第04-12106-39

第12 回ピースカップジュニア東日本大会を開催
11 月26、27 日の両日、茨城県内のグラウンドで「第12 回
ピースカップジュニア（PCJ）東日本大会」が行われ、選手
や父母、大会運営者など約300 人が集いました。
昨年に続いて今回も韓国・麗水から多文化プロジェクトの
一環として編成された「麗水青海（プルンパダ）FC」が参戦
し、14チームでの大会となりました。昨年からの国際親善の
恩恵で、お互いが技術のレベルアップの意識が高まり、張
り詰めた雰囲気の中で大会は進みました。
初日のリーグ戦は晴天の中で開催され、2 日目はトーナメ
ント戦のほか、青年や大人のエキシビションマッチも行わ
れ、スタッフ間での親善交流もなされました。
優勝決定戦は昨年と同様、韓日のチームがぶつかる見ご
たえのある試合に。選手はもちろん、観客も白熱して歓声
が随所に沸き起こる熱き戦いとなりました。

地方教会ポータルサイト開設のお知らせ
現在、全国の地方家庭教会では、地域に根差した伝道活
動を通して、認定家庭教会活動を推進しています。
このたび、そういった全国の伝道活動に拍車を掛けるた
め、「世界平和統一家庭連合 地方教会ポータルサイト」を
開設しました。
同サイトはこれまで家庭連合公式サイトの「全国の家庭教
会一覧」をよりわかりやすく、見やすく再構成しています。
登録サイトは順次増えていく予定です。
これによって、全国の地方家庭教会を一斉に閲覧すること
が可能になり、ポータルサイトを通して、地方家庭教会の
証が、全国の証として拡散されることになります。
これまで家庭連合をよく知らなかった人々に対して、より一
層、家庭連合の素晴らしさをお知らせするチャンスですの
で、内部伝道・外部伝道のツールとしてお使い下さるようお
願いします。

http://ffwpu-branch.org/

天一国四年天暦11月27日（陽暦12月25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。
■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。
■心情文化発表会
日時：2017年1月8日（日） 14:30開演
■第10回 天一国フェスティバル
～天地人真の父母様御聖誕祭～
日時：2017年1月22日（日）開場10:30 開演11:00
場所：パストラル加須
講演：柴沼邦彦巡回師
■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：54,000円（募集終わりました）
■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
定員に満たないため再募集しています。
参加される方は早目に報告お願いいたします。

【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！

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

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/
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ダビデは王の特別補佐官として、いつも任務を完全に
果たしました。 それでとうとう、軍の指揮官に任命された
のです。 この人事は、軍部からも一般からも、大いに喜
ばれました。 ところで、ダビデがゴリヤテを倒したあと、
勝ち誇ったイスラエル軍が意気揚々と引き揚げて来た
時、ちょっとしたことが起こったのです。 あらゆる町々か
ら沿道にくり出した女たちが、サウル王を歓迎し、タンバ
リンやシンバルを鳴らして、歌いながら喜び踊りました。
ところが、女たちが歌ったのはこんな歌でした。「サウル
は千人を殺し、ダビデは一万人を殺した！」これを聞い
て、王が腹を立てないはずはありません。 「何だと。ダビ
デは一万人で、このわしは千人ぽっちなのか。 まさか、
あいつを王にまつり上げる気じゃなかろうな。」この時か
ら、王の目は、ねたみを帯びてダビデに注がれるように
なりました。事実、翌日から、神様に遣わされた悩みの
霊がサウル王に襲いかかりました。 すると、まるで狂人
のようにわめき始めたのです。 そんな王の心を静めよう
と、ダビデはいつものとおり竪琴をかなでました。 ところ
が王は、もてあそんでいた槍を、いきなり、ダビデめがけ
て投げつけたではありませんか。 ダビデを壁に突き刺
そうというのです。 しかし、さっと身をかわしたダビデは、
危うく難を逃れました。 一度ならず二度も、そんなことが
あったのです。 それほど王はダビデを恐れ、激しい嫉
妬にかられていました。これもみな、神様がサウル王を
離れて、ダビデとともにおられたからです。とうとう王は、
ダビデを自分の前から退けることにし、職務も千人隊の
長にまで格下げしました。 しかし王の心配をよそに、ダ
ビデはますます人々の注目を集めるようになったので
す。ダビデのやることなすことは、みな成功しました。 神
様がともにおられたからです。

－ サムエル記上18章5節～14節 －
『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ、萬のものを治めよ』

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

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！

