
　　　世界144,000人の平和の祈り、連続3年目の開催となる2018年度。　　　世界144,000人の平和の祈り、連続3年目の開催となる2018年度。　　　世界144,000人の平和の祈り、連続3年目の開催となる2018年度。　　　世界144,000人の平和の祈り、連続3年目の開催となる2018年度。

　　　おかげさまで、本年度のすべてのプログラムが無事に終了しました。　　　おかげさまで、本年度のすべてのプログラムが無事に終了しました。　　　おかげさまで、本年度のすべてのプログラムが無事に終了しました。　　　おかげさまで、本年度のすべてのプログラムが無事に終了しました。

　　　2018年度は、二ヶ月に渡り、世界同時刻の平和の祈りを行いました。

　　　9/22（土）23（日）は、＜一万人の集い＞ in パシフィコ横浜。

　　　10/20（土）21（日）は、高知県での『炎の祈り』＆『わだつみの清め』。

　　　9/23（日）には、700人を超える人が一緒に手を結び、心を通い合わせ、

　　　計4日間でご自宅や勤務先、外出先などで、祈り合わせをして頂いた　　　計4日間でご自宅や勤務先、外出先などで、祈り合わせをして頂いた　　　計4日間でご自宅や勤務先、外出先などで、祈り合わせをして頂いた　　　計4日間でご自宅や勤務先、外出先などで、祈り合わせをして頂いた

　　　人数も、数千人にまで、祈り合わせが達していると受け止めています。　　　人数も、数千人にまで、祈り合わせが達していると受け止めています。　　　人数も、数千人にまで、祈り合わせが達していると受け止めています。　　　人数も、数千人にまで、祈り合わせが達していると受け止めています。

　　　本当に、たくさんの方とのご縁がつながり、想いが集まってきていて、

　皆様おひとりお一人のご協力とご支援のおかげで、開催ができることを心から御礼申し上げます。

　平和の祈願木⇒最終12,404本　10/21（日）焚き上げ完了　平和の祈願木⇒最終12,404本　10/21（日）焚き上げ完了　平和の祈願木⇒最終12,404本　10/21（日）焚き上げ完了　平和の祈願木⇒最終12,404本　10/21（日）焚き上げ完了

　お詫び文⇒最終4,597枚　10/21（日）室戸沖に流し完了　お詫び文⇒最終4,597枚　10/21（日）室戸沖に流し完了　お詫び文⇒最終4,597枚　10/21（日）室戸沖に流し完了　お詫び文⇒最終4,597枚　10/21（日）室戸沖に流し完了

　千人の祈り写経帳⇒最終1,200冊配布　697冊埋設（11月末時点）　千人の祈り写経帳⇒最終1,200冊配布　697冊埋設（11月末時点）　千人の祈り写経帳⇒最終1,200冊配布　697冊埋設（11月末時点）　千人の祈り写経帳⇒最終1,200冊配布　697冊埋設（11月末時点）

 2019年は、自分が今住んでいる街（現住所）自分が今住んでいる街（現住所）自分が今住んでいる街（現住所）自分が今住んでいる街（現住所）と自分が生まれ育った街（古里）自分が生まれ育った街（古里）自分が生まれ育った街（古里）自分が生まれ育った街（古里）が鍵を握っています！

【主催】【主催】【主催】【主催】

 世界144,000人の平和の祈り実行委員会 世界144,000人の平和の祈り実行委員会 世界144,000人の平和の祈り実行委員会 世界144,000人の平和の祈り実行委員会

【後援】【後援】【後援】【後援】

 株式会社 クリーク 株式会社 クリーク 株式会社 クリーク 株式会社 クリーク

 株式会社 アイラブストーン 株式会社 アイラブストーン 株式会社 アイラブストーン 株式会社 アイラブストーン

 アースキーパークリスタル協会 アースキーパークリスタル協会 アースキーパークリスタル協会 アースキーパークリスタル協会

会えば、誰でも人生が１５％よくなる！幸運の方程式が共鳴を巻き起こす！会えば、誰でも人生が１５％よくなる！幸運の方程式が共鳴を巻き起こす！会えば、誰でも人生が１５％よくなる！幸運の方程式が共鳴を巻き起こす！会えば、誰でも人生が１５％よくなる！幸運の方程式が共鳴を巻き起こす！

