３

金 (講)推進部員会議(10:00-12:00)
４

土

青年会幹部研修会

６

月 (白)正副会長会議(10:00-15:30)

上内 常子
７

火 (生)教育フォーラム(12:50-15:30)

末浪 博子
８

水 (白)聖使命よろこびの集い(13:00-15:00)

.

「愛と感謝を今一度表現する」
奈良教区教化部長・各務洋行

「遠出も出来るスポーツ
自転車が与えられました」
と約３週間記入したとこ
ろ、思わぬ所から資金が
入り、購入することにな
りました。やはり、言葉
は実現力があります。
（私は平行して神と対話
する「奇蹟の手帳」を活
用していますが、約 年
で 冊目です。今は頒布
していませんので、お持
ちの方は是非お譲り下さ
い）
更に、日時計日記の素
晴らしい所は「今ある恵
み」に感謝することです
ね 。 ｢空 気 が 澄 ん で 山 の
稜線がきれい｣｢サザンカ
の花がきれいに咲いてい
ます」など、自然界を見
渡せば限りなくあります。
また当たり前に食事が出
来たり、家族がいる幸せ

も記入すると更に感謝が
湧いてきます。私も家族
への感謝はもう９年ほど
書いていますが、今回は
その家族への感謝である
方の体験を紹介します。
それは１月３日、飛田
給新春練成会に出講した
時のことです。私の前任
地、東京第二教区時代に
青年会で活躍していた秋
元幸見さんが、ご主人と
一緒に赤ちゃんを連れて
練成に参加し、私に会い
に来てくれました。
「各務先生、今９ヶ月で
す。この子を抱いて下さ
い。｣｢ああ、生まれたん
ですね。おめでとう」と
久しぶりに小さな赤ちゃ
んを抱きましたが、私も
感慨深いものがありまし
た。秋元さん（今は石田
さ ん )に は 、 実 は こ ん な
経緯があったのです。
４年ほど前、東京第二
教区で「産み直し、生ま
れ直し」の見真会を行い
(奈良でも実修)、家庭で

印刷：生長の家奈良県教化部

出来るようにプリントを
配布しました。そして秋
元さんが早速実践。実は
中々結婚に踏み切れなかっ
たのですが、その後、心
通う男性と初めて巡り会
うことが出来た。それは
プリントの祈り「お父さ
ん、お母さん、私を生ん
で下さってありがとうご
ざいます｣｢私の魂の半身
様(通常は名前)、私と結
婚して下さってありがと
うございます｣｢私の赤ちゃ
ん(通常は名前)、産まれ
てくれてありがとう」を
約５ヶ月間実修。すると、
今までどうしても出来な
かった実父への感謝が出
来た。実は秋元さんが幼
少の頃、父母が不仲だっ
た。そして離婚。母は現
在の父と再婚したが、今
は亡き実父へ感謝出来な
かった。それが結婚の障
害になっていたのですが、
「生んで下さってありが
とうございます」と祈っ
ているうちに「お父さん
は寂しかったんだ」とは
じめて父の気持ちが分かっ
てきた。すると父に「半
身を与えて下さい」とお
願いも出来た。そして結
婚相手と巡り会うことが
出来た訳です。
今は赤ちゃんも生まれ、
まさに祈った通りの展開

(白)富雄わかくさの集い
谷口 久美子
(講師：松井八重子 10:00-14:00)
(白)高田わかくさの集い
谷口 太美子
(講師：北尾昭 10:00-14:00)
(白)高の原わかくさの集い
閉館日
－
(講師：各務洋行 10:00-14:00)
２２ 水

２３ 木

谷澤 佳美
２４ 金 (白)聖歌隊(10:00-12:00)
２５ 土

早朝行事(西手 講師)(6:00-7:00) (栄)役員･支部長合同会議(15:00- )
ならやま生命学園
田平 幸子
郡山生命学園(10:00- )
(ｻﾝｱｸﾃｨﾌﾞ奈良･14:00-)
早朝行事(堀山 講師)(6:00-7:00)・早朝講話(和田 講師)(7:00-8:00)
生教会教区会長
２６ 日
玉置 さゆり
会議(大阪)
(相)男の料理教室(10:00-13:00)・壮年層一日見真会(9:30-15:00) ポ語(14:00- )

