聖書と日本フォーラム ＆ 日本を愛するキリスト者の会

合同セミナー

日本の伝統や文化が、古代イスラエルの渡来人によりもたらされた歴史に焦点を当てる聖書と日本フォーラム。世界に誇る
日本の心を敗戦後、否定されてきた事実に向き合ってきた日本を愛するキリスト者の会。両会が初めての合同セミナーを古都
京都で一泊セミナーとして、開催することになりました。古きを訪ね新しき真実と出会う機会となることを願っています。
セミナー後には太秦観光もあり、渡来人・秦氏の足跡を目の当たりすることでしょう。ゆったりとした時、会員同士の歓談の
機会に恵まれ、緑に包まれたセミナーハウスは憩いの時をもたらしてくれます。 皆様のご参加をお待ちしております。

2023/3/20（月）
13:00 〜 3/21
（火・祝）昼食後解散 + 太秦観光（希望者）
うず まさ

■会

場

関西セミナーハウス 京都市左京区一乗寺竹ノ内町23（京都市内 東北にあり）TEL 075-711-2115

■ 交通アクセス 別紙（講演テーマ裏面）をご参照下さい。
■ プログラム セミナーの内容は別紙講演テーマをご参照下さい。尚、ライブ配信はありません。DVD（後日販売）にてご視聴下さい。
3/20（月）
3/21（火・祝）
■費 用

13:00 受付

17:30 夕食

7:30 朝食

13:00 解散

13:45 開会式

14:00 セミナー① 15:15 セミナー②

18:30 セミナー③ 19:45 セミナー④

08:45 セミナー⑤ 10:00 セミナー⑥ 11:45 昼食
12:30、13:00 太秦観光（希望者）

別途、席上献金がございます。

全日参加 3食付 ¥16,000

3/20 日帰り
（夕食付）
：¥6,000

両日参加（泊、朝食無し）
：¥10,000

3/21 日帰り
（昼食付）
：¥4,000

食事なし（施設使用料¥1,000 と セミナー1回ごと ¥1,000）

太秦観光（交通費¥510 拝観料￥800 希望者） 松ヶ崎駅と会場でのマイクロバス 片道 ¥500
■ 申込方法

裏面の申込書を、FAX にて 1 月末までにお申し込み下さい。
空きがあれば 2月末まで受付しますが、
お早目のお申し込みをお願いします。
参加費は、
申込書をFAXされた後、速やかに、
郵便局よりお振込をお願い致します (詳細は裏面ご参照下さい)。
申込書受領後、7日以内にセミナー事務局から、確認の電話をさせて頂きます。
もし7日待っても連絡が無い場合は、
お手数ですが、事務局070-2300-0726まで、
ご連絡下さい。

■ キャンセル料について

申込後のキャンセルにつきましては、
キャンセル料・振込手数料を差し引いた上で、残金をご返金（振込）致します。
〜２月28日午前11時まで
キャンセル料はかかりません
〜3月10日午前11時まで
10％ /
〜3月17日午前11時まで
30％
〜3月19日午前11時まで
50％ /
3月19日午前11時以降
100%（ご返金0）
キャンセルされる場合は、事務局070-2300-0726まで、必ずご連絡下さい。
太秦観光 3/21午後

広隆寺・弥勒菩薩

蚕ノ社・三柱鳥居

裏面に
申込書

関西セミナーハウス

聖書と日本フォーラム & 日本を愛するキリスト者の会 合同セミナー

参加申込書

本申込書をご記入の上、FAX 042-553-3847 宛に、お願い致します。
今回は、集金代行を 株式会社 99 点 に委託しました。FAX 送付後、

専用振込用紙（「株式会社 99 点」宛ての払込取扱票）にて、郵便局より振込をお願い致します（振込手数料無料）。
専用の払込取扱票がお手元に無い場合には、下記宛にお振込下さい
ゆうちょ銀行から

(恐れ入りますが、振込手数料はご負担下さい)。

口座記号・口座番号 00160-6-316641 加入者名 株式会社９９点

ゆうちょ銀行以外から

ゆうちょ銀行 〇一九支店 当座 0316641

お名前

ｶ）ｷｭｳｼﾞｭｳｷｭｳﾃﾝ

ふりがな

ご住所 〒

男性

女性

-

電話番号

メールアドレス

どちらのご関係ですか？ 該当するものに○をつけて下さい。

聖書と日本フォーラム ・ 日本を愛するキリスト者の会 ・ 友人知人からのご紹介

その他（
A. セミナー参加内容

希望する項目を○で囲んで下さい。

（ご希望に添えない場合もあります。
ご了承下さい。）

1. 両日参加

① 宿泊・３食付 ￥16,000

② 宿泊・朝食無 ￥10,000

2. 部分参加

③ 3/20 夕食付

④ 3/21 昼食付

¥ 6,000

）

¥ 4,000

⑤ 食事無しでセミナーのみ参加
施設使用料¥1,000 ＋ セミナー1コマあたり ¥1,000 ×

コマ

① 地下鉄烏丸線・松ヶ崎駅からマイクロバス予約 片道 ¥500（会場の受付にてお支払下さい）

3. 行きの交通手段

マイクロバス時刻表から、何時の便に乗られるかご連絡下さい
（例②12:30

② 比叡山鉄道・修学院駅から徒歩（約20分）

）

③ 自家用車またはタクシー（ご自身で手配）
4. 帰りの交通手段

① 地下鉄烏丸線・松ヶ崎駅へマイクロバス予約 片道 ¥500（会場の受付にてお支払下さい）
マイクロバス時刻表から、何時の便に乗られるかご連絡下さい
（例②12:30

