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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

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）
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10月7日（陽暦11月6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。
■嫁さん弁当
時：2016年11月8日（火）
第3地区特別集会が水曜日に行われるため、
今月は火曜日です。
■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
参加対象：牧会者、婦人代表、教会スタッフ、全食口
持参：ＦＭラジオ、ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ付会員証
■11日（金）の金曜祈祷会の開催場所
今週の金曜祈祷会は鷲宮教会で行いますので、お間違えの
ないようよろしくお願いいたします。
■柴沼巡回師特別集会
日時：11月14日（月）10:30～
場所：浦和教会 ※原理勉強会はありません
■ハングル勉強会
日時：11月14日（月）14:00～
■第5 回訓民正音検定試験
日時：11月16日（水）14:00～
■ハートフルセミナー
日時：11月15日（火）10:30～
場所：プラザウエスト第5セミナールーム
■伝道三日路程
期間：11月15日（火）～17日（木）
■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。
久しぶりの方等の参加もＯＫです。
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
■歴史探訪ｔｏ下野国（栃木）ツアー
なす風土記の丘資料館／ステンドグラス美術館
日時：２０１６年１１月２３日（水・祝）
定員次第締切：１１月１６日(水)
企画：ブリッジ・コリアジャパン

【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/

説教者 ： 鴨野 守局長
司会者 ：
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「天は何を待ち焦がれているのでしょうか。信仰者を待ち焦
がれているのではなく、生活の中で実践する者を待ち焦がれ
ているのです。
祝福家庭は、天に侍る生活で手本にならなければならず、献
金、敬礼式、伝道などを生活化しなければなりません。皆さん
が生活するにおいて、どれほど模範的な生活をし、対人関係
においてどれほど模範的な関係を結んでいるかということが、
子女の教育に大きな影響を与えます。ですから、公的な生活
をしなければなりません」

～み言集「愛天愛人愛国」～
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「弱気になるな。あきらめるな。なぜ？ 私があなたを愛して
いるから。あなたがあきらめることは、私の愛に対する背信だ。
私があなたをあきらめないのに、あなたはなぜあきらめるの
か？ どこを見るのか？ 私を見なさい。ほかのものを見詰め
ずに、私に集中しなさい」

～李海玉サモニム講話より～

月
教教月
召命の人生
家庭で神様の愛を証す実践者となりましょう！
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※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』

昭和30年富山県生まれ。大学卒業と同時に、世界日報社に
入社。社会部長、政治部次長、「サンデー世界日報」編集
長、マニラ特派員など歴任。県立世羅高校の校長自殺で国
会でも議論となった広島の公教育問題を２年半にわたって丹
念に取材し、『広島の公教育はなぜ崩壊したか』『広島の公教
育に再生の道はあるか』（いずれも世界日報社刊）は大きな反
響を呼ぶ。2009年から統一教会広報局長となり、マスコミ渉
外、自叙伝、映像、また信徒の拉致監禁対策を担当。
著書はほかに『新・純潔教育のすすめ』『バギオの虹』『天の
懐に生く』『息子よ！』『精誠の頂き』など。

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！

