
ジェネシスジャパン

秋の創造セミナー

主講師　安藤和子（理学博士：前クリエーション・リサーチ・ジャパン会長）

■  サキソフィーンライブ／合唱指導　鈴木貴則

日　程　2013 年 10 月 29 〜 31 日

会　場　ホテルグリーンプラザ白馬
                  

主催：ジェネシスジャパン　　共催：SYME(Word of Life Japan)

後援：新生宣教団 •CGNTV• ツラノ書院 • チアにっぽん •Ahsic•
　　　いのちありがとうの会 • クリエーションリサーチジャパン

創 造 主 の 知 恵 ・ 人 の 知 恵　テーマ



秋の北アルプスで

自然を満喫しながら

創造主の恵みを味わい、

感謝を覚える時となることを

願っています。
　　

各種割引
早割（9 月末迄のお振込）1000 円引
牧師・教職者割　2000 円引

　　　　   プログラム

↑ 100 種類の和洋中バイキング＆客前料理

↓大浴場ホテル大浴場「湯プラザ」。北アルプス山麓
の地下 1,221m から湧き出る源泉は、重曹泉で炭酸
水素イオンが豊富です。この黄白濁湯をジャグジー、
大風呂、寝湯等の 11種類の湯船でお楽しみ下さい。

■　主講師　安藤　和子（理学博士：生物化学）

■  サキソフィーンライブ／合唱指導
　鈴木　貴則　サキソフォーン奏者・音楽講師
　　　　　　　　　　  基督兄弟団水戸教会会員

■講師　
　宇佐神正海（医学／ジェネシスジャパン名誉会長）

　宇佐神　実（創造論全般／ジェネシスジャパン会長）

　山本　哲也（古生物学／ジェネシスジャパン副会長）

　青木　靖彦（牧師／ジェネシスジャパン評議員）

　J. カフマン（宣教師／ジェネシスジャパン評議員）

略歴：前クリエーション・リサーチ・ジャパ
　　ン会長・現顧問、京都インターナショナ
　　ル大学前生物学部長・現名誉教授、元カ
　　リフォルニア大学バークレー校助教授、
　　元メル・ダウ研究所科学部長

2012 年セミナーの集合写真



■　　2 日目午後：秋の白馬を散策します。紅葉の時期
　　　　　　とぶつかれば、見事な紅葉を楽しめます。

■　会場　ホテルグリーンプラザ白馬

　　　〒 399-9422 長野県北安曇郡小谷村千国乙 12860-1

■  10 月 29-31 日　２泊６食 　　　 　　一般　24,000 円
　　　　　　　　　　　　ジェネシスジャパン会員  22,000 円
■　格安チャーターバス有り※

　　　　　大阪駅 （8 時発） ←→ホテル往復　　8,000 円
　　　　　東京駅 （9 時発） ←→ホテル往復　　7,000 円
　　　　　※定員になり次第閉め切らせていただきます。

■申込方法／問合せ先
１． 申込み用紙にご記入のうえ、 FAX または郵送ください。
２． お振込先　　一般財団法人　ジェネシスジャパン 　
　　　　　　　　　　　郵便振替  ００３５０－７－３３６４  
　　　　　　　　　　　ゆうちょ銀行　１０６２０－２７４８４７１１ 

　　　　　　　　　　　常陽銀行　長岡支店　普通　１４５７５９９

ジェネシスジャパン
tel 029-292-9621 fax 03-6862-8340　
＜電車でお越しの場合＞大糸線　南小谷駅下車
　　千葉・新　宿⇒南小谷駅★　中央本線特急　あずさ３号　3時間 39 分	
　　（↑南小谷駅まで車中、湖のほとりを通過する絶景ポイントです！）
　　大　阪⇒名古屋　　新幹線 52分	
　　名古屋⇒南小谷★　中央本線特急 3時間 45 分
　　大　阪⇒糸魚川　　北陸本線特急 4時間 18 分
　　糸魚川	⇒南小谷★　大糸線 56分
　　★南小谷駅⇔ホテル間、無料送迎バスがあります（要予約）	
＜お車でお越しの場合＞
　　中央自動車道経由
　　長野自動車道	 豊科 I.C	⇒ R148 号　約 1時間 30 分
　　上信越自動車道　長野 I.C	⇒ R19 号・R148 号　約 1時間 30 分
　　北陸自動車道経由　糸魚川 I.C	⇒ R148 号　約 50 分

