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神氏族メシヤ勝利と救国救世基盤造成の為の
第六次40 日特別精誠路程について
真の父母様は天一国四大聖物の下賜という恩賜を下さり、
名実ともにビジョン2020 の後半3 年半路程が出発しました。
この後半3 年半の期間を通して伝道、環境創造、人材育成
を土台としたビジョン2020 勝利に向けた救国救世の基盤造
成がなされていきます。真のお母様は，「一度私が決心して
皆さんに話したことは必ず成し遂げます。問題は皆さんで
す。分かりますか？そういう意味で私は、私がこの地上にい
る限り、皆さんに積極的に協力します。皆さんも同じです。私
がこの地上にいる間に勝利しなければなりません。真の孝
子・孝女・忠臣にならなければならず、今こそ祝福を受ける
時です。皆さんの祝福です。皆さんが祝福を享受して、勝利
するかどうかは皆さんにかかっています」と語られながら、祝
福家庭が一つになってVISION2020 後半3 年半路程を新し
く決意し、出発することを願っておられます。縦的6000 年を
横的に7 年間で蕩減復帰するのが7 年路程です。天一国時
代の出発とともにビジョン2020 までの7 年路程を通して、天
の創造目的をこの地上に成していきましょう。この完成期の
道は、私たち自らの霊人体を成長させ、夫婦一体、父子一
体の道を歩まなければなりません。私の家庭から家庭天一
国を成し、地域天一国、縦的天一国に発展させていきましょ
う。このような努力が神氏族メシヤ勝利を通した救国救世基
盤の造成に連結されるのです。私たちすべてはこのような目
標を成すために、絶対精誠の基準を一段階、二段階も引き
上げて、天に届く精誠の基準を立てていきましょう。第六次
40 日特別精誠を通して日本の全食口が真の父母様と一つ
になり、母の国としての責任を完遂していきましょう！
世界平和統一家庭連合 会長：徳野 英治

第六次：8 月20 日（土）～9 月28 日（水）までの40 日間
①
②天一国三大経典訓読の生活
③救国救世のビジョンと思想の講義案学習
④
⑤2 世および青年祝福対象者1 名、既成・独身祝福対象
者2 家庭の伝道（年間）
⑥家庭集会及び地域集会・地域貢献活動の活性化
⑦世界貢献使命完遂

天一国四年天暦7月26日（陽暦8月28日）

報

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.
日時：8月31日（水）11:00
場所：浦和家庭教会 礼拝堂

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！

3.東埼玉教区9月度出発式
日時：9月6日（火）10:30
場所：浦和家庭教会 礼拝堂
4.東埼玉教区２ＤＡＹセミナー
日時：9月８日（木）～９月９日（金）
場所：プラザウエスト
5．東埼玉教区 わくわくびっくりツアー
期間：9月9日（金）～11日（日）
募集：40名
【わくわくツアー特典】
・親和館Ｂ館にてゆったり宿泊
・親和館B館で食事、役事は親和館5階で行いますので便利
・天正宮巡礼
・空港⇔親和館B館まで送迎いたします。
6.さいたま郷土大学
日時：平成２8年9月11日（日）
会場：鈴谷公民館大会議室さいたま市中央区鈴谷７丁目５−１１
受付：１８：１５ 開会：１８：３０ 閉会：２０：００
会費：５００円
主催：世界平和連合埼玉県連合会
共催：埼玉平和大使協議会
7.ブリッジコリア定期セミナー
日時：2016 年9月11日（日）PM２：３０～PM５：００ 開場PM２：００
参加費 ５００円
FPU会員 学生 高校生以下 無料
場所 武蔵浦和コミュニティーセンター ８階第７、８集会室
主催 FPU（玉井）080-3154-6152
後援 平和大使協議会
協力 オペラ喫茶

教区長 ： 鄭 日權 牧師
さいたま市南区南浦和1丁目23-12
Tel：048-886-8774／Fax：048-886-8797
E-mail: uc.urawa@gmail.com
HP:http://ucurawa.net/

説教者 ： 鄭 日權教区長
司会者 ：
伴奏者 ：
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『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ、萬のものを治めよ』

三十六人が攻撃中に殺された上、大ぜいがアイの住民に
石切り場まで追われ、次々に倒れました。 イスラエル軍は、
この敗北ですっかりおびえてしまいました。 ヨシュアと長老
たちは心を痛め、衣服を裂き、頭にちりをかぶって、夕方ま
で神の箱の前にひれ伏しました。ヨシュアは神様に叫びまし
た。 「ああ神様。 エモリ人の手によって私たちを滅ぼすお
つもりなら、どうして、ヨルダン川を渡らせてくださったのです
か。 どうして、すでに得ていたもので、満足させてくださらな
かったのですか。 こんなことになるくらいなら、ヨルダン川の
東側にとどまっていればよかったのです。 ああ神様。敵に
背を見せてしまった今となっては、どうすることもできませ
ん。カナン人や近隣の民族がこれを聞けば、攻めて来るに
決まっています。 もはや全滅です。 そうなれば、神様の大
いなる御名の栄誉はどうなるのでしょう。」
しかし、神様はお答えになりました。 「顔を上げて、立て。イ
スラエルは罪を犯したのだ。 わたしの命令に背いて、取っ
てはならないと命じた戦利品を盗んだのだ。 盗んだだけで
はない。 偽って、自分の持ち物の中に隠しているのだ。だ
から、おまえたちは敗れた。 これで、敗北の原因がわかった
ろう。 今では、イスラエルのほうが滅ぼされる運命にある。
その罪が完全に取り除かれなければ、もう、おまえとは共に
歩まない。立て。 みなにこう告げよ。 『各自、あすに備えて、
きよめの儀式を行なえ。 イスラエルの神様である主がこう言
われるからだ。だれかが神様のものを盗んだ。 この罪を処
分するまで、敵を破ることはできない。

ヨシュア記 7:5-13

「世界平和統一家庭連合」出帆1周年記念式
8月26日、世界平和統一家庭連合出帆1周年を記念する集
会が東京・渋谷の松濤本部礼拝堂で行われ、本部職員や
統一運動諸団体の関係者が多数集まりました。この日を期
して教会の看板等での旧名称の併記を終え、名実ともに家
庭連合として出発することを祝賀するとともに、VISION2020
の勝利と天一国安着に向けて“総進軍”していくことを改め
て決意する時間となりました。
集会では、徳野英治会長が、韓国・清平でこの度行われた
文鮮明師聖和4周年記念聖和祝祭に向けて韓鶴子総裁が
並々ならぬ決意で臨まれたことを強調。「（韓総裁の）心情と
決意にどれだけ相対できるのかが重要です。2020年までの
残り3年半、天の父母様（神様）の夢、真の父母様（文鮮明
師・韓鶴子総裁ご夫妻）の夢を実現するため、きょうから再
出発しましょう」と呼び掛けました。
また、宋龍天・全国祝福家庭総連合会総会長はメッセージ
の中で、名称変更1周年は歴史的・摂理的な機会であると
指摘した上で、「心情文化革命、“孝情”文化革命を起こす
時を迎えました。今までの責任分担を果たすという意識を
転換し、創造性を持つ“主人”であるという意識を持って、天
が与えた創造性を100％発揮していきましょう」と語りました。
最後に宋総会長は、「家庭連合の文化を定着させるには、
まず私自身の革新から始めなければなりません。新しい文
化を実体的に定着させていくのは私たちなのです。過去の
自分中心の習慣や意識を捨て去っていくなら、天が共にあ
るでしょう」と述べました。

