４

金 (講)推進部員会議(10:00-12:00)
５

土

早朝行事(細川 講師)(6:00-7:00)
６

日

早朝行事(西手 講師)(6:00-7:00) (青)教区大会(10:00-15:00)
７

月
８

火

消防避難訓練
９

水

流産児供養祭(10:00-12:00)

「皆の願い、流産児の願い、そして世界の願い」

印刷：生長の家奈良県教化部

(白)高田わかくさの集い
(白)祝福訪問 ⑨ (白)祝福訪問 ①加茂
井手 恵美子
(講師：寺川昌代 10:00-14:00) 秦宅(9:30-10:30) 文化会館(13:00-14:00)

（七者と光実議長のみ）

で参加された女性(司会:
金児さんの会社友達)は、
宇治の練成会には参加し
たことはあるものの、教
区練成会は初めて。２日
目夜には、皆でスキップ
しながら楽しそうに歌っ
ていました。感想文を紹
介します。
「皆様が色々と話しかけ
て下さったことが嬉しく
て、奈良の教化部は自他
一体を地でいっている生
長の家そのものと思いま
す。み教えは難しい事で
も特別な事でもない、先
ず楽しむ事。私も今後、
み教えを伝えていくには、
まず“やまと練成会”に
お連れする事だと決意し
ました」
う～ん、嬉しい感想で
す。「み教えを伝えるに
はやまと練成会」、初参
加者からそのような言葉
が聞かれて運営冥利に尽
きます。これは、そのよ
うな練成会にしたいと云
う私たちの「切なる願い」
でもありました。本人の
実相を現したい願いと相
まり、共に神に聞かれた
訳ですね。
更にもう一人、三重か
ら 参 加 さ れ た 男 性 (他 教
区 会 員 )も 宇 治 の 練 成 会
には参加しているとのこ
と。そこで「宇治便り
(７／７)」の私の体験記
事「流産児供養塔で抱か
れる」を何回も読んで

上山 愿朗
地元教区のみ

植森 恵美子
２８ 月 (白)対策部長会議(10:00-12:00)・総連会長会議(13:00-15:20)

「私も同じような問題を
抱えている。因縁を超越
したい。是非、お話を聞
きたい」と参加してくれ
ました。この方も練成会
の愛の雰囲気に感動され
ましたが、色々お話を聞
いてみると、私同様「両
親に流産児がいて、何と
か解決したい」とのこと
でした。
実は、私は最近、電話
等で個人相談を受けると、
ほとんどが「流産児」を
抱えている。私が体験し
ているからそのような方
が集まって来るとも言え
ますが、供養はしていて
も通り一遍の形だけの供
養になっている場合が多
い。そこで、今回( ／
９ )教 化 部 で 「 流 産 児 供
養祭」を実修しようと考
えました。谷口雅春先生
は次のようにお示し下さっ
ています。
「諸家に関わる先祖の御
霊と流産児の御霊とはお
のずから霊位が異なるの
で、それぞれにふさわし
い供養をすることが大切
である」
「求道と伝道のために｣
（２５５頁）
先祖供養は「感謝・報
恩」、流産児供養は「愛
と懺悔」が大切。楠本加
美野先生は、これを受け
て両者を分けて行ったと
ころ、救いが続出したと
いうことです。

皆さん、当日は「愛と
懺悔の気持ち」を表現す
べく、座布団を抱いて
「産み直し」の行も先に
実修しようと思っていま
す。きっと流産児に愛の
気持ちが届くと思います。
これは流産児からみたら
「親に愛して欲しい」と
切なる願いの現れに違い
ありません。これはまさ
に霊界にいる流産児から
私達親への「祈願」では
ないでしょうか。
更に大きく目を広げる
と、世界には紛争や飢餓
があって、不自由極まり
ない生活を強いられてい
る人が大勢います。また
地球上の動植物もその生
態系が徐々に奪われてい
る。本当は全ての人類、
全ての動植物が皆互いに
生かし合い、愛し合いの
世界を求めている、それ
を｢切に願って｣いる。そ
の｢願い｣を受けているの
が、私達「生長の家」で
す。流産児供養も、世界
平和実現も共に「生命尊
重」の運動。それは神様
の切なる願い。
｢す べ て は 神 に 於 い て
一体」の真理を自他とも
に現し、総裁・谷口雅宣
先生が高らかに掲げられ
ている「人類光明化運動・
国際平和信仰運動」を推
進して、
人類･生 類の願い
を実現して参りましょう。

