
　世界144,000人の平和の祈りがスタートし、2020年で5年目を迎え

　いよいよ最後の開催の年です。たくさんの応援に感謝申し上げます。

　5年目の最後の年は、原点に戻り、純粋に、世界平和の祈りを集め、

　同じ時、同じ意識、同じ想いにて、宇宙の平和へ投げかけていきます。

　2020年は20と20が重なる珍しい年です。良いことも、悪いことも、

　重なり合うように、次々と起こっていくような年、といわれています。

　油断は禁物です。そのためにも、しっかりとした『指針』を考えて持っておくことが必要なのです。
.
　『如何に生きるか？』が今年のテーマです！これまで過去4年間の全国講演会でお話をしてきた

　『備蓄すること』・『自給自足を始めること』・『断捨離すること』は、未来に生き残っていくための術。

　また、皆様おひとりお一人の金運が上がっていく方法を、2020年の最後の講演会でお伝えします。

　“祈り”とは、人類の愛と希望のシンボルでもあり、これからの人類の意識が

　変革・進化していくために、最も身近で、最も善意に基づいたものであり、

　多くの意思や意識を共有するこのできる行動である、という理念からスタートしました。

　2020年の活動は、100年や1000年後の子供たちに明るく希望ある地球を残す祈りです。

【主催】
ＮＰＯ法人世界平和の祈り

【後援】
株式会社 クリーク
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！２０２０年は最後の集大成！

お問い合わせ先

★土佐経済同友会 代表幹事
★ＮＰＯ法人世界平和の祈り 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、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？



