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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8月11日（陽暦9月11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.伝道三日路程
期間：9月13日（火）～15日（木）
3.嫁さん弁当
日時：9月14日（水）
4.ハートフルセミナー
日時：9月15日（木）10:30
場所：プラザウエスト 第5セミナー室
5.16日の金曜祈祷会の場所のお知らせ
日時：9月16日（金）21：00
場所：浦和南家庭教会になります。
6.早朝祈祷会のお知らせ
日時：9月21日（水）5：00
場所：大宮家庭教会
7.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
8.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
9.多文化交流フェスティバルin Tokyo 2016
日時：2016年9月22日 (祝)
ロビー 12時開場 エキシビション（各団体の活動展示）
ホール 13時開演 17時半 終了予定
場所：四谷区民ホール (新宿御苑駅より徒歩5分)
途中の入退場はご自由にできます。
企画内容：各国の歌、ダンス、舞踊、大道芸などのエンター
テイメント、来賓、大使のスピーチ、多文化共生に
向けてのパネルディスカッションなど
参加費：前売券300円 当日券500円 (小学生以下は無料)

【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！

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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ハンナは祈りました。「ああ、うれしゅうございます、神様。こ
んなにも祝福していただいて。私は敵にはっきり答えてやれ
ます。神様が悩みを取り去ってくださいましたから。喜びで
いっぱいです。神様ほど聖なる方はありません。あなた様の
ほかに神はないのです。私たちの神様ほどの大岩はありま
せん。ゆめゆめ思い上がった、横柄な態度は禁物です。神
様は何もかもご存じで、すべての行為をおさばきになるので
す。力を誇った者が弱くなり、弱かった者が今や強くなって
います。満ち足りていた者が今は飢え、飢えていた者が満
ち足りています。不妊の女が今は七人の子持ちとなり、多産
の女がもう子供は産めません。神様は殺し、神様はいのち
をお与えになります。ある人々を貧しくし、また、ある人々を
裕福になさいます。ある者を倒し、また、ある者を立ち上がら
せてくださいます。貧しい者をちりの中から、そうです、灰の
山から引き上げ、まるで王族のように取り扱い、栄光の座に
つかせてくださいます。この世はすべて神様のものなのです
から。この世界を秩序立てたのは神様です。神様は信仰者
を守ってくださいます。しかし、悪者は暗やみに葬り去られ
ます。だれも自力でははい上がれません。神様に手向かう
者は打ちのめされます。天からその人めがけて雷鳴がとどろ
くのです。神様は地上をくまなくさばき、ご自分が特別に選
んだ王にずば抜けた力を授け、油注がれた者にすばらしい
栄誉をお与えになるのです。

会
※起立して進行します

『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ、萬のものを治めよ』

サムエル記上 2

東京都渋谷区の松濤本部礼拝堂において9月8日、「神氏
族メシヤ特別公認家庭教会認定式」が行われ、本部職員
や教会員ら多くが参加しました。今回の認定式は本部が特
別に認定した「小山田 家庭教会」（12双）、「古田 家庭教
会」（777双）、「周藤 家庭教会」（12双）の3家庭に対するも
ので、徳野英治会長から認定証が授与されました。認定式
は矢野治佳・伝道教育局長の司会で進行、阿部美樹・家
庭教育局長の代表報告祈祷に続いて徳野会長がメッセー
ジを述べました。
徳野会長は、今後多くの公認家庭教会が認定されていく
が、「『特別』と付くのは本日認定される3家庭だけである」と
説明、「今日認定される3家庭がスタンダードになって、私た
ちを引っ張って頂き、私たちも3家庭に続く出発をしていく」
ことが重要だと訴え、「今日はそのための結団式です」と述
べました。
その上で、「真の父母様の直接の愛を受け薫陶を受けてこ
られた3家庭として、真の父母との因縁や思い出の永遠の
語り部であって頂きたい」と期待を寄せました。
認定式に続いて各家庭からの挨拶があり、小山田秀生先
生は、自らが活動してきた証をしながら「神氏族メシヤ活動
は福の玉手箱。ここにすべてがあり、行えば行うほど希望が
ある」と強調しました。古田恭子先生は「神氏族メシヤ活動
の勝利とは、一族の中に、恨み・悲しみ・いかりがなくなるこ
と」との言葉を紹介。周藤健先生は日本・アメリカでの伝道
活動の証をし、真のお父様から「自分の血統圏にサタンの
血筋を残すな」との言葉を掛けられたことを紹介しました。