生長の家奈良県教化部ホームページ

http://www.sni-nara.com/index.html

－
閉館日
３１ 木

大神 三智子
100年会館・10:00-11:00)
３０ 水 (白)教区大会会場下見(係長対象

上山 圭伊子
２５ 金 (講)講師光実研修会(10:00-12:00)・母親教室出講講師勉強会(12:55-14:50)

－
閉館日
２４ 木

大江 秀子
(白)富雄わかくさの集い
(講師：堀山明夫 10:00-14:00)
２９ 火

梅田 真珠子
)
早朝行事(辰巳 講師)(6:00-7:00)

幹事会・七者会議(13:00２７ 日

－
２３ 水 (相)会員研修会「幸せな男性のための集い」(10:00-15:00)

※お車で御来場の方は、第二駐車場をご利用下さい

２２ 火 (白)聖歌隊(10:00-12:00)

上山 恵子
早朝行事(丸尾 講師)(6:00-7:00)

(栄)役員･支部長合同会議
(外部 - )
２６ 土

犬伏 啓子
早朝行事(小牧 講師)(6:00-7:00)・早朝講話(籏智 講師)(7:00-8:00)

浦谷 志保
２１ 月

稲森 喜子
代表者会議
１８ 金 (白)聖歌隊(10:00-12:00)

－
閉館日

植松 由実
(白)葛城わかくさの集い(二見集会所
講師:北尾昭 13:30- )
(白)高の原わかくさの集い
秋季大祭
(講師：寺川昌代 10:00-14:00)
(長崎総本山)
早朝行事(林本 講師)(6:00-7:00)
(青)一日見真会(10:00-13:30)
２０ 日

逸崎 匡子

生長の家奈良県教化部はＩＳＯ１４００１に取組んでいます。

「あなたの愛で自然を守ろう」

(白)ならまちわかくさの集い (白)うだ川わかくさの集い
－
(講師：北尾昭 10:00-14:00) (講師：有馬惠子 10:00-14:00)
(白)祝福訪問⑬ｾｲｾ (白)祝福訪問⑮ま
(白)郡山わかくさの集い
１１ 金 (白)聖歌隊(10:00-12:00)
石原 晴美
(講師：汲田克夫 10:00-14:00) ｲﾋﾞﾙ(13:00-14:00) ほろばﾎｰﾙ(14:30早朝行事(堀山講師)(6-7)･早朝講話(各務講師)(7-8) (生)教育フォーラム (白)祝福訪問
石原 佐和子
１２ 土
合同生命学園(14:00-16:00)
(教化部・13:15-15) ⑰辰己宅(9:30-10:30)
早朝行事(幸田講師)(6-7)
(白)祝福訪問 ①奈良県
１３ 日
宇治・月次祭 池田 被左子
文化会館(13:00-14:00)
早朝講話(和田講師)(7-8)

をこの「現象世界」に実
現する為。それが「希望」
とか「願い」として一つ
一つ浮かび上がって来て
いる…。つまり、切なる
願いを実現することは実
相世界を現すこと。ああ、
何と嬉しいことか。なら
ば、遠慮せずどんどん祈
願しましょう。それがこ
の世を善くしていくので
すから。また、祈願は常
時受け付け、教化部でも
祈ります。更に 月には
皆さんの祈願を「○○名
の祈願成就」とまとめて
本部４練成道場へ「神癒
祈願」として出します。
皆さん、実相の善き物
を ど ん ど ん 現 し て 、喜び
の世界を現して参りましょう。
その喜びの世界、 月
の練成会でもいっぱい現
れました。練成会は本来
「実相を現すところ」で
すから、喜びがあって当
然ですね。特に今回は、
和歌山、三重、大阪など
近県から参加者があり、
その方々がまた喜んでく
れました。大阪から一泊
10

