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■第５回 障害をもつ子女の祝福のための父母集会
日時：11/12（土）13:30集合～13日（日）14:00解散予定
場所：宮崎台国際研修センター
参加対象：満1８歳以上の、障害をもつ祝福二世・信仰二世の父母
提出期日 １１ 月 6 日（ 日 ）厳守！
■第2回「精神障がいを持つ人の家族の集い」開催
日時：11月3 日（木・祝）10：30～15：00（10：00 受付）
会場：松濤本部2F 礼拝堂
参加対象：精神障がいを持つ家族がいる教会員
感謝献金：500 円（昼食は各自持参してください。）
申込締切：10月28 日（金）
■第5 回訓民正音検定試験のご案内
日時：2016 年11 月13 日（日） 全国一斉
■6500 家庭会総会・二世祝福のための家庭交流会
日程 2016年10月29日（土）
時間 AM 10:00 受付開始、10:30 開会 PM 4：00 解散予定
第一部：家庭会総会 第二部：二世祝福のための家庭交流会
場所 松濤本部 ２階礼拝堂
参加名簿の締め切り：10月25日（火）正午
■第738 期21日修練会案内
日時：11/3 午後２時迄に集合 解散日11/25（閉講式）
場所：千葉中央修練所
報告期限･10月１５日まで
■3 万双家庭会個人ページパスワードについて
3 万双家庭会のホームページの中に個人用のページを作成
しました。現状では，個人情報設定・会則・決算情報・個人
ごとの会費納入状況・ビデオ配信などですが、今後会議室や
掲示板などを追加し、コミュニケーションを密にしていきます。
パスワード詳細は総務までs
■鮮文大学説明会の開催について
日時：12月4日（日）午後5時から 場所：大宮家庭教会
■全国6000 双家庭会総会インターネット集会
日時：2016 年10 月8 日（土） AM 10：30～12：00
場所：浦和家庭教会
参加者 6000 双家庭会会員

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）
10月 7-8 15-16 21-23（大役事） 29-30
11月 5-6 11-12 19-20 25-26
12月 3-4 9-10 17-18 23-24 31-1/1 （太字は先祖祝式）
■霊肉界マッチング修練会
11/11（金）－11/12（土） 12/9（金）－12/10（土）
■霊肉界祝福式
11/19（土）－11/20（日）

天一国四年天暦9月2日（陽暦10月2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

■お誕生日を迎えた食口の皆様、おめでとうございます。
■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。

【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！

■第4回 東西埼玉ファミリー大運動会
日時：10月9日（日）9:30から
場所：秋ヶ瀬公園三ツ池グラウンド
■東埼玉教区10月度出発式
日時：10月11日（火）10:30～
場所：浦和家庭教会
■東埼玉教区伝道三日路程
期間：10月11日（火）～13日（木）
■嫁さん弁当
日時：10月12日（水）
■ﾊｰﾄﾌﾙセミナー
日時：10月13日（木）10:30～
場所：プラザウエスト
■浦和家庭教会聖酒式
日時：10月30日（日）10:30～
場所：浦和家庭教会
■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

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/

ある日、神様の使いがギルガルから上って来て、ボキ
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ました。 それでこの地は、ボキム〔「人々が泣いた場所」
の意〕と呼ばれるようになったのです。 人々は神様にい
けにえをささげました。

9月の歩みの勝利のために精誠を捧げておられることと思います。
この度、真の父母様の恩恵により10月３日、韓国の開天節に際し
て日本の責任者を招聘して下さることになりました。この日は韓国
の建国記念日にあたり、真の父母様の深い心情，事情、願いを尋
ね、神氏族メシヤ勝利と救国救世基盤造成に向けて新たな決意
をするものです。
聖和4周年行事において、真の父母様は「聖和4周年からは、地
上に私たちの環境圏を広げなければならないのです。私たち統
一家が、人類の前に模範とならなければなりません。人類の前に
HJ天苑、天が願う地上天国の姿を見せてあげなければなりませ
ん。」と語られています。
家庭連合への祝福と共に私自身から変わる時を迎えています。絶
対精誠の生き様を示し 内的奇跡が外的奇跡を起こしていくこと
を体現するのです。水も99度までは外的に変化がないように見え
ますが、１度が加わることで沸騰します。見えざる至誠を継続して
こそ奇跡が起きるのです。そして、国民から愛と尊敬を受けること
ができる宗教、すなわち国民的宗教としての基盤が造成されるの
です。
個人天一国、家庭天一国、教会天一国、地域天一国の上に神氏
族メシヤ勝利と救国救世基盤造成があります。責任完遂のため
に、全食口が真の父母様とひとつとなって、新たな第七次40日特
別精誠路程を出発してまいりましょう！
期間：第７次：９月２９日(木)～１１月７日(月)までの40日間

Judges 2:-5

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神氏族メシヤ伝道の推進
⑤２世および青年祝福対象者１名、

会
※起立して進行します

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の活性化・1200公認家庭教会基盤造成

『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ、萬のものを治めよ』

⑦世界貢献使命完遂