　

 
　

ジェネシスジャパン

秋の創造セミナー申込書

fax03-6862-8340
e-mail:info@genesisjapan.com

--------------------------------------------------------------------------------------------

                          201　　年　　　月　　日

--------------------------------------------------------------------------------------------

代表者お名前（フリガナ） name 　　 　

（　　　                                　        　　　）         

--------------------------------------------------------------------------------------------

代表者ご住所　address　　　　　　　　　　　　　

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

--------------------------------------------------------------------------------------------

代表者　連絡先電話（携帯可）　phone or cell　

　　　　　　　　（　　　　　　　）

　　　　E-mail             　　                  @       　　　　　　

--------------------------------------------------------------------------------------------

教会または学校／組織名　 organization　 

--------------------------------------------------------------------------------------------

お名前（フリガナ）     name     　　年齢 age（　　　　　才）　

（　　　                                　        　　　）

--------------------------------------------------------------------------------------------

お名前（フリガナ）     name     　　年齢 age（　　　　　才）　

（　　　                                　        　　　）

---------------------------------------------------------------------------------------------

お名前（フリガナ）     name     　　年齢 age（　　　　　才）　

（　　　                                　        　　　）

--------------------------------------------------------------------------------------------

※欄が足りない場合は、別紙にて名簿を頂ければ結構です。

--------------------------------------------------------------------------------------------

□一般（非会員）　

　　　　　　　登録＆参加費　　   　人数　　  合計 total

□大人　　　　　24000 　　　　x (           ) = (             　   )　

□バス代合計　　　　　　　　　 　(           ) = (             　   )　

　　　　　　　　　　　  　お振込 total　　　　　　       　

--------------------------------------------------------------------------------------------

□　ジェネシスジャパン会員　member   

　　　　　　　登録＆参加費　　   　人数　　  合計 total

□大人　　　　　22000 　　　　x (           ) = (             　   )　

□バス代合計　　　　　　　　　 　(           ) = (             　   )　

　　　　　　　　　　　  　お振込 total　　　　　　       　

-------------------------------------------------------------------------------------------

バス申込　　　　　　　　　　　　　　人数　　　　　　　

□大阪発　　　　　　　　□東京発　　　（　　　）　　

各種割引
早割（9 月末迄のお振込）1000 円引
牧師・教職者割　2000 円引

　　　　   プログラム

安藤和子博士の講演抄録
■講演①　キリンの首、ゾウの鼻
　長くしなやかで頑丈なキリンの首、強靱な心臓、すばらしいいのちが体
全体に統率されています。ゾウの鼻はいのちを支える万能器官で、呼吸・手・
鋭敏な嗅覚・ 触覚・武器 ･ コミュニケーションなど多様な機能をもってい
ます。創造主はそれぞれの生き物を特別に造られました。

■講演②　いのちは血の中に
　いのちの源である血液は、血管と心臓・肺の連携による生命維持のメカ
ニズムです。また体に異常が生じると修復する機能があり、健康を維持で
きるすばらしいしくみです。

■講演③　脳死は人の死か？
　一般に臓器移植は善と宣伝され、そのために脳死判定がなされています。
知識人の見解と 臓器移植の実態を紹介し、実際の問題点を考えます。臓器
移植は、人体の個々の臓器を部品と見なして交換する技術です。聖書から
はどのように考える事ができるでしょう。

■講演④　多機能細胞？ iPS 細 胞
　あらゆる臓器を作り出せると評判の iPS 細胞（人工多能性細胞）。医療の
分野で大きな期待が寄せられ、まるで人類が生命を手中に収めたかのよう
に報道されています。医学的、生物学的視点から、そして聖書の視点から
創造主の業と人の業を考えます。

■講演⑤　科学は主の御手の中に
　「創造科学」という学問分野は成立するのか？　かつて自然科学は聖書に
基づいて発展しましたが、近年のそれは聖書から離れ、放射性同位元素に
よる絶対年代・原子力の平和利用などが唱えられています。私には、まる
でエバの前でうそぶいた serpent（へび）の言い分のように聞こえるのです。
万物の創造主は、最高の科学者で、すべての自然法則を定めることのでき
る科学を超越した方です。創造・キリストの生誕・復活・昇天・救いなど
はすべて「超科学」です。聖書信仰と自然科学を考えましょう。