になっています。更に一
戸建ての自宅も与えられ、
幸せいっぱいになりまし
た。言葉の力、祈りの素
晴らしさが分かります。
また、感謝は表現する
と更に効果を現すと、こ
んな体験もあります。愛
知県の白井泰子さんは繊
維関係の会社を経営され
ていましたが、ご主人が
病気で他界。その後、息
子さんと共に仕事を引き
継ぐも経営がおもわしく
ない。講師に相談すると
「旦那さんに感謝が足ら
ないんですよ」と言われ、
次のような指導を受ける。
「仏壇の前で、夫がいる
と思い三三九度をやって
結婚式のやり直し」をし
たのです。すると愛と感
謝が湧いてきて涙が流れ
てしようがない。その後、
会社はＶ字回復をし、白
井さんも光明化運動で大
活躍をされるのです。谷
口清超先生の「父と母の
ために」(１７５頁)には、
次のようなご文章があり
ます。
「愛はすべて『表現』に
よって初めて効果を現す。
それは夫婦の愛でも、親
子の愛でも同じこと。い
くら心の中で切実に愛し
ていても、正しい『表現』
を欠いていると、せっか

２９ －

－
３０ －

－
３１ －

－

くの愛が『ない』のと同
じ結果になってしまいま
す」
皆さん、思っているだ
けでは足らないんですね。
実際に表現しなくては。
この愛の表現、特に「配
偶者」への表現の実修を、
２月の練成会で行います。
２日目午後を「愛と結び
の時間」として、今一度、
夫に妻に感謝の表現をし
ようというものです。
「産み直し、生まれ直し」
ならぬ「結婚のし直し」
とでも言えるのでしょう
か。
実は、当日は、福岡寛
和さん、金岡志名子さん
の本当の結婚式も行いま
す。是非、ご参加下さい。
皆で祝福しましょう。そ
して２人にあやかって、
参加者も「もう一度の結
婚式」というスタイルで
配偶者に「結婚して下さっ
てありがとうございます」
と表現します。未婚の方
も、秋元さんのように
「私の魂の半身様」と言
えますね。
そして、その家族へ感
謝の祈り「父母に感謝」
「半身に感謝｣｢子供に感
謝」を日々「日時計日記」
に記入して、幸福の根本
生活を始める年と致しま
しょう。

http://www.sni-nara.com/index.html
生長の家奈良県教化部ホームページ

－
２７ 月 (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)

※お車で御来場の方は、第二駐車場をご利用下さい

２１ 火

－
幹事会・七者 橿原生命学園 (白)葛城わかくさの集い(当
会議(13:00- ) (白橿会館･14- ) 麻文化会館:北尾昭 10-14)

丹原 加洋子
(白)全体支部長会議(対象：支部長以上 10:00-12:00)
(白)会員研修会(対象：会員全員 13:00-15:00)
２８ 火

谷奥 ちづ子
２０ 月

－
17日(金) 開会式、浄心行
18日(土) 愛と結びの時間(結婚式)
先祖供養祭
19日(日) 祈り合いの神想観
１８ 土

－
橿原神宮清掃
(9:30 神想観)
閉館日

－

やまと練成会
第463回
１７ 金

(宇治)
早朝行事(細川 講師)(6:00-7:00)・早朝講話(各務 講師)(7:00-8:00)
(相)正副連合会長会議(8:30- )･相愛会長全体会議(10:30- )

神想観と祈願
(AM 10時～)

２月度奈良教区主要行事開催予定表
皆様、厳しい寒さが続
いていますが、日々、日
時計日記に明るいことを
記入して喜びの日を送っ
ていると思います。
さて、その日時計日記、
私は昨年の 月より「切
なる願い」を書き始めて
います。(
月号で
紹介）その中で叶えられ
たものを紹介しますと、
異動の時期だったので
「次期も奈良教区教化部
長」が実現、三重教区兼
務という大役まで頂きま
した。また、個人の願い

