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2018天地人真の父母様ご聖誕および基元節5周年
記念孝情清平特別大役事」日程案内

天一国五年天暦11月21日（陽暦1月7日）

週

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

「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、
等の恩恵が準備されています。また2 月22 日には、新しく
「神韓国・家庭連合」としての出発を記念するための集会
を清心平和ワールドセンターにて行なう予定です。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。
1. 期間：2018 年2 月20 日(火)06 時30 分 出発祈祷会～
2 月22 日(木)19 時30 分
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:
1)天地人真の父母様御聖誕記念式典(2/21 午前～午後 [清心
平和ワールドセンター])
2)先祖解怨式(2/21 6:15~7:30 [天宙清平修錬苑])
3)先祖祝福式(2/21 準備18:00~19:30、祝福式19:30～21:00 [天
宙清平修錬苑])

■お誕生日を迎えた食口の皆様、おめでとうございます。
■東埼玉教区 1月度出発式
日時：1月9日（火）10:30～
場所：浦和家庭教会
その後、昼食を挟んで祝福推進員会を行います。
参加対象の方は御参加願います。
■ご聖誕記念大役事 孝情ツアー
20１8年2月19日（月）～2018年2月21日（水）
・烏竹軒(ｵｼﾞｭｯｺﾝ)観光
・平昌オリンピック カーリング競技観覧（20：05～23：00）
・ ＨＪ天苑団地巡礼
・ 真の父母様御聖誕日祝祭
※最終締切 １月９日（火）

【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！

＊先祖解怨式および先祖祝福式に参加される方は2 月20 日
までに受付を済ませてください。

■今後の書写フェスティバル予定
1月14日（日） プラザウエスト多目的ルーム
2月11日（日） プラザウエスト多目的ルーム
3月21日（水） プラザウエスト多目的ルーム

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 6-7 12-13 20-21 26-27
2月 3-4 9-10 19-21（御聖誕記念行事）
3月 3-4 9-10 17-18 23-24 31-4/1
（太字は先祖祝福式）
■霊肉界家庭出発修練会 1/6-7 1/12-13 6/8-9 6/22-23
■霊肉界マッチング修練会 3/9-10 3/23-24 7/13-14 7/27-28
■霊肉界祝福式 4/21-22 7/21-22
■聖和6周年記念行事、1世未婚霊人祝福式 8/25-27

教区長 ： 安 榮燮 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 ： 安 榮燮教区長
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※起立して進行します

愛する全世界の祝福家庭、食口の皆様！
私たちは、今日新しい戌の年を迎え、天が望んでおられる、天の
父母様を中心とした人類一家族の夢を実現する基礎単位は国
ですが、私は今の状態では、様々な面で確信を持つことができま
せんでした。全世界の祝福家庭と世界の75億の人類がどのよう
にすれば、天の父母様を、真の父母様を知って、その夢を実現し
て差し上げることができる孝子孝女忠臣になることができるでしょう
か？
今日の世界で起こっている現象をみた時には希望がありません。
今まで人間はたくさん努力しました。平和な世界、幸せな世界を
夢見てきました。しかし、その道はただ遠くにあったのです。中心が
なかったためです。私たちは、真の父母によって生まれ変わった祝
福家庭たちです。祝福を受けた者たちです。祝福を受けた者たち
には責任があります。その責任は、自分だけのためのものではなく、
私の地域の人と氏族、国と世界に向かって責任を果たしていか
なければなりません。その基本単位が、氏族的メシヤの責任で
す。皆さんはどれだけそのために精誠を捧げてきましたか？
私たちは、今、私たちが目標として定めた2020年まで2年しか
残っていません。このような状態では、考えなおしていかなければ
いけません。ですから、私はどのようにすれば、世界のすべての万
民が神様をただ知るだけでなく、神様にはべる生活をすることがで
きる模範的なモデル的な祝福家庭、氏族的メシヤの果たす国、
その国を通して、見せてあげて、そのとおりに従ってやってみれば皆
さんを、天が祝福することを見せてあげるという意味で、私は世界
摂理の中心国である韓国と日本、アメリカを通じて神氏族メシヤ
を成功する神韓国家庭連合、神アメリカ家庭連合、神日本家庭
連合をどのようにこの世にあらわして見せていくかを考えてきました。
それで私は決断をしました。韓国という国を大陸としてみなし、5つ
の地区に分けていきながら1人が担当するよりも、5人が一つとなっ
てうごいていけば5倍の効果を発揮することができると考えました。
ですから地区は国の形態となっていきます。それで神韓国家庭連
合の会長をイ・ギソン会長に定めました。それはよかったことです
か？
５年前から私が注文してきたことは私たち家庭連合は、神霊と真
理でいかなければいけないと話してきました。イエス様の十字架の
後に、キリスト教も聖霊の復活によって始まってきたのです。しかし、
長い時間、人間を中心としたキリスト教は本質が何かをわからず、
多くの錯誤と失敗を繰り返してきました。
イエス様は十字架につかれながら、再び来ると言われ、戻ってきた
時には、子羊の婚宴をすると言われました。どうして今日のキリスト
教たち、聖職者、雲に乗って来られる再臨のメシヤだけを待ってい
るのかそれがわかりません。
神様の創造が男性、女性でした。摂理の完成のためには男性1
人ではできないのです。女性。相対がいなければいけません。こ
の事実を、人間の中で知って準備することができる環境圏をつくる
ために育ててこられたのが、キリスト教の基盤でしたが、今も夜で
す。眠りから覚めずにいます。夜になり、朝となった第1日目である
と聖書には書かれています。夜があまりにも長すぎて新しい一日を
迎える準備ができていないクリスチャンたちに私たちはどのようにし
なければいけませんか？ 真実を明らかにしていかなければいけま
せん。 眠りから覚め、新しい時代の真の父母様を中心とした摂
理の完成に寄与することができるそのような愛を与えていかなけれ
ばなりません。わかりますか？