 

　★土佐経済同友会　代表幹事★土佐経済同友会　代表幹事★土佐経済同友会　代表幹事★土佐経済同友会　代表幹事

　★世界144,000人の平和の祈り実行委員会 会長　★世界144,000人の平和の祈り実行委員会 会長　★世界144,000人の平和の祈り実行委員会 会長　★世界144,000人の平和の祈り実行委員会 会長

　

１９６０年、高知県に生まれ育つ。立教大学を卒業後、

石油会社を経て、運送業、レンタカー業などを経営。

現在、土佐経済同友会代表幹事や高知ニュービジネス

協議会会長など、地域の発展に尽力して四国を代表す

る実業家となり『平成の坂本龍馬』と呼ぶ声も多い。

世界でも２体しか見つかっていないアースキーパークリ

スタル“Ｐちゃん”を所有し、世界144,000人の平和の祈

りを2016からスタート。理想郷を築き、世界平和の夢を

実現するため、執筆や講演など活発に活動している。

小川 雅弘 （おがわ まさひろ） ってどんな人？



 ⾃宅に帰り、⽞関で『ただいま〜』と⾔うと、家の中から『おかえり〜』って返事が返って来ます。
 昔なら、どこにでもあった光景です。
 2019年、世界144,000⼈の平和の祈りの講演会のテーマは『おかえりなさい』『ただいま』です。
 おかえりなさいは『帰る』を一般的に使いますが、日本語は素晴らしく、多種の漢字を当てはめることが出来ます。
 「帰る」は→「変える」「買える」「替える」「飼える」「改える」という字も、同じ“かえる”と呼んで使えます。
 また、おかえりなさいの⾔葉は、“新たなる⽣まれ変わり”という意味を持っていることをご存知の⽅も多いでしょう。
 「ただいま」には→「ただ今」、「只今」、「唯今」の字も使え、今、時を超越した“出発・門出”を意味しています。
 2019年、⽇本国は新年号が⽣まれ、新天皇の新しい年と共に、１⼈ひとりの進化の到来です。
 ですので、2019年は講演会も⼀ヶ所にこだわらず、是非、⾃分の⽣まれ故郷の県や実家のある県にもお運びください。
 会場では、『ただいま』『おかえりなさい』と、参加者同士で声を掛け合いながら、
 ⾔葉→呼⼾場遊びをしながら、新しい場所に誘い（いざない）、新たな気づきに出会い、新たな誕⽣をします。

【2018年8⽉28⽇】おかえりなさい、ただいま  メシア・メジャーのメッセージより 村中 愛 副会⻑ 

　　　　　2019年は、日本の各地を清め、新しく日本全土が生まれ変わっていくことを祈願して

　　　　 ご参加いただける皆様と一緒に、会場最寄の水場で“お詫び文流し”を行います。　　　　 ご参加いただける皆様と一緒に、会場最寄の水場で“お詫び文流し”を行います。　　　　 ご参加いただける皆様と一緒に、会場最寄の水場で“お詫び文流し”を行います。　　　　 ご参加いただける皆様と一緒に、会場最寄の水場で“お詫び文流し”を行います。

　　　　　新しい元号で、新しく生まれ変わっていこうとしている、2019年からの日本国と

　　　　　皆様が今、お住まいの県、そして、生まれ育った郷里の県で重なってきたものを

　　　　　お詫び文に書いてその地元の川へと水に流すことで清めて、平和と繁栄を祈ります。

 　　　　 お詫び文流しのご参加は自由！講演会の開催前の午前中に実施いたします！！　　　　 お詫び文流しのご参加は自由！講演会の開催前の午前中に実施いたします！！　　　　 お詫び文流しのご参加は自由！講演会の開催前の午前中に実施いたします！！　　　　 お詫び文流しのご参加は自由！講演会の開催前の午前中に実施いたします！！