10

１９ 日

田井中 都志子

日

35

１６ 木

田中 乃婦子
ISO職員勉強会(16:00-17:00)
１５ 水 (講)実力向上勉強会(10:00-12:00)

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

新垣 淳子
５

「あなたの愛で自然を守ろう」

木

生長の家奈良県教化部はＩＳＯ１４００１に取組んでいます。

１３

(白)ならまちわかくさの集い
－
(講師：橋本久美子 10:00-14:00)
(白)郡山わかくさの集い(お茶会)
★聖使命集計表 普及誌申込締切
金 (白)聖歌隊(10:00-12:00)
多賀野 久
(講師：各務洋行 10:00-14:00)
橿原自由参拝
土
建国記念の日 閉館日
－
(橿原神宮 10:00-11:00)
結崎生命学園
(栄)役員･支部長合同 宇治・初午祭
早朝行事(丸尾 講師)(6-7)
日
辰巳 充代
会議(宇治 12:30-) (11:00-12:00)
(青)委員会・勉強会(9:00-12:00) (川西町橋本宅･14:00-)
宇治・月次祭
月 先祖供養見真会準備(13:00- )
辰巳 満里子
白鳩･自由参加
１２

下野 和美
早朝行事(幸田 講師)(6:00-7:00)・早朝講話(籏智 講師)(7:00-8:00)

２

清水 容子

水

12

１１

－

１

11

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

(白)うだ川わかくさの集い
(講師：和田正尚 10:00-14:00)

曜
H
28

１０

閉館日

木

９

編 集 発 行 人
各 務 洋 行

－
閉館日

)
(講)正副会長会議(11:00聖使命誠魂奉安御祭(10:00-11:00)

担当

事
行
日

平成29年2月1日(皇紀2677年)(１０)

ニューライフ
第７２６号
平成29年2月1日(皇紀2677年)

ニューライフ
(１)第７２６号

※

により、みんなで楽しくノー
ミート料理を作ってそれを
頂きます。そして午後から
は小牧正人講師に「引き出
せ！あなたの無限能力」と
いうテーマで講話をして頂
いた後、西手清英副連合会
長、福岡寛和副連合会長の
指導で木材を使ったクラフ
ト製作をする予定です。
真理を学び自然の食材や
木材を五感を通じて味わう
盛り沢山な内容の一日見真
会となっていますので是非
ご参加ください。
また、お知り合いの方が
いらっしゃいましたらぜひ
お誘い下さい！
お待ちしております。
再拝

さずに“伝道の達人”になっ
て、地元に愛と光を拡げて
いきましょう！
再拝

青年会委員会
前田尚美 副委員長
月 日の日曜日に、中
高生一日誌友会を開催しま
した。中高生の参加者は、
残念ながらいませんでした。
運営で来られたメンバー
四人で、そのまま誌友会を
開催しました。近況報告を
してから、講師の岸田委員
長 の お話 を 聞 き まし た 。
「日時計 」の 月号を使
い、その中の谷口清超先生
のご文章と神想観をやって
みようという部分を使って
の講話でした。
1

白鳩会連合会
林佐知代 副連合会長
合掌、ありがとうござい
ます。
月 日、先祖供養見真
会の後に、伝道セミナーが
開催されました。
話法の練習（ロープレ）
をした後、 つのグループ
に別れて「愛は勝つ」のテー
マソングを聞きながら教化
部周辺の伝道に出発。 月
から始めて 回目ですので、
ピンポン訪問にも慣れてき
て 、戻 っ た 参 加者 か ら は
「楽しかった」「いい勉強
になりました」「幸せな時
間でした」と、喜び一杯の
感想を述べていました。
月まであと 回開催さ
れますので、この機会を逃
24

