第03-12106-21

7月12日 礼拝のみ言
ヨルダン川を渡り約束の地へいけ
堕落した人間は再臨メシヤを通して聖酒式を受け血統
転換し祝福を受けなければなりません。これは堕落した
反対の経路です。堕落しない立場に戻ってメシヤと一つ
になることによりアダムとエバが16歳の段階で止まってい
る成長を越えていかなければならないのです。これが原
理原則であり決まりなのです。
ではなぜ最初から天国ではなかったのでしょうか？天国
は愛を学ぶところではなく、愛を持った方が生活する所な
のです。愛を学ぶ所は地上なのです。赤ちゃんであれば
無条件に愛されます。これが愛を育てる良い環境なので
す。霊界へいく為に準備する期間が地上生活であること
を忘れていないでしょうか？
神様は反対経路をクリアしなければメシヤを送ることが
出来ません。信じなくて堕落したので、信じ切ったという
条件が必要です。また信仰基台をクリアしても堕落性本
性を持っていますし、血統がちがうので、まだ完全ではあ
りません。天使長が堕落させましたのでその反対経路で
ある愛する条件、神様の仲保の立場に立ったという条
件、神様に主管を受けたという条件、善を繁殖したという
条件を立てなければ、サタンが認めないのです。メシヤを
迎えるためには必ずメシヤ王国を立てなければなりませ
ん。神様に背を向けていたならば私が願っている結果を
作ることが出来ません。
復帰原理は全部、反対経路なのです。反対であるので
サタンも納得するのです。サタンが堕落させてきましたの
で、その反対経路を行き条件を立てていくのです。カナン
に入ったか入らなかったかは神様のせいではないので
す。我々が信仰を立てたか、立てることが出来なかった
か、なのです。もし100回カナンに向かったならば100回全
部入ります。それは神の王国を立てることが絶対だからな
のです。そしてそれがなければメシヤを送ることが出来な
いからなのです。メシヤを送らなければ、堕落人間の血統
を変えることが出来ないからなのです。神様の国を作るこ
とが出来ないからなのです。イスラエルが力があるかどう
かではなく、神様が共にあるかどうかなのです。我々は神
氏族メシヤをうけてカナンへ行く道しかないのです。信仰
を持っていけば必ず神様が結果を与えて下さるのです。

天一国三年天暦6月4日（陽暦7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．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．清平2日修錬会および40 日修錬会、再開のご案内
中東呼吸器症候群（MERS: マーズ）によって一時的に中止と
なっていた2 日修錬会および40 日修錬会を陽暦8 月1 日から
始めます。インターネット予約システムでの予約は7 月20 日
以後にご利用ください。

【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．高麗建郡1300年 講演会
日時：7月19日(日) 受付14:30 講演会 15:00～
会場：埼玉会館 ２Fラウンジ
講演者：高麗文康氏 (高麗神社宮司)
参加費：1,000円(高麗神社本殿造営奉賛を含む)
6．東西埼玉・ピースロード出発式
日時：7月20日(月) 10：30～ 会場：大宮教会
7．東埼玉教区伝道三日路程
日程：7月21日（火）～23日（木）
8．第3地区徳野会長集会
日時：7月24日（金）10:00～
場所：むさしのグランドホテル
9．東埼玉教区 ２ＤＡＹセミナー
日程：７月２５日（土）～２６日（日） プラザウエスト第５セミナー室
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『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ、萬のものを治めよ』

ヨシュアを中心としたイスラエルも、ヨルダン河を渡る前
に、三日路程を立てたのちイエスと聖霊の象徴的な実
体である契約の箱が、彼らをヨルダン河まで導いた。
契約の箱がヨルダン河の水際に浸ると同時に、ヨルダン
の流れが分かれて、イスラエルの民は、陸地のように河
を渡った。イスラエルの民は、ヨルダン河から上がって来
て、ギルガルに宿営して、ヨルダン河から取ってきた十
二の石をそこに立てた。
このとき、ヨシュアは『このようにされたのは、地のすべて
の民に、主の手に力のあることを知らせ、あなたがたの
神、主をつねに恐れさせるためである』と言った。
ギルガルに宿営したイスラエルの民は、その年の正月
十四日の過越の祭を守ってのち、固く閉ざされていたエ
リコの城壁に向かって進軍した。イスラエル全体が行列
となって神が命じられたとおり、一日に一度ずつ六日
間、城を回って、サタンの侵入を受けた六日間の創造
期間を蕩減復帰したのち、七日目にヨシュアがイスラエ
ルの民に向かって、『呼ばわりなさい。主はこの町をあな
たがたに賜わった』と号令すると、民はみなこれに応じ
て、一斉に大声をあげて呼ばわったので、その城が、た
ちまちにして崩れてしまった。このようにヨシュアはベテ
ホロンの戦いにおける19王と、メロムの激戦における12
王を合わせて、31王を滅ぼした。
このように、第三次の民族的カナン復帰路程の「実体基
台」がつくられ、その結果として「メシヤのための民族的
な基台」が造成されるようになった。

聖和3周年式典、ユニバーサル・ピース合唱団に参加
しませんか？！
世界平和統一家庭連合世界本部は、きたる８月３０日、真
のお父様聖和式３周年記念式典での奉献歌を捧げるユニ
バーサル・ピース・クワィア（天宙平和聖歌隊）の募集を開
始しました。募集対象は世界中の食口。真の父母様に愛と
感謝を捧げたい方で歌が好きなら誰でも参加可能とのこと
で、実際に式典場まで来れなくても、自宅から参加できると
いうバーチュアル合唱団です。
ユニバーサル・ピース・クワィアのホームページによると、世
にバーチュアル合唱団を知らしめた作曲家エリック・ウィタ
カーのアイディアに基づき、各個人が自らの合唱動画を投
稿し、それらをミクシングして、合唱団を構成するというもの
です。
今回のために編曲された奉献歌は、真のお父様が愛され
た曲を綴ったメドレーになっており、日本人に親しみのある
「赤とんぼ」も含まれています。
世界中の真のお父様を慕う人たちが一つの声で精誠の供
物を捧げることに関心のある方は是非とも参加され、友達に
も知らせましょう。
ユニバーサル・ピース・クアィアのホームページはこちらでご
覧になられることができます。