※タイムスケジュールの例

11：00 お詫び文流しの指定場所へ集合（講演会会場最寄の水場）

13：30 各都道府県の講演会の開演

　「誕生」や「育成」は、はじめから、すべての条件が整っているわけではありません。

　色々な準備、時間、環境、応援などが重なって、生を受け、育成されていくもの、です。

　世界144,000人の平和の祈り も、中間年の3年目を終えて折り返し、2019年にはその活動が4年目を迎えます。

　日本国もたくさんの歴史を経て、2019年5月1日、新しい元号へと切り替わり、新たな時代を迎えようとしています。　日本国もたくさんの歴史を経て、2019年5月1日、新しい元号へと切り替わり、新たな時代を迎えようとしています。　日本国もたくさんの歴史を経て、2019年5月1日、新しい元号へと切り替わり、新たな時代を迎えようとしています。　日本国もたくさんの歴史を経て、2019年5月1日、新しい元号へと切り替わり、新たな時代を迎えようとしています。

　親鳥が卵を、大切に、大切にあたためて、孵化をさせていくように、私たちの手で、　親鳥が卵を、大切に、大切にあたためて、孵化をさせていくように、私たちの手で、　親鳥が卵を、大切に、大切にあたためて、孵化をさせていくように、私たちの手で、　親鳥が卵を、大切に、大切にあたためて、孵化をさせていくように、私たちの手で、

　新しい日本という卵を、あたためて、育んでいって、新しい時代、新しい社会、を育てていきましょう。　新しい日本という卵を、あたためて、育んでいって、新しい時代、新しい社会、を育てていきましょう。　新しい日本という卵を、あたためて、育んでいって、新しい時代、新しい社会、を育てていきましょう。　新しい日本という卵を、あたためて、育んでいって、新しい時代、新しい社会、を育てていきましょう。

　「ただいま」「おかえりなさい」と声を掛け合うことで、私たち自身をあたため、生まれ変わらせ育みながら、　「ただいま」「おかえりなさい」と声を掛け合うことで、私たち自身をあたため、生まれ変わらせ育みながら、　「ただいま」「おかえりなさい」と声を掛け合うことで、私たち自身をあたため、生まれ変わらせ育みながら、　「ただいま」「おかえりなさい」と声を掛け合うことで、私たち自身をあたため、生まれ変わらせ育みながら、

　あなたのお住まいや生まれ故郷の場所で「お詫び文」を流して、土地を想い清めて、生まれ変わらせましょう。　あなたのお住まいや生まれ故郷の場所で「お詫び文」を流して、土地を想い清めて、生まれ変わらせましょう。　あなたのお住まいや生まれ故郷の場所で「お詫び文」を流して、土地を想い清めて、生まれ変わらせましょう。　あなたのお住まいや生まれ故郷の場所で「お詫び文」を流して、土地を想い清めて、生まれ変わらせましょう。

　また、「ただ会うだけで、人生が15％幸運がＵＰ」する！と科学的にも証明をされている

　人生をより良く生きるための“10のヒント”　人生をより良く生きるための“10のヒント”　人生をより良く生きるための“10のヒント”　人生をより良く生きるための“10のヒント”や幸せな人になるための“3ヶ条”幸せな人になるための“3ヶ条”幸せな人になるための“3ヶ条”幸せな人になるための“3ヶ条”など

　小川雅弘流！人にもお金にも愛される“幸運の引き寄せ”　小川雅弘流！人にもお金にも愛される“幸運の引き寄せ”　小川雅弘流！人にもお金にも愛される“幸運の引き寄せ”　小川雅弘流！人にもお金にも愛される“幸運の引き寄せ”も、講演会の中でお伝えをしていきます！！

