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■2016 年度早稲田大学見学ツアー
日時：2016 年11 月5 日（土）13:00 後楽園駅 集合
11 月6 日（日）13:00 早成学舎 解散
場所：W-CARP JAPAN 東京ブロック 早成学舎
TEL：080-5052-2723 （代表：北川恭教）
対象：早稲田大学進学を目指している全国の高校生、浪人生
内容：高田馬場聖地巡礼、早稲田大学案内、現役早稲田生と
の交流、質問相談会、勉強指導
参加費：2000 円 、 締切り：10 月31 日（月）まで
■MBCNET「平和を愛する世界人」日本語版リリースのお知らせ
MBCNET スペシャル第８弾として制作された 「平和を愛する
世界人」の日本語版が完成しましたので，お知らせします。
映像はYouTube にアップされています。

https://youtu.be/mFSakqMBnI0
■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
■『真の父母様の清平摂理に対する理解(2)』発刊のお知らせ
1. 小冊子名：真の父母様の清平摂理に対する理解(2)
『天一国 本郷』（清平の恩恵の証し集）
2. 発刊日：2016 年10 月21 日(金)：秋季大役事の期間
3. 販売価格：500 円（清平の売店にて）
※ 秋の大役事の期間中(10/21－23)は、定価500 円のところ
特別割引価格として400 円で販売
■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）

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23日（陽暦10月23日）
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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。
■早朝祈祷会 （浦和教会担当）
日時：10月27日（木）5:00～
場所：大宮家庭教会
■東埼玉教区 第二回カラオケ大会
日時：10月28日（金）20：30～
場所：浦和家庭教会
■東埼玉教区 父母セミナー
日時 2016年10月29日（土）
午後2:30受付 午後3:00開会 午後5:00解散
場所 浦和家庭教会 ３Ｆ 礼拝堂
講師 桜井節子先生（証し編）
対象 祝福二世の青年を持つ父母
感謝献金 一家庭５００円
■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
■第57回真の子女の日および第29 回天宙統一国開天日の案内
日時：10月31日（月）
場所：浦和家庭教会
詳細は追ってご連絡いたします。
■鴨野守広報局長をお迎えしての礼拝
日時：11月6日（日）10：30
場所：浦和家庭教会
■第3地区中和文化祭
日時：11月6日（日）15：00
場所：羽生産業文化ホール
■安ホヨル本部長をお迎えしての第3地区特別集会
期日：11月9日（水）10:30～13:00（予定）
場所：市民会館いわつき
埼玉県 さいたま市岩槻区太田３－１－１
参加対象：牧会者、婦人代表、教会スタッフ、全食口

【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/

全人類に真の父母様を知らせていく道のみが、人類

説教者 ： 鄭 日權教区長

の希望であり願いです。天の父母様の夢です。

司会者 ：

6000年を経て韓民族を通じて独り子、独り娘として送ら

伴奏者 ：

れ、真の父母の位置で祝福されました。
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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対象者43 家庭のリストアップによる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、
既成・独身祝福対象者２家庭の伝道（年間）

しました。
私たち統一家の未来の指導者たちです。
お互い言葉が違い、環境が違いますが、真の父母を

⑥家庭集会及び地域集会・1200 の認定家庭教会体制の
実現化
⑦世界貢献使命完遂

ですから必ず天の父母様の夢、真の父母様の夢、人類
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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

知っているので私たちは一つになることができます。
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期間：第七次：10 月12 日（水）～11 月20 日（日）までの40 日間

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』

全体の願いを成し遂げて差し上げるその日まで、私たち
は総進軍しなければなりません。
今日、お父様の聖和4周年に『私たちが大きなみ旨を抱
いて、この仕事を必ず成し遂げます』と決意をするこの
時間になるようお願いいたします。
天宙聖和4周年記念式のみ言（陽2016.8.19）

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！