組織だより

教化部事務局

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

1

地方講師・光明実践委員研修会

2

相愛会連合会

12

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、

平谷正樹 副連合会長
昨年は副連合会長に再び
拝命されました。改めて原
点である生長の家の真理に
触れた喜びを思い出し、フ
レッシュな気持で明るく、
楽しく、日々の生活から真
理を実践し、 月には皆様
と一緒に講習会の大成功を
味わいたいと思います。
さて 月 日(日) 午前
時 分から相愛会では奈
良県教化部において「引き
出せ！あなたの無限能力」
というテーマで壮年層一日
見真会を開催致します。
午前はノーミート、低炭素
の食生活の大切さを学んだ
後、西手清英講師のご指導
9

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

会

月分(敬称略・順不同)

聖使命新規入会者
鳩

12

28

白

7

推進部員会議
日 時

月 日（金） 時～ 時

7

ご結婚
おめでと うございます。

4

母親教室出講講師勉強会
50

5

14

大新 貴志 様

２ ２６

17

日 時
月 日（月） 時 分～ 時 分
テーマ 美しい地球を子供たちに
平和の種をまきましょう
やってみましょう 䢣『日時計日記』を書きましょう 䢣
「世界平和の祈り」をしてみましょう
開会の祈り 寺下 千津子 講師
『万
万物調和六章経』 頁拝読 山形 光世 講師
開会の挨拶 徳野 千秋 白鳩会連合会長
発表者 ① 上内 常子 講師 ② 西手 宏子 講師
講 話 各務 洋行 教化部長
閉会の祈り 稲森 喜子 講師
テキスト『生長の家ってどんな教え？』『平和のレシピ』
「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』
※テキストは必ずお持ちになってご参加下さい。

55

（栄里様の半身)

奉納金：500円以上
調理指導：西手清英 副連合会長

1

日 時
月 日（月） 時～ 時
聖経「甘露の法雨」読誦 齋藤 綾子 講師
開会の祈り 池内 邦子 講師
講師会長挨拶 村林 操 講師会長
テキスト 普及誌 月号
発表者 廣津 ゆう子 講師
テーマ 生長の家が何故“原発”を容認しないのか。
テキスト 機関誌「生長の家」 年 月号
発表者 渡邊 圭子 講師
教化部長講話 各務洋行 教化部長
テキスト
閉会の祈り 吉川 憲子 講師
※テキストは必ずお持ちになってご参加下さい。

10

12

【護持会員】
寧楽北第一 上田流真
上田彪真 櫛引夏花
天満台第一 藤井和美
仙頭いち子 林冨久代
三本松 大新貴志
大和高田 西島美千代

壮年層一日見真会

3

テキスト 『如意自在の生活365章』第 扁 頁～

78

12

男の料理教室

10

10

大新 栄里 様

頁～

3

30

26

２ 月度 誌友 会テ キス ト
扁

27

27

2

生長の家相愛会

15

3

持ち物：エプロン（無い方はお貸しします）

末永 くお幸せに。

12

～「共にやる」と「友になる」
実践しよう倫理的な生活を！～
普及誌当月号

71

3

の家総本山での「生長の家立教記念日」において、

末 一 稲 荷 神 社

12

2

長年にわたり、奈良教区の発展にご尽力された5名
の皆様が本年度の本部褒賞を受賞、３月１日に生長
11

引き出せ！あなたの無限能力

２月２６日(日)

10
30

初 午 祭
29

10
10:00～13:00
場：奈良県教化部 小道場
会

2

30

生長の家相愛会

テキスト『如意自在の生活365章』第

77

これまでの功績に対する栄誉が授与されます。
布教功労賞受賞
上内常子 講師
布教功労賞受賞
南功治 講師

二重光輪賞受賞 西日本光輪賞受賞
和田正尚 講師
内浦美津子 講師
二重光輪賞受賞
植松隆 講師

時 平成 年２月 日(日)
午前 時～ 時
至 宇治別格本山
末一稲荷神社
宇治での教勢発展・繁栄
祈願のお申し込みは、
当日 時 分迄です。
10

菩薩行奉納

日時：2月14日(火)10:00～12:00
会場：奈良県教化部 大道場
持ち物：聖経「甘露の法雨」
※ 霊牌は裏面もご記入ください。
※ 直会がございます。

やまと練成会に食品の奉納
を頂きました。 感謝合掌
一、じゃが芋、大根、小芋
白菜、キャベツ、水菜、
チンゲンサイ、生姜佃煮
芋蔓の佃煮 逸崎正子様
一、漬物
細川晴代様
一、奈良漬
浅井光子様
一、大根
平谷京子様
一、ハヤトウリ 末浪博子様