お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先



　２月開催　２月開催　２月開催　２月開催

　２月１１日（祝）　２月１１日（祝）　２月１１日（祝）　２月１１日（祝） 埼玉県川越市埼玉県川越市埼玉県川越市埼玉県川越市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 キムラヤ文具店 貸会議室キムラヤ文具店 貸会議室キムラヤ文具店 貸会議室キムラヤ文具店 貸会議室

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　２月１６日（土）　２月１６日（土）　２月１６日（土）　２月１６日（土） 長崎県諫早市長崎県諫早市長崎県諫早市長崎県諫早市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 諫早市社会福祉会館　2階 多目的ホール諫早市社会福祉会館　2階 多目的ホール諫早市社会福祉会館　2階 多目的ホール諫早市社会福祉会館　2階 多目的ホール

　２月１７日（日）　２月１７日（日）　２月１７日（日）　２月１７日（日） 福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市福岡県福岡市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 リファレンス大博多11Ｆ SMR1107リファレンス大博多11Ｆ SMR1107リファレンス大博多11Ｆ SMR1107リファレンス大博多11Ｆ SMR1107

　２月１８日（月）　２月１８日（月）　２月１８日（月）　２月１８日（月） 佐賀県佐賀市佐賀県佐賀市佐賀県佐賀市佐賀県佐賀市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 佐賀市民活動プラザ 会議室D＋Ｅ佐賀市民活動プラザ 会議室D＋Ｅ佐賀市民活動プラザ 会議室D＋Ｅ佐賀市民活動プラザ 会議室D＋Ｅ

　２月１９日（火）　２月１９日（火）　２月１９日（火）　２月１９日（火） 大分県日田市大分県日田市大分県日田市大分県日田市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 日田市総合体育館（予定）日田市総合体育館（予定）日田市総合体育館（予定）日田市総合体育館（予定）

　２月２０日（水）　２月２０日（水）　２月２０日（水）　２月２０日（水） 宮崎県宮崎市宮崎県宮崎市宮崎県宮崎市宮崎県宮崎市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 宮日会館　10階　第1会議室宮日会館　10階　第1会議室宮日会館　10階　第1会議室宮日会館　10階　第1会議室

　２月２１日（木）　２月２１日（木）　２月２１日（木）　２月２１日（木） 鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市鹿児島県鹿児島市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 宝山ホール 第5会議室宝山ホール 第5会議室宝山ホール 第5会議室宝山ホール 第5会議室

　２月２２日（金）　２月２２日（金）　２月２２日（金）　２月２２日（金） 熊本県熊本市熊本県熊本市熊本県熊本市熊本県熊本市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 熊本市国際交流会館4F 第2会議室熊本市国際交流会館4F 第2会議室熊本市国際交流会館4F 第2会議室熊本市国際交流会館4F 第2会議室

　２月２３日（土）　２月２３日（土）　２月２３日（土）　２月２３日（土） 福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市福岡県北九州市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 TKP小倉駅前カンファレンスセンターTKP小倉駅前カンファレンスセンターTKP小倉駅前カンファレンスセンターTKP小倉駅前カンファレンスセンター

　２月２４日（日）　２月２４日（日）　２月２４日（日）　２月２４日（日） 山口県下松市山口県下松市山口県下松市山口県下松市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 スターピア下松スターピア下松スターピア下松スターピア下松

　３月開催　３月開催　３月開催　３月開催

　３月１日（金）　３月１日（金）　３月１日（金）　３月１日（金） 島根県出雲市島根県出雲市島根県出雲市島根県出雲市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ビッグハート出雲 茶のスタジオビッグハート出雲 茶のスタジオビッグハート出雲 茶のスタジオビッグハート出雲 茶のスタジオ

　３月２日（土）　３月２日（土）　３月２日（土）　３月２日（土） 広島県広島市広島県広島市広島県広島市広島県広島市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 広島市東区民文化センター3階 大会議室広島市東区民文化センター3階 大会議室広島市東区民文化センター3階 大会議室広島市東区民文化センター3階 大会議室