奈良教区教化部長・各務洋行

出す人も何人かいて、嬉
しい限りです。
そもそも「切なる願い」
とは何であるか。｢新版
希 望 を 叶 え る 365章 ｣(は
し が き )に は 次 の よ う に
書かれています。
「それ(願い)は自己の
内に既にあるものが内部
から押し上げてくるので
あ っ て … 」 ま た 、 ｢人 生
を 見 つ め て ｣( 頁 )に は
「その実相世界にある善
き物(切なる願い)は…貴
方のところへ行きたくて
待っているのである」と
書かれています。そして、
それを呼び出すのが「祈
り」であると言う訳です。
皆さん、嬉しいですね。
私達が求めているものは、
実は向こうから来たがっ
ている。更にその本源は
「実相世界」であると。
そもそも、私たちが生ま
れて来たのは「実相世界」

12

１９ 土

(相)正副連合会長会議(8:30-

皆さん、山々には紅葉
が映え、稜線もくっきり
見える美しい季節になり
ましたが、如何お過ごし
でしょうか。
さて、新体制になり、
その顔合わせも含めて
月より白鳩会総連別「祝
福祈願」訪問をしていま
す。今までは講習会推進
などの「お願い」が主体
でしたが、今回は反対に
皆さんからの願いを「祈
願」という形で聞きに行
くというものです。する
とこれが大盛況で、祈る
とき、私の手に収まり切
れ な い 程 に 。 ｢今 か ら で
もいいですか」と追加で

11

木

編 集 発 行 人
各 務 洋 行

１７ 木

安井 洋子

３

24

１６ 水

池田 淳子
(白)祝福訪問
(白)祝福訪問
⑥吉川憲子宅(9:30-10:30) ⑯神功集会所(13:00-14:00)
(白)祝福訪問
(白)祝福訪問
(白)祝福訪問
㉓土肥宅(9:30-10:30) ⑧教化部(11:00-12:00) ⑱寺下宅(13:00-14:00)

－

水

(相)壮年層勉強会(13:00-15:00)

松本 美江子
★聖使命集計表
普及誌申込締切

(講)実力向上勉強会(13:00-15:00)

池内 邦子
(白)正副連合会長会議(10:00-15:00)

２

聖使命誠魂奉安御祭(10:00-11:00)

)
先祖供養見真会準備(13:00１４ 月 (白)実行委員総集会(10:00-12:00)

井岡 浩美
(白)聖歌隊(13:00-15:00)

－
文化の日
)・相愛会長全体会議(9:30-11:30)

火

神想観と祈願
(AM 10時～)

11月度奈良教区主要行事開催予定表

安藤 延
(白)祝福訪問
(白)祝福訪問
㉑弘徳道場(10:30-11:30) ⑪今村宅(13:00-14:00)

１

－
(白)伝道セミナー(12:45-14:45)
先祖供養見真会(10:00-12:00)
１５ 火

閉館日

１０ 木

－
)
(講)正副会長会議(11:00-

曜

10

発 行 所
生長の家奈良県教化部
〒639-1016
大和郡山市城南町2番35号
電話(0743)53-0518番
FAX (0743)54-5210番
相愛会専用℡(0743)54-6284
白鳩会専用℡(0743)53-4608
青年会専用℡(0743)54-0284
地方講師会℡(0743)53-0550
栄 え る 会℡(0743)54-0510

担当

事
日

行

平成28年11月1日(皇紀2676年)(１０)

ニューライフ
第７２３号
平成28年11月1日(皇紀2676年)

