでしょうか？
真の父母と同時代圏で人生を歩み世界平和のため神様
を中心とした人類一家庭を成すため氏族メシヤの責任を
果たさなければなりません。
今やお父様が聖和されてから1000日になりますが、70億
人類は孤児です。孤児に父母を知らせるのが何か問題
になりますか？希望です。
皆さんの行動と責任如何により、希望をどれほど大きく広
げるかによって、永遠なる世界での皆さんの位置が定まる
のです。このキリスト教文化圏を一日でも早く解放してあ
げなければなりません。可哀想ではないですか。2千年の
間苦労してきたのに、結果的は粃にしかなれなかったで
しょう？真実を知らせなければなりません。この真実のみ
が、真の父母のみが彼等にとって希望であり未来の栄光
なる位置、祝福の位置につながる道であることを悟ってく
れればと思います。アメリカもこれからの50年を新しく出発
するという深刻な覚悟で、昨日とは違う今日、明日の跳躍
的で飛躍的な人生を歩むと同意する人々は拍手で歓迎
して下さい。

天一国三年天暦4月21日（陽暦6月7日）

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．天宙聖和式3 周年までの93 日特別精誠
精誠期間：2015年5月30日～8月30日
精誠内容：
1) 真の父母様と真のご家庭の安寧のために
2) 天の父母様と真の父母様の孝と伝統、真の愛を相続するため
3) ビジョン 2020 の実体天一国創建のため
4)
5) 神氏族メシヤ使命完遂のため
※陽.8 月30 日まで3 人伝道、1 家庭祝福（祝福感謝献金献納）
4．嫁さん弁当の日
日時：６月１０日（水）

報

【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！

5．第13回 清心会 のつどい
日時：6月12日（金） 10:30～
場所：ベルヴィ武蔵野 ３Ｆ ニューヨークギャラリー
6．真のお父様聖和３周年行事案内
8 月28 日 大役事参加者渡韓と清平修錬会受付
8 月29 日 聖和記念式参加者渡韓
8 月30 日 真のお父様聖和３周年記念式参加
※一部の早く帰国される方も対応する予定です。
8 月31 日 世界会議（本部関係者、地区長）
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今日、お父様の聖和1000日特別精誠礼拝を行い、天の父
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母様はもちろんのこと真のお父様もこの瞬間をどれほど待た
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れ、準備されたか考えてみましたか？そうです、今まで蕩減
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復帰摂理歴史を続けてこられた天の父母様は孤独でした。
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真の父母様によって祝福を受けた皆様は摂理を知っていま
すか、知りませんか？皆様の先祖たちを解怨祝福して善霊に
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様、真のお父様の民が増えなければならないという話です。
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地上にいる皆様が責任を果たすことで、お父様が全世界的に
摂理歴史をさらに活発に進めていけるようになるという事なの
です。み旨を知らず、真の父母様を知らない70億の人類がい
ます。彼らにも人生の道、希望の道を開いてあげなければな
りません。天の摂理は必ず勝利されます。ですから、全世界
の祝福家庭はこれから摂理歴史の本流に乗り堂々と世界に
出て行かなければなりません。また、このアメリカが摂理の前
で長子国家としての責任を果たすとき、人類が願い、神様が
念願される一つの世界、人類一家族が必ず創られるのです。
その日を早めようとする皆様になることを全員で決意致します
か？

－ 真のお父様1000日記念礼拝（ピースパレス）－
『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ、萬のものを治めよ』

ラスベガス祝勝会レポート
国際平和教育センターにて勝利記念式典が催された。地
元のUCメンバーをはじめ、全国からゲストが集まり、再び真
のお母様の愛につつまれた。真のお父様1000日記念式典
を終えたばかりの参加者たちは活気に満ちていた。参加者
たちは聖歌を賛美し、真のお母様の到着を待ち、美しい花
束で真のお母様をお迎えした。真のお母様到着後、テレ
サ・フェレットさんが、社会における真のご父母様の偉大な
る価値と必要性という心温まるメッセージを読み上げた。そ
の後はエンタ－テイメント和同会が始まり、それぞれのグ
ループが練習したものを披露した。GPA参加者たちは「リパ
ブリック讃歌」という曲に合わせた踊りを元気よく披露した。
ラスベガスCARPのメンバーは「Stand By Me」を披露する前
に、韓国語で自己紹介をして、真のお母様を喜ばせた。日
本の宣教師たちが人気マンガのテーマ曲に合わせて踊り
を披露すると、真のお母様は、くすくすと笑っておられた。
真のお母様はマイクを手に取り、この数日間たくさん話をし
たので、もっと歌を聞きたいとおっしゃった。韓国のリーダー
たちがアメリカのために2曲披露した後に日本のリーダーた
ちをステージに呼ばれた。多くの愛と心情で会場全体がつ
つみこまれた。それに続き、アメリカのリーダーたちが真の
お母様が笑顔で見つめる中で「Generation of righteousness」と「God Bless America」という曲を披露した。その後、
真のご子女様とお孫様を中心に、全体で「カントリーロード」
と「トップ・オブ・ザ・ワールド」を歌った。