　３月３日（日）　３月３日（日）　３月３日（日）　３月３日（日） 岡山県岡山市岡山県岡山市岡山県岡山市岡山県岡山市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 岡山国際交流センター 5F 会議室1岡山国際交流センター 5F 会議室1岡山国際交流センター 5F 会議室1岡山国際交流センター 5F 会議室1

　３月１４日（木）　３月１４日（木）　３月１４日（木）　３月１４日（木） 鳥取県鳥取市鳥取県鳥取市鳥取県鳥取市鳥取県鳥取市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 とりぎん文化会館とりぎん文化会館とりぎん文化会館とりぎん文化会館

　３月１５日（金）　３月１５日（金）　３月１５日（金）　３月１５日（金） 兵庫県西宮市兵庫県西宮市兵庫県西宮市兵庫県西宮市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 西宮市民会館（予定）西宮市民会館（予定）西宮市民会館（予定）西宮市民会館（予定）

　３月３０日（土）　３月３０日（土）　３月３０日（土）　３月３０日（土） 和歌山県新宮市和歌山県新宮市和歌山県新宮市和歌山県新宮市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

　３月３１日（日）　３月３１日（日）　３月３１日（日）　３月３１日（日） 奈良県橿原市奈良県橿原市奈良県橿原市奈良県橿原市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 内膳町自治会館 すみれホール 5階 多目的ホール内膳町自治会館 すみれホール 5階 多目的ホール内膳町自治会館 すみれホール 5階 多目的ホール内膳町自治会館 すみれホール 5階 多目的ホール

　４月開催　４月開催　４月開催　４月開催

　４月１日（月）　４月１日（月）　４月１日（月）　４月１日（月） 京都府京都市京都府京都市京都府京都市京都府京都市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 京都府立総合社会福祉会館　ハートピア京都 第3会議室京都府立総合社会福祉会館　ハートピア京都 第3会議室京都府立総合社会福祉会館　ハートピア京都 第3会議室京都府立総合社会福祉会館　ハートピア京都 第3会議室

　４月２日（火）　４月２日（火）　４月２日（火）　４月２日（火） 滋賀県大津市滋賀県大津市滋賀県大津市滋賀県大津市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ピアザ淡海 203会議室ピアザ淡海 203会議室ピアザ淡海 203会議室ピアザ淡海 203会議室

　４月１０日（水）　４月１０日（水）　４月１０日（水）　４月１０日（水） 新潟県新潟市新潟県新潟市新潟県新潟市新潟県新潟市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

　４月１５日（月）　４月１５日（月）　４月１５日（月）　４月１５日（月） 静岡県浜松市静岡県浜松市静岡県浜松市静岡県浜松市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 アクトシティ研修交流センター 401会議室アクトシティ研修交流センター 401会議室アクトシティ研修交流センター 401会議室アクトシティ研修交流センター 401会議室    

　４月２７日（土）　４月２７日（土）　４月２７日（土）　４月２７日（土） 福島県郡山市福島県郡山市福島県郡山市福島県郡山市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ビックパレット福島（予定）ビックパレット福島（予定）ビックパレット福島（予定）ビックパレット福島（予定）

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　４月２８日（日）　４月２８日（日）　４月２８日（日）　４月２８日（日） 宮城県仙台市宮城県仙台市宮城県仙台市宮城県仙台市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 エル・ソーラ仙台（予定）エル・ソーラ仙台（予定）エル・ソーラ仙台（予定）エル・ソーラ仙台（予定）

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　４月２９日（祝）　４月２９日（祝）　４月２９日（祝）　４月２９日（祝） 岩手県盛岡市岩手県盛岡市岩手県盛岡市岩手県盛岡市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 アイーナ いわて県民情報交流センター 会議室802アイーナ いわて県民情報交流センター 会議室802アイーナ いわて県民情報交流センター 会議室802アイーナ いわて県民情報交流センター 会議室802

