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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25日（陽暦9月25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.早朝祈祷会のお知らせ
日時：9月30日（金）5：00
場所：大宮家庭教会

【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！

3.第3地区 中和文化祭地区大会 （原理チャート、スピーチ）
日時：2016年10月1日 (土)
開場17:00 開会17:30
場所：市民プラザ
4.第3地区 清平独り占めツアー
期間：10/4（火）～6（木）
清平の修練会費等締め切りは9/26です。
5.第4回 東西埼玉ファミリー大運動会
期間：10月9日（日）9:30から
場所：秋ヶ瀬公園三ツ池グラウンド
6.東埼玉教区・秋季大役事ツアー
期間：10/22（土）～24（月）
22日-大役事受付
23日-先祖解怨式、先祖祝福式、BBQ&ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ
24日-ナミソム観光
対象：全食口
7.東埼玉教区・本郷苑ツアー
期間：11/18（金）～20（日）
18日-仁寺洞散策
19日-東大門歴史文化公園観光、本郷苑参拝・天正宮
20日-霊肉界祝福式、先祖解怨式、北村韓屋マウル観光
対象：忠孝家

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/
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『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ、萬のものを治めよ』

すると、天幕の入口に大きな雲が現われ、その中から
神様の声がしました。 「モーセよ、おまえは死に、先祖
の仲間に加えられる。 そのあとこの国民は、約束の国で
外国の神々を拝むようになる。 わたしのことなどすっかり
忘れ、平気で契約を破るだろう。 そうなれば、黙ってい
るわけにはいかない。 容赦なく彼らを見捨て、顔をそむ
けてやろう。 次々と恐ろしい目に会い、もうだめだという
時、ようやく彼らは気がつき、『神様はもう私たちの味方
じゃないのだ』と言うだろうが、手遅れだ。 あれほど禁じ
たのに外国の神々を拝む者には、わたしもきっぱり背を
向けるだけだ。 その警告のために、次の歌を書き記し
なさい。 先祖に約束した『乳と蜜の流れる』国で、何も
かもうまくいき、ぜいたくに慣れてくると、彼らはわたしを
ばかにし、平気で契約を破り、外国の神々を拝むように
なるからだ。 そしてついに、大きな災いがみまうのだ。
その時、代々歌い続けられたこの歌を聞き、どうしてそん
なことが起こったか思い知るだろう。 この国民がどんな
国民か、約束の国に入る前から、わたしはちゃんと知っ
ている。」 その日モーセは、歌を書き記し、イスラエル
の国民に教えました。 それからヌンの息子ヨシュアに、
強く、勇敢な者となれと命じました。 「神様の約束の国
へイスラエルの国民を導き入れなさい。 神様は『わたし
がついている』と言われたではないか。」

神命記 31:15-23

家庭連合創設57周年記念晩餐会を開催
9月22日、世界平和統一家庭連合の創設57周年を記念する晩
餐会が都内のホテルで盛大に開催され、先輩家庭をはじめ、
平和大使、本部関係者、統一運動諸団体のリーダー、首都圏
の牧会者・婦人代表などおよそ600人が集まりました。
司会の矢野治佳伝道教育局長の開会宣言で始まった晩餐会
は、天一国の歌斉唱、家庭盟誓のあと、田中富広副会長が報
告祈祷。
続く映像上映では、文鮮明師の遺志を引き継いで過去4年
間、「天の父母様（神様）の夢」実現のため先頭に立って全世
界の教会員・祝福家庭を導いてこられた韓鶴子総裁の歩みを
振り返りました。
次に徳野英治会長が主催者挨拶を行い、「今日の世界は、家
庭崩壊や青少年の淪落、テロリズム、地球環境問題など多くの
難問に直面しています。しかし、それらを解決して余りある真理
を持っているのが、私たち家庭連合なのです」と強調しまし
た。
祝歌に続いて、宋龍天・全国祝福家庭総連合会総会長が基
調講演を行いました。
その中で宋総会長は、「家庭連合時代が開かれた今、日本家
庭連合は、統一教会当時の文化に戻るのか、新たな『孝情文
化』を創建しながら組織革新を成していくのかの重大な岐路に
立っています」と説明。その上で、「死なねばならないのなら、
死にます」と叫び命がけの精神でユダヤ民族を救ったペルシ
ア王妃・エステルの信仰に触れながら、「家庭連合の摂理的な
意味を守り完成させるにあたって、『死なねばならないのなら、
死にます』という心情で進んで行けば、天は必ず私たちを勝利
の道に導いて下さるでしょう」と訴えました。
エンターテインメントでは、千葉鮮鶴合唱団の子供たちが、愛
らしい振り付けとともに聖らかな歌声を披露。またフルートと
サックスの叙情あふれる演奏に続いて、韓国人リーダーが韓
国の歌謡曲「愛の花」を力強く歌い上げ、会場を盛り上げまし
た。
晩餐会は、代表者3人が決意表明をした後、五十嵐政彦第3
地区長のリードで億万歳四唱を行い、閉会しました。