先祖供養見真会

月
日(日) 9:30～15:30
会 場：奈良県教化部 大道場
講 師：小牧正人 相愛会連合会長
テキスト：『あなたは無限能力者』
奉納金：1,000円以上
プログラム：午前 男の料理教室と合流
午後 講話、クラフト作成
3

2

本部褒賞受賞 おめでとうございます！
12
顕幽相携えて国際平和信仰運動を推進する
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.

願へ、総勢四十一名で行っ
て参りました。冷たい雨の
降る日でしたが、新たにパ

.
.
.

講師会
副会長 小林恵利

合掌、ありがとうござい ワーを頂き、今年も、奈良

２部は体験発表。

に喜ばれ、事業が発展する

異業種の皆様の発言、貴

参加者の中から発表者を ための戦略を練っています。

事前に決めておいて

重なお言葉、非常に有り難

今後も魅力ある支部にす

日々、廻商しております。

２ 我社の事業の目的と意 い感謝。大いに参考にして、

３ 私の歩み

ン対象に「真理」を基本に、 ５ 私の困難な出来事

.

は、お鍋で具材を切って下
ごしらえをしてお鍋に具材
と出汁を入れて作りました。
みなさんと手際よく準備を

教区の発展間違い無しと確

毎年、年末に今年の漢字 信致しました。奈良は「神っ

して食べることが出来まし ます。
た。教化部長と、教化部職

酉年の今年、皆様と共に

員の幸田さんも入って下さ 一字が発表されます。昨年 てます」
り、一緒に色々とお話をし は「金」でしたが、私の一

再拝

「忙しい」とつぶやきなが 力添えをよろしくお願いし

ながら楽しい時間になりま 年は「充」にしました。 大きく羽ばたけるよう、お
した。

栄える会

藤田昌宏

合掌、ありがとうござい 義
ます。

式参拝・講習会大成功の祈 営者、産業人、ビジネスマ 結果

具体的に社会に役立つ人間、 ６ 現状の課題と今後の取

発表後、松坂屋ストアー

企業に役立つビジネスマン、 り組みを発表
そして経営者として、事業

の繁栄と社会に貢献する会 代表取締役の巽典彰様が進

現在はフジタ薬品を良く

３部は経営会議

参加者で討議しています。

社になるための勉強会を開 行役で問題提議して頂き、
催しています。
プログラムは『新版 栄
える生活365章』を基本に

するため、現段階はデータ

意見をいただき、お得意様

１部は北尾昭先生の「真 をまとめ、参加者から、ご

３部構成。

理」に基づく繁栄講話。

再拝

ご参加お待ちしております。

り作って行きます。

一月八日、橿原神宮に正 眞支部は２ヶ月に１回、経 ４ 私の心に抱いた願望と るため、良い企画をしっか

ていますので、中高生の皆 ましょう。

再拝

眞支部「繁栄勉強会」 １ 我社の概要と事業内容

今回参加者はいませんで ら、心まで亡くしたくはな ます。
谷口先生の所では、朝あ したが、中高生誌友会をど いと、充実した日々を送ら
なたが家族に「ニコッ」と うしていくかや推進をもっ せて頂いている想いで選び