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　５月開催　５月開催　５月開催　５月開催

　５月１日（祝）　５月１日（祝）　５月１日（祝）　５月１日（祝） 青森県八戸市青森県八戸市青森県八戸市青森県八戸市 １８：００～２０：３０　１８：００～２０：３０　１８：００～２０：３０　１８：００～２０：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　５月２日（祝）　５月２日（祝）　５月２日（祝）　５月２日（祝） 秋田県秋田市秋田県秋田市秋田県秋田市秋田県秋田市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 秋田市民交流プラザ 洋室C秋田市民交流プラザ 洋室C秋田市民交流プラザ 洋室C秋田市民交流プラザ 洋室C

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　５月３日（祝）　５月３日（祝）　５月３日（祝）　５月３日（祝） 山形県山形市山形県山形市山形県山形市山形県山形市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 山形テルサ（予定）山形テルサ（予定）山形テルサ（予定）山形テルサ（予定）

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　５月４日（祝）　５月４日（祝）　５月４日（祝）　５月４日（祝） 茨城県水戸市茨城県水戸市茨城県水戸市茨城県水戸市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 茨城県立県民文化センター 茨城県立県民文化センター 茨城県立県民文化センター 茨城県立県民文化センター 集集集集会室1会室1会室1会室1    

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　５月５日（祝）　５月５日（祝）　５月５日（祝）　５月５日（祝） 栃栃栃栃木県木県木県木県宇宇宇宇都宮市都宮市都宮市都宮市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　５月６日（祝）　５月６日（祝）　５月６日（祝）　５月６日（祝） 群馬群馬群馬群馬県前県前県前県前橋橋橋橋市市市市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 群馬群馬群馬群馬会館 会館 会館 会館 地地地地階　第1会議室階　第1会議室階　第1会議室階　第1会議室

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　５月７日（火）　５月７日（火）　５月７日（火）　５月７日（火） 山山山山梨梨梨梨県県県県甲甲甲甲府市府市府市府市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 かかかかいていていていてららららす（山す（山す（山す（山梨梨梨梨県県県県地地地地場場場場産業産業産業産業センター）2階 大会議室センター）2階 大会議室センター）2階 大会議室センター）2階 大会議室

　５月８日（水）　５月８日（水）　５月８日（水）　５月８日（水） 長長長長野野野野県長県長県長県長野野野野市市市市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 長長長長野野野野市市市市権堂権堂権堂権堂イーストプラザ市民交流センター （予定）イーストプラザ市民交流センター （予定）イーストプラザ市民交流センター （予定）イーストプラザ市民交流センター （予定）

　※開催す　※開催す　※開催す　※開催するるるる会場会場会場会場名や名や名や名やタイムスタイムスタイムスタイムスケケケケジジジジュュュュールールールールにつにつにつについていていていてはははは、、、、随時随時随時随時、、、、更更更更新新新新をしをしをしをしていていていていまままますすすす。。。。

　　 　　 　　 　　 最最最最新の情報新の情報新の情報新の情報につにつにつについていていていてはははは、、、、公式公式公式公式ホームホームホームホームペペペページージージージ『『『『144000144000144000144000.jp』で検索をし.jp』で検索をし.jp』で検索をし.jp』で検索をして、て、て、て、詳細をご確認くださ詳細をご確認くださ詳細をご確認くださ詳細をご確認くださいいいい。。。。

★全国の講演会＆説明会のスケジュール★★全国の講演会＆説明会のスケジュール★★全国の講演会＆説明会のスケジュール★★全国の講演会＆説明会のスケジュール★



　５月開催　５月開催　５月開催　５月開催

　５月２０日（月）　５月２０日（月）　５月２０日（月）　５月２０日（月） 千葉千葉千葉千葉県佐倉市県佐倉市県佐倉市県佐倉市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

　５月２１日（火）　５月２１日（火）　５月２１日（火）　５月２１日（火） 神神神神奈川県奈川県奈川県奈川県相模相模相模相模原市原市原市原市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

　５月２４日（金）　５月２４日（金）　５月２４日（金）　５月２４日（金） 沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県那覇那覇那覇那覇市市市市 １８：００～２０：００　１８：００～２０：００　１８：００～２０：００　１８：００～２０：００　 沖縄沖縄沖縄沖縄県県県県男女共男女共男女共男女共同同同同参画参画参画参画センター てセンター てセンター てセンター てぃるるぃるるぃるるぃるる（予定）（予定）（予定）（予定）