② 比叡山鉄道・修学院駅まで徒歩（約20分）

）

③ 自家用車またはタクシー（ご自身で手配）
5. 宿泊される方について

シングルルームはありません。初めての方との同室もあり得ますが、
なるべく配慮させて頂きます。
同室者をご希望される場合は、
その方のお名前をご記入下さい。複数人の場合も歓迎。
エキストラベッドの使用もあります。
（同室希望者：
）

B. 3/21（火・祝）午後からの太秦観光について
1. 太秦観光を

希望する

・

希望しない

2. 太秦観光をされる方は、会場発12:30か13:00のマイクロバスで、地下鉄烏丸線・松ヶ崎駅にお送りします。
⑫便 12:30発を希望 ・ ⑬便 13:00発を希望 ・ 特に希望はない
3. 松ヶ崎駅から太秦までは、主催者側のガイドが同伴し、現地をご案内します。現地解散です。

セミナー合同事務局 申込書は → 042-553-3847（FAX専用）

ご不明な点がありましたら、事務局 氏原までお問い合わせ下さい。
メールアドレス m.ujihara99@gmail.com
電話 070-2300-0726

!
!
!
!
!

3/20（月） セミナー
① 14:00〜 久保有政

※予告無しに変更する場合もあります。
ご了承下さい。

テーマ：古代イスラエル人と東方基督教徒が日本にもたらしたもの

古代日本に渡来したイスラエル人と東方基督教徒は、人種平等の理念、
ともいき(共生)思想、天皇、神道、
清き明き心、
その他多くのものをもたらしました。世界から尊敬される『日本精神のルーツ』を考えます。
レムナント出版主幹

② 15:15〜 中田

宏

テーマ：イエスの直弟子、エルサレム教団はどこへ？

AD70年、
エルサレムがローマ帝国に滅ぼされる直前、原始キリスト教徒・エルサレム教団は、既にエルサ
レムから脱出。
イエスは12弟子へ「イスラエルの家の失われた羊のところに行きなさい」
とご命じになり、

また、
「わたしは、
イスラエルの家の失われた羊以外のところには遣わされていません」と言われます。
『イスラエルの家の失われた羊』
と日本人との関係また、
イエスの御言葉はどの様に成就したのでしょう。
聖書と日本フォーラム 関東支部長

③ 18:30〜 畠田秀生

テーマ：日本の不死鳥たちよ、羽ばたけ

不死鳥は自ら灰の中から飛び立つ鳥である。決してどこからか渡ってくる鳥ではなく、
また借りた翼で飛び
立つものでもない。
日本人の中から、
日本人のために立ち上がる翼がある。
日本人が自らのルーツに目覚め
る時、
日本再生の底力を獲るであろう。
聖書と日本フォーラム 会長

④ 19:45〜 砂川竜一

テーマ：沖縄の反基地運動と浸透する反日工作の現状

沖縄は戦後すぐ、
中国による乗っ取り工作が始まります。
その一環として、国連は日本政府に、沖縄県を日
本国から切り離し、独立国家として認めるよう６回も勧告。
その先にあるのは、
ウイグル人と同じ運命です。
反日勢力はキリスト教会に深く入り込み、反日、反米、反基地思想を植え込み、
それが日本人をキリストから
遠ざけています。
日本のキリスト教会が日本を愛して国を護るなら、
日本人はキリストに心を開くでしょう。
沖縄・つきしろキリスト教会 牧師

3/21（火・祝） セミナー
⑤ 08:45〜 杣

浩二

テーマ：日本文化、元をたどれば聖書から

とんでもないと思われるタイトルですが、その根拠をご紹介します。その一例。お正月のお屠蘇(とそ)。
屠(と)は屠殺の屠。蘇(そ)は蘇りの蘇です。死んで蘇られた方を、年の初めに皆で祝うのが日本人です。
誰のことかお分かりになるでしょうか。蘇民将来(そみんしょうらい) 蘇我馬子(そがのうまこ) 厩戸の王子
(うまやどのおうじ：聖徳太子の別名) 日本文化と聖書との繋がりの深さに、
きっと驚かされることでしょう。
神戸平和研究所 所長

⑥ 10:00〜 氏原

稔

テーマ：世界の新渡戸稲造、その功績と記念館・廃館の危機

裏面に
地図あり

日本の顔となった新渡戸稲造。彼は若くしてアメリカとドイツに留学、日本初の農業博士となり、今日の
台湾産業の基礎を築きます。また、昭和天皇の命を受け、日米戦争回避のため渡米、
『われ太平洋の架
け橋とならん』との夢を果たし、力尽きました。彼と祖父たちの功績をとどめた新渡戸記念館は廃館の
危機にあります。日本の誇りを貶める力が働いています。
日本を愛するキリスト者の会 理事

主催者手配マイクロバス時刻表
バス代：片道 ¥500
会場の受付でお支払い下さい
行き：松ヶ崎駅発→会場

3/20（月） 3/21（祝）
① 11:30
② 12:30
③ 13:00

⑨ 8:15
⑩ 9:30

④ 13:30
⑤ 14:50
⑥ 16:00
⑦ 18:00
⑧ 19:20
帰り：会場発→松ヶ崎駅
3/21（祝）

⑪ 12:00
⑫ 12:30
⑬ 13:00

太秦観光優先
太秦観光優先

⑭ 13:30
関西セミナーハウス
TEL 075-711-2115
京都市左京区一乗寺竹内町 23
セミナー事務局：氏原
TEL 070-2300-0726