●２月開催●

２月１５日（土） 長崎県諫早市 １３：３０～１６：３０　 諫早市社会福祉会館　２階　多目的ホール

２月１６日（日） 宮崎県宮崎市 １３：３０～１６：３０　 ニューウェルシティ宮崎　２階　松竹

２月１７日（月） 鹿児島県鹿児島市 １３：３０～１６：３０　 姶良市文化会館・加音ホール　第５会議室

２月１８日（火） 熊本県熊本市 １３：３０～１６：３０　 熊本市国際交流会館　第２会議室

２月１９日（水） 佐賀県佐賀市 １３：３０～１６：３０　 ※会場取得中

２月２０日（木） 大分県日田市 １３：３０～１６：３０　 ＳＬＯＷｃａｆｅ（スローカフェ）

２月２１日（金） 山口県下関市 １３：３０～１６：３０　 海峡メッセ下関　８０５

２月２２日（土） 福岡県北九州市 １３：３０～１６：３０　 AIM（北九州輸入促進センター）KIPROホール

２月２３日（祝） 広島県東広島市 １３：３０～１６：３０　 東広島芸術文化ホールくらら　２１２文化講座会議室

２月２４日（祝） 岡山県岡山市 １３：３０～１６：３０　 オルガホール　４階会議室　スタディールーム

２月２９日（土） 愛媛県伊予郡 １３：３０～１６：３０　 松前総合文化センター　３階視聴覚室

●３月開催●

３月４日（水） 茨城県水戸市 １２：３０～１５：００　 茨城県総合福祉会館

３月４日（水） 栃木県宇都宮市 １８：００～２０：３０　 ららカフェ　貸し会議室

３月５日（木） 新潟県新潟市 　９：３０～１２：００　 駅南貸会議室KENTO ROOMＥ

３月５日（木） 群馬県高崎市 １８：００～２０：３０　 高崎白銀ビル　第３会議室

３月６日（金） 長野県長野市 　９：３０～１２：００　 長野市権堂イーストプラザ市民交流センター

３月６日（金） 山梨県甲府市 １８：００～２０：３０　 山梨県立図書館　交流ルーム２０１

３月７日（土） 埼玉県川越市 １８：００～２０：３０　 東上パールビルヂング

３月８日（日） 千葉県船橋市 　９：３０～１２：００　 船橋市勤労市民センター　第１会議室

３月８日（日） 神奈川県川崎市 １６：００～１９：００　 TKPスター貸会議室　川崎駅前　４Ｂ

３月１３日（金） 福島県郡山市 １２：００～１５：００　 けんしん郡山文化センター５F　特別会議室

３月１３日（金） 山形県山形市 １８：００～２０：３０　 山形テルサ

３月１４日（土） 宮城県仙台市 　９：３０～１２：００　 エル・ソーラ仙台 大研修室

３月１４日（土） 岩手県盛岡市 １８：００～２０：３０　 アイーナ　会議室７０１号

３月１５日（日） 秋田県秋田市 　９：３０～１２：００　 秋田県JAビル　第２小会議室

３月１５日（日） 青森県八戸市 １８：００～２０：３０　 八戸商工会議所　４Ｆ　小会議室

３月１６日（月） 北海道札幌市 １８：００～２０：３０　 さっぽろテレビ塔　２階　しらかば

３月２０日（祝） 富山県富山市 　９：３０～１２：００　 ※会場取得中

３月２０日（祝） 石川県金沢市 １８：００～２０：３０　 ※会場取得中

３月２１日（土） 福井県福井市 　９：３０～１２：００　 福井市地域交流プラザ　６Ｆ　６０６会議

３月２１日（土） 岐阜県岐阜市 １８：００～２０：３０　 岐阜市文化センター　第１会議室

３月２２日（日） 静岡県浜松市 　９：３０～１２：００　 クリエート浜松

３月２２日（日） 愛知県名古屋市 １８：００～２０：３０　 貸し会議室イールーム　名古屋駅前Ａ

３月２４日（火） 京都府京都市 １１：３０～１４：００　 ※会場取得中

３月２４日（火） 滋賀県大津市 １８：００～２０：３０　 ピアザ淡海　２０２会議室

３月２５日（水） 三重県伊勢市 　９：３０～１２：００　 神宮会館　講堂第２会議室

３月２５日（水） 奈良県奈良市 １８：００～２０：３０　 奈良商工会議所　地下Ｅ室

３月２６日（木） 和歌山県和歌山市 　９：３０～１２：００　 和歌山県ＪＡビル

３月２６日（木） 大阪府大阪市 １８：００～２０：３０　 エル大阪　南館　南７２

３月２７日（金） 兵庫県西宮市 　９：３０～１２：００　 西宮市民会館　５０２会議室

３月２７日（金） 鳥取県鳥取市 １８：００～２０：３０　 とりぎん文化会館　第４会議室

３月２８日（土） 島根県出雲市 　９：３０～１２：００　 ビッグハート出雲 レセプションスペース

●４月開催●

４月５日（日） 香川県丸亀市 　９：３０～１２：００　 丸亀市生涯学習センター　講座室４

４月５日（日） 徳島県徳島市 １８：００～２０：３０　 ※会場取得中

●５月以降の開催●

５月３０日（土） 沖縄県那覇市 １５：００～１８：００　 ※会場取得中

　７月４日（土） 高知県高知市 １３：３０～１６：３０　 土佐養生庭 加尾の庭 エステ

和食割烹“食の仕事人 源流”オーナー。 スピリチュアルカウンセラー★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★和食割烹“食の仕事人 源流”オーナー。 スピリチュアルカウンセラー★全国の講演会＆説明会のスケジュール★



　10月3日（土） 　10月4日（日）

　12:30～ ユネスコ登録のジオパークを自由散策

　13:00 わだつみの清め（代表者のみ）

わたしのしあわせ をテーマにして

みんなのしあわせを考えるための

シンポジウムに参加をします。

『しあわせの手紙』アワードの

　3日（土）の高知市内宿泊ホテル代（禁煙シングル）、平和の祈り参加費（祈願木・お詫び文・明星来影寺入山料など含む）
　3食つき（3日夜＆4日朝・昼）、2日目の観光バスチャーター代、3日（土）「土佐の日」大懇親会の参加費

★キャンセル料の規定があります。21日前～50％、10日前～全額です。 なお、天候等によるスケジュール変更があります。

世界平和と新しい社会の創造の早期実現のため
高知県室戸市で開催を続けた平和の祈りの行事、
“炎の祈り” “わだつみの清め”も2020年が最後。
1人でも多くの方のご参加をお待ちしております。
皆様で、最後のお焚き上げを行いましょう！！

　午前中

　18:00～ 土佐のしあわせ「土佐の日」大懇親会 　19:00頃 高知駅到着＆解散＜予定＞

　21:30頃 大縁会の中締め　各自ホテルへ 　19:30頃 加尾の庭に到着＆解散＜予定＞

発表と表彰式も取り行います。

　18:00頃 高知龍馬空港到着＆解散＜予定＞

　15:30 解散

　15:00 世界同時刻の平和の祈り

　15:00 得月楼 に各自集合

　15:00～ 土佐の日シンポジウムに参加

フリータイムでお過ごしください。 　10:05～ 炎の祈り（全員でお焚き上げ）

　12:00～ 昼食会場にて、ランチを堪能

各自手配していただいた交通手段で 　7:30 宿泊ホテルロビーに集合

午前中のうちに高知市内へ移動 　9:45 明星来影寺（炎の祈り）会場到着

高知市内を自由散策・観光する 　10:00 世界144,000人の平和の祈り 開会式

★全国の講演会＆説明会のお申込み★和食割烹“食の仕事人 源流”オーナー。和食割烹“食の仕事人 源流”オーナー。

イベントのタイムスケジュールとお申込みについて



※最新の情報については、公式ホームページ『144000.jp』で検索をして、詳細をご確認ください。

　氏 名 　お子様の氏 名

　〒

※学生の方をお連れになる場合は、お名前の右欄にその方のお名前をご記入いただき、学生に○をしてお送りください。

※最新の情報については、公式ホームページ『144000.jp』で検索をして、詳細をご確認ください。

　氏 　名

　〒

ＴＥＬ：０８８－８５４－７７５５　　ＦＡＸ：０８８－８５６－９１１３　　Ｅ-mail：pray@144000.jp

お申込み
お問い合わせ

ＮＰＯ法人 世界平和の祈り 〒780-0822 高知県高知市はりまや町1-7-7 川村ビル6階

18：00頃 高知龍馬空港　・　19：00頃 ＪＲ高知駅　・　19：30 加尾の庭（自家用車の方）

現時点での予定 10/2（金）前泊予定　　 ・ 10/4（日）後泊予定

その他のご希望
ツイン部屋手配など

生年月日
傷害保険に加入します

食べ物の
アレルギー

解散場所
希望に○

TEL番号 － － FAX番号 － －

メール
アドレス

フリガナ

参加者の
お名前

ご住所

フリガナ

お名前

ご住所

TEL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

－ －

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

該当する
申込に

○

通常の申込
５,５００円

これまでの平和の祈りで
祈願木やおわび文を書いて

ご協力をいただいた方　５,０００円

学生　無料招待！
小・中・高・大学生

専門学・大学院・留学生

FAX番号

和食割烹“食の仕事人 源流”オーナー。 スピリチュアルカウンセラー

★全国の講演会＆説明会のお申込み★和食割烹“食の仕事人 源流”オーナー。和食割烹“食の仕事人 源流”オーナー。

和食割烹“食の仕事人 源流”オーナー。 スピリチュアルカウンセラー

★10/3・4の平和の祈りツアーお申込み★