　６月開催　６月開催　６月開催　６月開催

　６月１日（土）　６月１日（土）　６月１日（土）　６月１日（土） 三重三重三重三重県県県県伊勢伊勢伊勢伊勢市市市市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

　６月２日（日）　６月２日（日）　６月２日（日）　６月２日（日） 岐阜岐阜岐阜岐阜県県県県岐阜岐阜岐阜岐阜市市市市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

　６月３日（月）　６月３日（月）　６月３日（月）　６月３日（月） 富富富富山県山県山県山県富富富富山市山市山市山市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

　６月４日（火）　６月４日（火）　６月４日（火）　６月４日（火） 石石石石川県金川県金川県金川県金沢沢沢沢市市市市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

　６月５日（水）　６月５日（水）　６月５日（水）　６月５日（水） 福福福福井井井井県福県福県福県福井井井井市市市市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 福福福福井井井井市市市市地域地域地域地域交流プラザ（予定）交流プラザ（予定）交流プラザ（予定）交流プラザ（予定）

　７月開催　７月開催　７月開催　７月開催

　７月６日（土）　７月６日（土）　７月６日（土）　７月６日（土） 高知高知高知高知県県県県高知高知高知高知市市市市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 土佐土佐土佐土佐養生庭養生庭養生庭養生庭    加尾加尾加尾加尾のののの庭庭庭庭

★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！★村中愛 副会長もコラボ登壇！

　９月開催　９月開催　９月開催　９月開催

　９月５日（木）　９月５日（木）　９月５日（木）　９月５日（木） 愛愛愛愛媛媛媛媛県松山市県松山市県松山市県松山市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 愛愛愛愛媛媛媛媛県県県県生生生生活文化センター（予定）活文化センター（予定）活文化センター（予定）活文化センター（予定）

　９月７日（土）　９月７日（土）　９月７日（土）　９月７日（土） 香香香香川県川県川県川県高高高高松市松市松市松市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中※現在、会場取得中

　９月８日（日）　９月８日（日）　９月８日（日）　９月８日（日） 徳徳徳徳島県島県島県島県徳徳徳徳島市島市島市島市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 ととととくくくくぎんトぎんトぎんトぎんトモニモニモニモニプラザ（予定）プラザ（予定）プラザ（予定）プラザ（予定）

　９月２８日（土）　９月２８日（土）　９月２８日（土）　９月２８日（土） 北海北海北海北海道札幌道札幌道札幌道札幌市市市市 １３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　１３：３０～１６：３０　 サッサッサッサッポロポロポロポロビアビアビアビアガガガガーーーーデデデデン ン ン ン ポポポポプラ館プラ館プラ館プラ館

　※開催す　※開催す　※開催す　※開催するるるる会場会場会場会場名や名や名や名やタイムスタイムスタイムスタイムスケケケケジジジジュュュュールールールールにつにつにつについていていていてはははは、、、、随時随時随時随時、、、、更更更更新新新新をしをしをしをしていていていていまままますすすす。。。。

　　 　　 　　 　　 最最最最新の情報新の情報新の情報新の情報につにつにつについていていていてはははは、、、、公式公式公式公式ホームホームホームホームペペペページージージージ『『『『144000144000144000144000.jp』で検索をし.jp』で検索をし.jp』で検索をし.jp』で検索をして、て、て、て、詳細をご確認くださ詳細をご確認くださ詳細をご確認くださ詳細をご確認くださいいいい。。。。

　※　※　※　※全全全全国会場、国会場、国会場、国会場、講演講演講演講演会開会開会開会開始始始始前の前の前の前の午午午午前１０前１０前１０前１０時から時から時から時から、会場、会場、会場、会場最寄最寄最寄最寄の場の場の場の場所で“所で“所で“所で“おおおお詫び詫び詫び詫び文流文流文流文流し”をし”をし”をし”を行い行い行い行いまままますすすす。。。。