ニューライフ
(１)第７２３号

組織だより

活動は日本の壮年層全てを
明るく楽しい生長の家の生
活へ導くことを目標に人類
光明化運動に、これからも
邁進致します。

白鳩会連合会

51

相愛会連合会
南功治 副連合会長
相愛会副連合会長を再度
拝命致しました南功治と申
します。
今月から組織便りを副連
合会長にも執筆させて頂け
るということで、光栄にも
最初に担当させて頂きます。
今月は最近の壮年層活動
を振り返ろうと思います。
私が相愛会に移行した年、
平成 年、当時の教区連合
会長の堀山昌夫先生のおか
げで、壮年層対策部長を拝
命させて頂きました。
初めは、壮年層なんて集
まるのかという感じでした
ひだまりかふぇ大盛会
原田典子 副連合会長
月 日やまと郡山城ホー
ルに て 教区 主 催 ４ 回 目 の
「ひだまりかふぇ」が開催
されました。
今回は、目標 名（うち
新人 名）大盛会の祈りの
もと、教区の壮年層会員さ
んを祝福讚嘆しつつ、教区
全体で参加推進が出来まし
た。
秋晴れの中、壮年層 名
（うち新人 名）スタッフ
を入れて 名参加、新人目
標を達成することができま
した。
“その子だけの花を咲かせ
よう”のテーマのもと、北
尾昭講師による永年の教職
経験と豊富な体験、参加者
からの質疑応答にも丁寧に
お話下さいました。「親は
12

※

また、次の子供達に向け
て、今の大人として、私た
ち青年が葛原元教化部長先
生と長村元教化部長先生、
各務教化部長先生に教えて
頂いた、『生長の家の神様
とは何か』を青少年練成会
などで、子供達に真理をわ
かりやすく伝えていけたら
と思います。
また、青年会としては、
来る 月６日の青年会教区
大会に向けて、月に１回プ
ロジェクト会議を開き、参
加者が喜んで、何か掴んで
もらうため、メッセージ性
のある教区大会を企画して
います。
私も参加者の方々と同じ
時代を生きる青年として、
共感頂ける様な教区大会の
オープニングを作成してい
ます。
青年会一同で教区大会に
向けて家庭訪問、電話推進
と全力で頑張っていますの
で、是非他組織の方々も力
を貸して頂けれれば思いま
す。
これからも、私含めて青
年会のご指導とご助力のほ
どよろしくお願い致します。

地方講師・光明実践委員研修会

思います。

と子供の心は繋がっている
から必ずわかり合えること。
現在、自分に与えられてい
る全てに感謝しましょう」
又、わが子の長所・讚嘆の
言葉を書きましょう！の時
間も設けられ、初めて書い
たという方もありました。
今回の美味しいランチの、
ノーミートサンドイッチと
手作りのかぼちゃスープ、
は大好評でした。フルーツ
次代を担う若い皆様が幸
は五條産の柿と梨で地産地 福になられますように祈念
消。ドリンクはコーヒー＆ 致します。
紅茶でした。
準備に関わって下さった
皆様に感謝です。
青年会委員会
参加された皆様にも楽し
い時間を過ごして頂けたよ
山下浩司 光実議長
うです。
定期役員改選にて、 月
次回も楽しい企画を用意 より光明実践委員会議長を
して開催いたします。
拝命することになりました、
山下浩司と申します。
今後の方針として、次世
代 の青 年 会 育 成の た め 、
『生長の家の神様とは、宇
宙を創造した神様で、宇宙、
地球上の人間、動物、植物
は神様の一部で、唯神実相
で自他一体という真理』を
幹部と共に深め、光明実践
委員を増やしていけたらと

日必着でお願いします。

日が休館日の場合９日締切(締切日以降は翌月に集計します)

聖使命集計表の提出は毎月

教化部事務局

古い聖典の処分をお考えの方がおられましたら、教化部にお越しの際に聖典をお届け頂きましたら、

奈良教区相愛会の壮年層 子供の神性を拝むこと、親

が、まずは、活動を始める
ことが大事ということで、
３つのことを始めました。
一つ目は教化部長（当時は
葛原敏雄先生）ご指導の壮
年層勉強会を開催すること、
二つ目は壮年層誌友会を開
催すること、三つ目は壮年
層を対象にした家庭訪問を
行うことです。すると、不
思議なことに、どんどん壮
年層会員が増えていきまし
た。青年会で一緒に活動し
ていた仲間の多くが活動に
参加してくれ、それ以外も、
様々な方が壮年層活動に参
加してくださるようになり
ました。おかげで、その時
以来、壮年層勉強会（時に
見真会）は開催に十分な参
加者をキープし、ほぼ毎月
開催されています。
今年から豊田雅樹副連合
会長、幸田佳久副連合会長
が、新しく壮年層担当にな
りました。この最高にステ
キなお二人が、壮年層活動
を更に盛り上げて下さるこ
とは確実です。
10

