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■鮮鶴天宙平和大学院、2017 年度前期 新入生募集
真の父母様の願いに従い、清心神学大学院は、2016年9月1
日から学校名を「鮮鶴天宙平和大学院」に変更し、天一国指導
者養成のために2017年度前期の新入生を募集しています。
受験資格などの詳細は、以下の「募集要綱」を記したページから
ご確認下さい。
http://www.cheongshim.ac.kr/admission/masterjp.asp
なお、願書受付期間は、11 月15 日（火）～30 日（水）18 時までと
なっています。
お問い合わせ先：鮮鶴天宙平和大学院 事務室
TEL 82-31-589-1562
■千葉中央修練所・12 月の短期修練会の案内
◇『原理の要点・祝福の意義と価値』特別3 日修
●対象･･･これから祝福を受ける青年、既に祝福を受けた人、
青年、壮年を問わず学ぶ意欲のある人
※新規向け修練会ではありません
●講師･･･中村惣一郎講師（巡回師）
●日時･･･12/28 20:00 集合 ～ 12/31 16:00 解散
◇『原理の要点・現代摂理』特別3 日修
●対象･･･青年、壮年婦人を問わず、学ぶ意欲のある人
※新規向けではありません
●講師･･･可知雅之講師（巡回師）
●日時･･･12/28 20:00 集合 ～ 12/31 16:00 解散
■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

天一国四年天暦9月30日（陽暦10月30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。
■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） 10:30から
場所：浦和家庭教会
※名節行事の為、原理勉強会はありません。
■11月度 東埼玉教区出発式
日時：11月2日（水）10:30～
場所：浦和家庭教会
■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
■孝情ツアー（お久しぶりツアー）
第3地区企画の休眠食口のためのツアーです。
対象者がいれば積極的にご活用ください。
旅行期間:2016年12月3日（土）～2016年12月5日（月）2泊3日
予定人数:４０名様

【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）
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）

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/

説教者 ： 鄭 日權教区長
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真のお父様の「聖和」以降、人類の「真の父」は霊界に
おられ、人類の「真の母」は地上界におられるという歴史
上、かつてない時代圏を迎えています。真のお母様は、
天正宮本郷苑で3年間にわたる「侍墓精誠」を全人類に
代わって直接捧げながら、天の父母様に捧げる真のお
父様の最後の孝の精誠を共に尽くされました。
真のお父様は、祭祀について次のように語っておられま
す。「今までキリスト教で、祭祀を捧げられないようにした
のも一理があるのです。祭祀は、神様と全人類の真の
父母が受けなければなりません。上の代の先祖たちが
天でまず侍られなければならないのです。ところが堕落
によって、それを今までは禁止してきましたが、復帰時
代において祝福を受けたので、これからは先祖たちに
侍らなければならないのです」（八大教材・教本『天聖
經』1080ページ）
このように、人間始祖アダムとエバは堕落することでそ
の肢体が〝サタンの宮〟となってしまったために、本来
なら、神様と真の父母様が最初に受けるべきであった
「祭祀」がなされないまま、今日まで来ました。今回、「神
様と真の父母」に対する〝祭祀〟が、真のお母様の3年
間にわたる「侍墓精誠」の勝利圏によって、人類歴史
上、初めて成されたことになります。
天一国4大聖物の摂理的な意義

※起立して進行します
聖酒式参加カード２を記入し、受付に提出お願いします。

期間：第七次：10 月12 日（水）～11 月20 日（日）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）
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

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！