　　　　　　　　詳細につ詳細につ詳細につ詳細についていていていてはははは、、、、公式公式公式公式ホームホームホームホームペペペページージージージ『『『『144000144000144000144000.jp』に.jp』に.jp』に.jp』にててててご確認ご確認ご確認ご確認いいいいただくかただくかただくかただくか、実行委員会、実行委員会、実行委員会、実行委員会までまでまでまでお問い合わせお問い合わせお問い合わせお問い合わせくださくださくださくださいいいい。。。。

　氏 名 　お子様の氏 名

　〒　〒　〒　〒

 ※ ※ ※ ※学生学生学生学生のののの方を方を方を方をおおおお連連連連れれれれになるになるになるになる場合場合場合場合はははは、お、お、お、お名名名名前の前の前の前の右欄にそ右欄にそ右欄にそ右欄にそのののの方方方方のおのおのおのお名名名名前前前前をご記入をご記入をご記入をご記入いいいいただきただきただきただき、、、、学生に○をし学生に○をし学生に○をし学生に○をしておておておてお送送送送りりりりくださくださくださくださいいいい。。。。

　世界144,000人の平和の祈り実行委員会　　世界144,000人の平和の祈り実行委員会　　世界144,000人の平和の祈り実行委員会　　世界144,000人の平和の祈り実行委員会　住所住所住所住所：：：：高知高知高知高知県県県県高知高知高知高知市市市市ははははりりりりまやまやまやまや町1町1町1町1----7777----7 川村ビル4階　T7 川村ビル4階　T7 川村ビル4階　T7 川村ビル4階　TELELELEL：088：088：088：088----882882882882----1081108110811081

お名前

ご住所

フリガナ

メール

アドレス

希望の会場を

ご記入ください

　　月　　　　　日開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場　　月　　　　　日開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場　　月　　　　　日開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場　　月　　　　　日開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会場

TEL番号 　　　　　　　－　　　　　　　　－ FAX番号 　　　　　　　－　　　　　　　　－

　参加費振込口座 ： みずほ銀行　高知支店　普通　１８００２５５　カ）クリーク　代表取締役　小川雅弘　参加費振込口座 ： みずほ銀行　高知支店　普通　１８００２５５　カ）クリーク　代表取締役　小川雅弘　参加費振込口座 ： みずほ銀行　高知支店　普通　１８００２５５　カ）クリーク　代表取締役　小川雅弘　参加費振込口座 ： みずほ銀行　高知支店　普通　１８００２５５　カ）クリーク　代表取締役　小川雅弘

その他のご希望 □　懇親会の参加を希望 　　□　小川雅弘の書籍の購入を希望□　懇親会の参加を希望 　　□　小川雅弘の書籍の購入を希望□　懇親会の参加を希望 　　□　小川雅弘の書籍の購入を希望□　懇親会の参加を希望 　　□　小川雅弘の書籍の購入を希望

該当する

申込に

○

通常通常通常通常のののの申込申込申込申込

５,５００５,５００５,５００５,５００円円円円

ここここれれれれまでまでまでまでの平和の祈りの平和の祈りの平和の祈りの平和の祈りでででで

祈祈祈祈願願願願木木木木ややややおわおわおわおわびびびび文文文文を書を書を書を書いていていていて

ご協力をご協力をご協力をご協力をいいいいただただただただいいいいた方た方た方た方　５,０００　５,０００　５,０００　５,０００円円円円

学生学生学生学生　　　　無料招待無料招待無料招待無料招待！！！！

小・中・小・中・小・中・小・中・高高高高・大・大・大・大学生学生学生学生

専門学専門学専門学専門学・大・大・大・大学院学院学院学院・・・・留学生留学生留学生留学生

★全国の講演会＆説明会のスケジュール★★全国の講演会＆説明会のスケジュール★★全国の講演会＆説明会のスケジュール★★全国の講演会＆説明会のスケジュール★


