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天一国四年天暦12月18日（陽暦1月15日）

週

■第3 回「精神障がいのある人の家族の集い」開催
【日 時】2 月11 日（土・祝）10：30～15：00（10：00 受付）

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

。
【会 場】松濤本部2F 礼拝堂
【参加対象】精神障がいのある家族がいる教会員
【感謝献金】
【内 容】「家族会」趣旨説明、専門家によるレクチャー、交流会、
個人面談（希望者のみ）など
【申込方法】下記の内容をご記入の上、メール（soudan@ffwpu.jp）
かファックス（03-3466-1023）で各自お申込みください。
＜記入内容＞
①参加者氏名および祝福双
②所属教会
③連絡先（電話番号）
④障がいのある方の性別、年齢および参加者との関係
⑤障がいのある方の大まかな状況（診断名を含む）
⑥個人面談を希望するか、しないか
⑦個人面談を希望する場合は、相談内容
【申込締切】2 月3 日（金）
■「2017 天地人真の父母様ご聖誕記念および基元節4 周年
記念清平特別大役事」日程案内
天の父母様と天地人真の父母様の祝福が共にありますようお祈
り申し上げます．天宙清平修錬苑では、天地人真の父母様の御
聖誕を祝賀し記念する「2017 天地人真の父母様ご聖誕記念およ
び基元節4 周年記念清平特別大役事」(以下：御聖誕大役事)
を、真のお母様の大きな関心の中で、陽暦2017 年2 月1 日から3
日(天暦1.5〜7）まで開催しますのでお知らせいたします。
御聖誕大役事には、「天地人真の父母様御聖誕記念式典（清心
平和ワールドセンター）」を始め，絶対善霊が総動員される特別
霊分立、所願成就祈祷会、先祖解怨式、先祖祝福式、天正宮博
物館巡礼等の恩恵が準備されています。また今後、更に恩恵あ
るプログラムを追加する予定です。多くの食口の皆様が参加さ
れ、大きな恩恵を受けてくださいますようお願い申し上げます。
---記--1． 期間：天一国5 年 天暦1 月5 日(水)出発祈祷会～1 月7 日
(金)感謝祈祷会まで
【2017 年2 月1 日(水)6 時30 分出発祈祷会～
2 月3 日(金)19 時30 分感謝祈祷会まで】
2．参加対象：参加を希望するすべての食口および祝福家庭
3．主要日程案：
出発祈祷会、天地人真の父母様御聖誕記念式典、
特別講演、所願成就祈祷会、特別祈祷室祈祷会、
先祖解怨式、先祖祝福式、天正宮博物館巡礼、
感謝祈祷会、役事(毎日3 回)、等

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。
■伝道三日路程
期間：1月17日（火）～19日（木）
■ハートフルセミナー
日時：1月19日（木） 10：30～
場所：プラザウエスト
■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
■文妍娥様をお迎えして第３地区特別集会
題目：文妍娥様をお迎えして第3地区特別集会（仮称）
日時：1月23日（月）10:30～
場所：宇都宮家庭教会
参加対象：牧会者・FB長・スタッフ・基台長・区域長・全食口
■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。
1月16日（月）午前中最終締め切り

【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）
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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『 生めよ、殖えよ、地に満ちよ、萬のものを治めよ』

ダビデは野原に身を潜めました。新月の祝いが始まる
と、王は食事のために、いつもどおり壁を背にして席に
着きました。 ヨナタンはその向かい側、アブネルは王の
隣に着席しましたが、ダビデの席はあいたままです。そ
の日、王は何も言いませんでした。 「何か思わぬことで
身が汚れ、儀式に出るのを遠慮したんだろう。 そうだ、
きっとそうに違いない」と思ったからです。 しかし、翌日
もダビデの席はあいていました。 そこで、ヨナタンに尋
ねました。 「なぜダビデは、きのうもきょうも、会食に来な
いのだ。」「家族に祝い事があるからベツレヘムに行か
せてほしい、と願い出たんです。 兄弟からも、ぜひにと
いう要請がありまして、私が許可して行かせました。」 王
は怒りで真っ赤になり、わめき散らしました。 「この罰あ
たりめっ！ どこの馬の骨かもわからんやつの息子に、王
座をくれてやるつもりか。 自分ばかりか母親の顔にまで
泥を塗りおって！ このわしをごまかせるとでも思ってい
るのか。 あいつが生きている限り、おまえは王になれん
のだぞ。 さあ、あれを連れ戻して来い。 ぶっ殺してや
る！」 ヨナタンも負けてはいません。 「ダビデが何をし
たというんです。 どうして、殺さなければならないんです
か。」 するとサウルは、ヨナタンめがけて槍を投げつけ、
殺そうとしました。 これでついにヨナタンも、父がほんとう
にダビデを殺そうとしていることを悟ったのです。

－ サムエル記上20章24節～33節 －

期間：第９次：１２月３１日(土)～２月８日(水)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
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
⑦世界貢献使命完遂
⑧真の父母様御聖誕と基元節 4 周年を祝賀する為の勝利
的実績を捧げましょう！

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！

