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■2017 年度 圓母平愛奨学生の募集
1. 高校生枠： 100 名
A) 学力優秀者： 30 名 学業成績において優秀な者
B) 活動優良者： 20 名 教会・各種活動において優良な者
C) 福祉対象者： 50 名 特に家庭が生活に困窮する者
2. 大学生枠： 150 名
A) 学力優秀者： 30 名 学業成績において優秀な者
B) 活動優良者： 20 名 教会・各種活動において優良な者
C) 福祉対象者： 100 名 特に家庭が生活に困窮する者
※申請依頼書を作成して提出12月15日（木）まで
■新刊 神は祈る ～復活への道を歩め～
町田松夫著「ハレルヤ大行進」をはじめ、本を何冊も出してきた
賢仁社から、このほど小説「神は祈る」が発行されました。著者
は、韓国在住の日韓家庭、普天間博一さんです。

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）
12月 3-4 9-10 17-18 23-24 31-1/1
1月 7-8 13-14 21-22
2月 1-3 10-11 18-19 24-25 (1-3は御聖誕記念大役事)
3月 4-5 10-11 19-20 24-25
（太字は先祖祝福式）
■霊肉界家庭出発修練会
1/7-8 1/13-14
■霊肉界マッチング修練会
3/10-11 3/24-25
■未婚霊人祝福式
3/19-20

天一国四年天暦11月6日（陽暦12月4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。
■12月度 東埼玉教区出発式
日時：12月7日（水） 10:30～
場所：浦和家庭教会
■第7回 彩の国ブライダル
日時：12月10日（土）10:00～ 場所：ベルヴィ武蔵野
■伝道三日路程
期間：12月13日（火）～15日（木）
■嫁さん弁当
日時：12月14日（水）
■ハートフルセミナー
日時：12月15日（木）10:30～
場所：プラザウエスト第5セミナールーム
■第20回 清心会のつどい
日時：12月16日（金） 10:30～ 場所：ベルヴィ武蔵野
■浦和教会クリスマスイベント
日時：12月23日（金）10:30～ （予定）
場所：プラザウエスト多目的ルーム
■聖酒式のご案内
日時：12月25日（日） 13:30～ 20:00～
2回行いますので、まだのご家庭は、どちらかにご参加を
お願いいたします。
■第3地区 孝情ツアー
日時：2017年1月10日（火）～12日（木）
予定人数：40名
金額：48,000円
■御聖誕日記念 大役事ツアー
日時：2017年2月1日（水）～4日（土）
予定人数：40名
金額：68,000円
■「PeaceRoad2016 完走証授与式」＆「高永喆先生特別講演会」
日時：2016年12月11日（日）開演時間：15：15 ～17：30
開場：市民会館おおみや 第4集会室（50名）
対象：自転車ランナー、PeaceRoad支援者、南北統一を願う人
参加費：無料
■金剛山歌劇団2016特別公演
日時：2016年12月6日（火） 開場18：00 開演18：30
会場：北とぴあ さくらホール

【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/

今日、この国から集まった国会議員・指導者の皆様

説教者 ： 鄭 日權教区長

と、世界から来られた議員の皆様には重大な責任があり

司会者 ：

ます。

伴奏者 ：

皆様が重要なのです。新たな摂理時代において神様
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真の父母様に侍り、皆様の家庭において社会、国家、
世界において神様に侍る運動を展開して行かなければ
なりません。
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期間：第七次：11月21日(月)～12月30日(金)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多様で効果的な生活圏・因縁圏伝道を通した
神氏族メシヤ活動
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の活性化・１２００認定家庭教会
基盤造成
⑦世界貢献使命完遂
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天地人真の父母様の日韓トンネル
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『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ、萬のものを治めよ』

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！

