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■真の父母様を中心とした「冷戦終結」秘史：
MBCNET「冷戦終結ロードを行く」日本語版のお知らせ
韓国で昨年12 月に放映されたMBCNET スペシャル「冷戦終結
ロードを行く」の日本語版が完成しましたので、お知らせします。
今回の番組は、真の父母様が世界各地で繰り広げられた冷戦終
結運動の全貌を、それに直接関わった人々の証言を通して浮き
彫りにしています。旧共産圏における地下宣教活動をはじめ、日
本や南北米での勝共運動、メディアを通じた情報戦略、真の父
母様とゴルバチョフ大統領・金日成主席との会談……。今回の番
組を通じて、真の父母様の業績と足跡を再確認する良い機会に
して頂けたらと思います。ゲストや親族への啓蒙教材としても最適
ですので、積極的に活用してください。映像はYouTube にアップ
されています

https://youtu.be/o7vOoabFmZI
■「2017 天地人真の父母様ご聖誕記念および基元節4 周年
記念清平特別大役事」日程案内
天の父母様と天地人真の父母様の祝福が共にありますようお祈
り申し上げます．天宙清平修錬苑では、天地人真の父母様の御
聖誕を祝賀し記念する「2017 天地人真の父母様ご聖誕記念およ
び基元節4 周年記念清平特別大役事」(以下：御聖誕大役事)
を、真のお母様の大きな関心の中で、陽暦2017 年2 月1 日から3
日(天暦1.5〜7）まで開催しますのでお知らせいたします。
御聖誕大役事には、「天地人真の父母様御聖誕記念式典（清心
平和ワールドセンター）」を始め，絶対善霊が総動員される特別
霊分立、所願成就祈祷会、先祖解怨式、先祖祝福式、天正宮博
物館巡礼等の恩恵が準備されています。また今後、更に恩恵あ
るプログラムを追加する予定です。多くの食口の皆様が参加さ
れ、大きな恩恵を受けてくださいますようお願い申し上げます。
---記--1． 期間：天一国5 年 天暦1 月5 日(水)出発祈祷会～1 月7 日
(金)感謝祈祷会まで
【2017 年2 月1 日(水)6 時30 分出発祈祷会～
2 月3 日(金)19 時30 分感謝祈祷会まで】
2．参加対象：参加を希望するすべての食口および祝福家庭
3．主要日程案：
出発祈祷会、天地人真の父母様御聖誕記念式典、
特別講演、所願成就祈祷会、特別祈祷室祈祷会、
先祖解怨式、先祖祝福式、天正宮博物館巡礼、
感謝祈祷会、役事(毎日3 回)、等

天一国四年天暦12月11日（陽暦1月8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

■お誕生日を迎えた食口の皆様、おめでとうございます。
■心情文化発表会
日時：2017年1月8日（日） 14:30開演
■東埼玉教区1月度出発式
日時：1月10日（火） 10：30～
場所：浦和家庭教会
■嫁さん弁当の日
日時：1月11日（水）
■第10回 天一国フェスティバル
～天地人真の父母様御聖誕祭～
日時：2017年1月22日（日）開場10:30 開演11:00
場所：パストラル加須
講演：柴沼邦彦巡回師
■第3地区 孝情ツアー
日時：2017年1月10日（火）～12日（木）
予定人数：40名
（募集終わりました）
■御聖誕日記念 大役事ツアー
日時：2017年2月1日（水）～4日（土）
予定人数：40名
金額：68,000円
定員に満たないため再募集しています。
参加される方は早目に報告お願いいたします。

【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！

清平修練会案内
■清平1泊2日修練会（帰国は翌日になります）
1月 7-8 13-14 21-22
2月 1-3 10-11 18-19 24-25 (1-3は御聖誕記念大役事)
3月 4-5 10-11 19-20 24-25
（太字は先祖祝福式）
■霊肉界家庭出発修練会
1/7-8 1/13-14
■霊肉界マッチング修練会
3/10-11 3/24-25

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』

ダビデは王の特別補佐官として、いつも任務を完全に果
たしました。 それでとうとう、軍の指揮官に任命されたので
す。 この人事は、軍部からも一般からも、大いに喜ばれま
した。 ところで、ダビデがゴリヤテを倒したあと、勝ち誇った
イスラエル軍が意気揚々と引き揚げて来た時、ちょっとした
ことが起こったのです。 あらゆる町々から沿道にくり出した
女たちが、サウル王を歓迎し、タンバリンやシンバルを鳴ら
して、歌いながら喜び踊りました。 ところが、女たちが歌っ
たのはこんな歌でした。「サウルは千人を殺し、ダビデは一
万人を殺した！」これを聞いて、王が腹を立てないはずは
ありません。 「何だと。ダビデは一万人で、このわしは千人
ぽっちなのか。 まさか、あいつを王にまつり上げる気じゃな
かろうな。」この時から、王の目は、ねたみを帯びてダビデ
に注がれるようになりました。事実、翌日から、神様に遣わ
された悩みの霊がサウル王に襲いかかりました。 すると、ま
るで狂人のようにわめき始めたのです。 そんな王の心を静
めようと、ダビデはいつものとおり竪琴をかなでました。 とこ
ろが王は、もてあそんでいた槍を、いきなり、ダビデめがけ
て投げつけたではありませんか。 ダビデを壁に突き刺そう
というのです。 しかし、さっと身をかわしたダビデは、危うく
難を逃れました。 一度ならず二度も、そんなことがあったの
です。 それほど王はダビデを恐れ、激しい嫉妬にかられて
いました。これもみな、神様がサウル王を離れて、ダビデと
ともにおられたからです。とうとう王は、ダビデを自分の前か
ら退けることにし、職務も千人隊の長にまで格下げしまし
た。 しかし王の心配をよそに、ダビデはますます人々の注
目を集めるようになったのです。ダビデのやることなすこと
は、みな成功しました。 神様がともにおられたからです。

－ サムエル記上18章5節～14節 －

期間：第９次：１２月３１日(土)～２月８日(水)までの４０日間
目標：①天一国４大聖物の全ての食口と祝福家庭への伝授を完了しよう
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
⑦世界貢献使命完遂
⑧真の父母様御聖誕と基元節 4 周年を祝賀する為の勝利
的実績を捧げましょう！

基元節4 周年までビジョン2020 勝利のための120 日特別路程
を出発することとなりました。 日本では年初から始まった神氏
族メシヤ勝利を通した救国救世基盤造成40 日特別精誠に関
しても、すでに9 月29 日から第7 次路程が始まっています。し
かし今回全世界で行う120 日路程に合わせるために、第7 次
路程を13 日延長して53 日路程とし、10 月12 日から120 日路
程とともに日本では7 次、8 次、9 次路程を並行して行うように
なったことをお知らせいたします。
特に今回の期間は、来年の基元節までに2000 名の青年祝福
対象者確保と1 万名の休眠食口の復帰という具体的な目標を
達成するために、全公職者と食口が一つになり、家庭連合時
代の真なる家庭教育の文化をつくり、二世圏と休眠食口が再
び真の父母様の懐に戻ってくることができる霊肉合同の基盤
をつくっていかなければなりません。基元節4 周年までの特別
精誠を通して、ビジョン2020 の勝利を懇切に願っておられる
真の父母様の前に、必ず奇跡的な勝利をお返しする真なる孝
子・孝女・忠臣の姿となっていきましょう！