教化部で活用させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。

事務局よりお願い
月分(敬称略・順不同)

※テキストは必ずお持ちになってご参加下さい。

7

聖使命新規入会者

日 時
月 日（金） 時～ 時
聖経「甘露の法雨」読誦 渡邊 圭子 講師
開会の祈り 池田 淳子 講師

『万
万物調和六章経』 頁拝読 岡本 章子 講師
開会の挨拶 徳野 千秋 白鳩会連合会長
発表者 ① 辻 隆子 講師 ② 石原 佐和子 講師
講 話 各務 洋行 教化部長
閉会の祈り 岡本 章子 講師
テキスト『生長の家ってどんな教え？』『平和のレシピ』
『食卓から平和を』「母親教室出講のための手引き」
「食が結ぶ人・地域・自然」白鳩誌 月号
サブテキスト『万物調和六章経』『聖歌集』

推進部員会議
日 時

月 日（金） 時～ 時
58

白鳳 山本栄子 豊国利一
大塚隆憲 宮内弘子
南晃
三笠 藤信有蔵 神の子

講師会長挨拶 村林 操 講師会長
テーマ 先祖供養の意義と実修
テキスト 『人生を支配する先祖供養』第１章
『歴史から何を学ぶか』320～324
発表者 西川 紀美江 講師
テキスト 普及誌 年 月号
発表者 藤田 香 講師
教化部長講話 各務洋行 教化部長
9

テキスト 機関誌「生長の家」 年 月号・ 月号
閉会の祈り 安井 洋子 講師
※テキストは必ずお持ちになってご参加下さい。

50

母親教室出講講師勉強会
14

会

12

28

日 時
月 日（金） 時 分～ 時 分
テーマ 子供の心を豊かに育てる
子供の感性を育む
やってみましょう 䢣『日時計日記』を書きましょう 䢣
環境に優しいエネルギーを応援しましょう
開会の祈り 鳥家 朝子 講師

55

テキスト 『如意自在の生活365章』第 扁 頁～

2

12

鳩

頁～

楽しいランチタイム

10

12

ゲスト講師：
豊田 勉 愛知教区前連合会長

10

12

10

１０:００～１５:３０

11

8

28

92

71

月度 誌友 会テ キス ト
扁

25

16

普及誌当月号

49

11

当日用意されたランチ

相愛会奈良教区連合会 (0743)54-6284

10

テキスト『如意自在の生活365章』第

2

25

4

場：奈良県教化部 大道場
会

11月23日(水･祝)
平成28年

菩薩行奉納

新しく教区流産児供養祭を
行うことになりました。
やまと練成の無い月に行いま
すので、ご参列くださいませ。

奉納金：１,０００円以上

69

10
か く む ひ ろ ゆ き

10
60
kg

日時：11月9日(水)10:00～12:00
会場：奈良県教化部 大道場
持ち物：聖経四部経

～ 信仰の喜びを生活に活かそう ～
講 師：各務洋行教化部長 他、地方講師多数
奉納金：奉納金 １日目･３日目 1,000円以上
２日目 2,000円以上
参籠費 １日 1,500円以上､全期参加 7,000円以上
行 事：２日：浄心行
３日：先祖供養祭、父母に感謝誦行
４日：祈り合いの神想観
※ 三日目の昼食は一汁一飯とし、1人300円を
WFPに寄付させて頂きます。