ですから、私は皆さんに歴史の真実を話しなさいと言いまし
た。皆さんが戸惑っているうちに、私は自ら独り娘であると宣布
しました。どうなりましたか？アメリカのACLC、聖職者たちは歓
迎しました。なぜ私たちが、このような事実を知らなかったの
か？皆さん！何が怖いですか？この世はもう行くところまで
行っているのです。このような状態では、人類の希望、私たち
が生きていかなければならないこの地球村に対する希望もな
いのです。多くの科学者たちは、これから何年か後に地球が
どうなってしまうか憂慮しています。地球がないのに人類が生
命を維持することができますか？このような状態で注視だけし
ているとすれば後孫の未来を語ることはできません。
ですからどうしなければいけませんか？皆さんが、皆さん一人
一家庭が1対100なって勝利していかなければなりません。真
実を知らせていかなければいけません。それで私はアメリカにも
注文をしました。アメリカは大きい国であることは間違いありませ
んし、50の州があります。アメリカという大陸から見て、5つの地
区に分けました。そしてこのように注文しました。彼らは決意をし
ました。どのようにしてでも責任を果たすアメリカになると。そうで
すか？そうでないですか？金会長？
韓国はどうですか？そうですか？それで今日、私は日本が今
の体制でいった方がいいかどうか考えました。しかし、摂理の
中心国家3カ国がひとつの体制として、1つの機構として協力
し、１つになって、私たちの目標に向かって総進軍する姿勢！
３つの国が三位基台として、お互いに疎通し、実績を共有し、
与えられた期間の中で120％の効果を出すことができる組織を
備えなければいけないと考えました。
それで今日、私は日本も、日本という国を大陸とみなして5つ
の地区に分けました。そして、今、新日本家庭連合会長に徳
野を立てました。そして、1地区は副会長の資格として田中富
広、2地区の責任者は、私が少し洗練した名前に変えました。
私は本人に話していませんが私が変えました。ぺ・ヒョンジュ！
3地区は小藤田！4地区はキム・マンジン！5地区はバク・ジョ
ンピル！
そして新日本家庭連合の副会長を2人置こうと思います。新し
い副会長にイ・ソンマン！先ほど1地区長を田中副会長を兼
ねて1地区長に定めました。このようにすることによって、日本も
国家復帰をするにあたって拍車がかかると信じています！
そして最も重要なことを1つ。最後の仕上げをしないといけない
ことがあります。これまでヨーロッパや日本で苦労してきたソン・
ヨンチョン総会長を様々話せない事情もありますけど、グロー
バル鮮鶴学苑理事長に任命し、韓国と全世界の小学校か
ら大学までの学校をひとつの体制として立てるにおいて、その
ような責任を与えました。
このようにして、お父様の聖和以後、私がしようとするすべての
ものが整理されていくのです。今からは皆さんが新氏族メシ
ヤ、「しん」は、新しいではなく、神様にはべる氏族的メシヤに
なっていかなければなりません。そして、皆さんの精誠と苦労が
天の前に上達することができるそのような実績を残すことができ
るように、私が修練苑の中に何をたてると言いましたか？天譜
苑！今日集まった皆さんがすべてそこに名前が記録される孝
子孝女忠臣になることを祝願します。
～天地人真の父母様主管2018天一国指導者新年特別集会
真の父母様のみ言～