回 人老いず」とありました。

日訓に、「流水腐らず、忙

笑って「お早う」と一言あ と頑張って行こうという話 ました。年末に配信された

中高生誌友会は、月

いさつするだけでも、家族 し合いも出来ました。
に喜びを与え、家庭の雰囲

た。

うことを教えてもらいまし アットホームな雰囲気でし にも、充実した日々を送り

気をとても明るくするとい 教化部で開催されています。 いつまでも若々しくある為

1

今月のテーマの神想観で さんの参加をお待ちしてい
は、①神様に波長を合わせ ます。
ること②完全円満な自分を
思い描くことなど、他にも
分かりやすく教えて頂きま
した。
私も昨年から毎日続けて
いる神想観をこれからも続
けてしていこうと思いまし
た。他の方々も、すごく勉
強になりましたと言ってお

その後、みんなでお昼ご

られました。

飯作りをしました。メニュー

.
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未来をひらく 冬季青少年練成会
12月23日(金･祝)から24日(土)で冬季青少年練成会
を開催しました。
今回の青少年練成会は土日開催ではなかったので、
運営委員が集まって下さるか不安な中での開催でし
たが、新しい運営委員も含め沢山の方が手伝いにき
てくださいました。
西手宏子講師指導のケーキ作り、皆さん思い思い
にクリームを塗り、デコレー
ションをして個性的なクリ
スマスケーキを作っていま
した。
夕食は白鳩会の皆様が作っ
てくださったカレーライスをおいしそうにたべてい
ました。
浄心行は、初めての方もいて緊張した様子でした
が、大きな声で聖経を読んで浄心行用紙を焼却して
いました。
浄心行に続いてクリスマス会を行いました。
あわてんぼうのサンタクロー
スを皆さんで歌っていると、
サンタクロースと、なぜか
パンダが登場、思わぬゲス
トに大喜びでした。最後は

第463回 神性開発

2/17(金)113:00 ～19(日)112:25

平成29年2月1日(皇紀2677年)(４)
日 時：平成28年12月23日(金)～24日(土)
参加者：３０名（うち新人２名）

自分達で作ったクリスマスケーキをおいしそうに食
べていました。
2日目は一汁一飯の朝食後に、教化部近くの公園
に出向き、全員でドングリや落葉を拾い集めました。
皆さん寒い中でも元気に走り回りながら、たくさん
のどんぐりや落ち葉を拾い集めていました。
教化部に戻ってから、どんぐりや落葉に感謝の言
葉や絵を描いて大自然感謝
祭にお供えしました。
感謝祭でお供えしたどん
ぐりは教化部のプランター
に植えました。植えたどん
ぐりから芽が出たら、夏の青少年練成会で植樹をす
る予定です。
次は運営の皆さんに手伝ってもらい、新聞の折り
込みチラシだけでコマを作り、コマ回し大会を行い
ました。学年ごとに勝ち抜き戦を行い、皆さん本気
で勝負をしていました。
次回の青少年練成会は、
４月１日(土)～２日(日)
に開催します。
皆様のご参加をお待ちしております！

やまと練成会

真理への道はただひとつ人間は神の子だということである

か く む ひ ろ ゆ き

講 師：各務洋行教化部長 他、地方講師多数
練成会では、初心者の方でも生長
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
の家の真理を分かりやすく学べます。
参籠費 １日 1,500円以上、全期参加 7,000円以上
また、様々な“行”の実践を通し
行 事：17日：浄心行
ておのずから内在の神性が自覚され、
18日：スペシャル行事「愛と結びの時間」先祖供養祭
あらゆる人間苦から解放されます。
19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。

２日目午後より ～スペシャル行事～

福岡寛和様
金岡志奈子様

『愛と結びの時間』

お二人の結婚式もとりおこないます。皆さんも同じ
“愛と結びの行”(半身への感謝)を行いますので、
ぜひ参加して祝福してください！

テキスト：1日目『いのちを引き出す練成会』『新版 詳説神想観』『新版 人間苦の解放宣言』「万物調和六章経」
『新版 光明法語』道の巻
2日目「万物調和六章経」「大自然讃歌」『自然と芸術について』『新版 生活と人間の再建』『新版 詳説神想観』
『新版 人生を支配する先祖供養』『生長の家ってどんな教え？』
3日目「万物調和六章経」「観世音菩薩讚歌」『新版 人間苦の解放宣言』『新版 光明法語』道の巻