11

白

※ 霊牌は裏面もご記入ください。

生長の家に巡り会えた
幸せな男性のための集い

12/2(金)113:00 ～4(日)112:25

【護持会員】
醍醐 小田真優

流産児供養祭

岡本杏 ちゃん

※ 直会がございます。

11

11

壮年層の行事の様子
学研木津第二 青木孝子
皆様の温かいご献志に感謝
ペイス加緒里 竹村俊宣
申し上げます。
感謝合掌
竹村淳子
一、金五千円
橿原市匿名
祈願成就のお礼として
高塚台第一 小池直子
鳥見光第二 山崎良一
やまと練成会に食品の奉納
山崎加代子
三碓第三 久保善紀の半身 を頂きました。 感謝合掌
一、じゃがいも、かぼちゃ
芋蔓の佃煮、唐辛子
ご出産
逸崎正子様
おめでとうございます。
一、オクラ、万願寺唐辛子
なすび、豆の佃煮
（岡本裕貴様の赤ちゃん）
唐辛子
西手清英様
一、なすび
林本政治様
一、米(
) 幸田博和様

持ち物：聖経「甘露の法雨」

母子共の健康をお祈り
いたします。

日時：11月15日(火)10:00～12:00
会場：奈良県教化部 大道場

テキスト：
『新版 生活の智慧365章』
『新版 菩薩は何を為すべきか』
『生長の家ってどんな教え？』

練成会では、初心者の方でも生長の家の真理
を分かりやすく学べます。
また、様々な“行”の実践を通しておのずか
ら内在の神性が自覚され、あらゆる人間苦から
解放されます。
58

20

先祖供養見真会

相愛会員研修会

やまと練成会
第460回 神性開発

11
顕幽相携えて国際平和信仰運動を推進する

平成28年11月1日(皇紀2676年)(２)

ニューライフ
第７２３号
平成28年11月1日(皇紀2676年)

ニューライフ
(９)第７２３号

栄える会
支部例会だより
八紘支部「英霊先祖供養祭」

､

年から始まった供

英霊様、ご先祖様、流産児

生教会

大神三智子 副会長

は、生長の家で言うところ

の「自他一体」のことで、

縄文時代からずっと

は眠っているけれど、東日

参加者は 名でした。

することができました。

して注目されていると知り、

日本人は素晴らしい民俗と

一回教育フォーラムを開催 りました。今、世界中から

したが、御心のまま第一一 続で、何度も目頭が熱くな

何とも言えない感動の連

きによっては開催も危ぶま 動するとお話下さいました。

月５日、大型台風の動 本大震災などの緊急時に発

ます。

合掌、ありがとうござい に引き継がれていて、普段

D
N
A

講師会
講師会副会長を拝命して
福元文子 副会長
染田雅弘 支部長
合掌、ありがとうござい

員の皆様）と幽界（栄える

として、顕界（栄える会会 いております｡

栄える会は 繁栄の根本 様を丁寧にご供養させて頂 れるという折りではありま

ます。

10

合掌、ありがとうござい
ます。
この度、講師会副会長を
拝命致しました。この３年

英霊供養祭の様子

９月は小牧正人講師に､
次のような素晴らしいお話
を頂きました。
「成功の秘訣について、
成功の反対は失敗でなく何
もやらないことです。何も
やらないから失敗します。
成功しようと思えば、やる
ということです。やるのは
今です。今しないといけま
せん。また､毎日の生活の
中に実践していくのが生長
の家の教えですから、明る
くものごとをやっていくこ
とです。どんなときでも明
るく明るくやっていくと良
くなるしかないのです。｣と
話されました｡今日を今を
全力でいきることが大切で
あることを深く感じました｡
当日は、橿原神宮前駅ま
で送迎（ 分）致します。
どうぞお気軽にお越し下さ
い、お待ちしております。
合掌拝
15

間、講師の先生方のお役に
立ちます様に、また新人の

会会員のご先祖様の「先祖
代々」霊牌供養）の祝福を
今期は新人の受験の担当 大切にしおります。
八紘支部は毎月 回、御

てもらった後、白鳩会の役 当させて頂けますこと、本 リア抑留の体験がある藤本
員になり、今回また戻って 当に嬉しいです。皆様、ど 順三講師が先導を努められ
きました。白鳩会の役員の んどん実力向上勉強会にお る英霊先祖供養と派遣講師
時には、講師派遣の担当を 越し下さいませ。講師にな のご講話による真理の勉強

平成

させていただきましたこと、 ると講師の守護神様が付い 会を開催しております。
てくださいまして、守り導

努力を惜しまずに勉強して、
さらに神様のお役に立ちま
しょう！
皆様のお越しをお待ち申
し上げております。
再拝

藤本順三 講師

力をいただけます。

組織運動にも率先する指導 上の霊牌を招霊させて頂き､

いてくださいます。地元の 養祭は､毎回１ ０００柱以

16

ているという時に「自然へ

の感謝の心を育てる」とい

うタイムリーなテーマで、

前相愛会連合会長尾西弘孝

先生にご講話をして頂きま

次に、汲田克夫先生のご

した。

紹介で、大阪工業大学・パ

ナソニック技術研修センター

講師の上田康清氏か ら、

た日本人 ～東日本大震災

「ヨハンナさん一家を救っ

に遭遇したドイツ人一家の

物語～」と「元サッカー日

本代表監督のザッケローニ

を上映してくださいました。

さんの日本愛の言葉の数々」

日本人が持つワンネス意識

新刊書の
ご紹介

各地に甚大な被害を及ぼし もいたしました。

な巨大台風が発生しては、 もに、身の引き締まる思い

近年、今までに無いよう とてもうれしく感じるとと

36

先生の拡大に努力致します。
よろしくお願い申し上げま

年前に講師会の と、母親教室の担当です。

1

す。
今から

10月推進部員会議の様子

副会長を拝命し、３期させ 久しぶりに受験の講話を担 所の藤本宅において、シベ

18

感謝申し上げます。

新しい推進部員に任命書を授与

平成28年11月1日(皇紀2676年)

ニューライフ
(３)第７２３号

ニューライフ

第７２３号

平成28年11月1日(皇紀2676年)(４)

平成28年度 生長の家白鳩会 奈良教区大会

たった５時間で人生が一変することもある
あなたと､家族と､世界の人々が幸せであるために！

12月10日(土)

生きることが喜びになる！なりたい自分になる！明日からがんばろっ
スキップして帰りたくなる講演会です。

日

時：

会
講

10：00～15：00
場：なら１００年会館（奈良市三条宮前町7-1）
師：佐
佐藤香奈美 本部講師(白鳩会会長)
各務洋行 奈良教区教化部長

テキスト：「新版 希望を叶える365章」
「平和のレシピ」「宗教はなぜ都会を離れるか？」
タクシー送迎：行き／近鉄奈良駅 → 会場
帰り／会場 → 新大宮駅

月
16
日(金)

日(月)

大祓人型を出しましょう
知らず知らずのうちに
犯した罪穢れを神様の火
で浄化し、新年を迎えま
しょう。

12

奉納金：３００円
※ 二枚一組です

切：

月
26

締

12

大晦日大祓式：

日(水)

開

～

世界平和実現のための

月

12月23日(金･祝)2時から受付

特別誓願

切：

神・自然・人間の大調
和による世界平和の実現
のために、特別誓願を申
し込みましょう。

締
9

奉納金：２ ０００円

11

,

☆親子室ございます
☆お弁当、お茶はご用意しておりますが、環境保全の
ため、マイ箸、マイバッグをご持参ください
☆できる限り公共交通機関をご利用ください

24日(土)2時頃解散予定

場：奈良県教化部

講 師：各
各務洋行 奈良教区教化部長、他
奉納金：全期/1,500円以上(3,000円から1,500円助成)
１日/1,000円以上(2,000円から1,000円助成)
保護者全期/1,000円以上

1日/500円以上

持ち物：テキスト、筆記用具、洗面セット、着替え、
パジャマ、タオル
※ 小学生と中、高校生は別々に開催します。

☆クリスマスケーキ作り ☆浄心行
☆エコクラフト（コマ作り)

※ 運営委員も大募集しております！
☆日時計日記プレゼント！
※ 保護者同伴なら3歳児から参加できます。

