ケーキ入刀

両親に感謝の言葉

チョコレート配り

チョコレート配り２

月 日、やまと練成会の2日目に福岡寛和さん、金
岡志名子さんの結婚式を行いました。会場にはやまと
練成会の参加者に加え、ご両家の親族も集まり、会場は
超満員となり、喜びと感動に包まれました。
結婚式の後は、参加者のための｢もう一度結婚式｣
を行い、参加者代表で｢結婚し直し｣を行った西手夫妻、
林本夫妻を通して、新婚時代の初心に帰ることができ、
これまた心温まる行事となりました。
※ 詳細は 頁巻頭言、当頁組織だより白鳩会にて。
第二部｢もう一度結婚式｣

誓詞(ちかいの言葉)

参加者代表ケーキ入刀

結婚式の祝詞奏上

組織だより
相愛会連合会

北尾講師の講話

白鳩会連合会

生活を送ることについて理
解を深めていきます。
また、③については、社
会の最前線で活躍する壮年
層が、より広い知見で職場
においても御教えを実践で
きるようにと実施していま
す。第１回目の１月は７名
の参加がありました。
最後に、④では、交流を
通してお互いのよさを認め
合い、同志として共に運動
を前進させる気運を高めま
す。
これらの取り組みを丁寧
に行い、 月に行われる講
習会の大成功につなげたい
と考えています。
再拝
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西手宏子 副会長
２月に開催された第４６
３回神性開発やまと練成会
では、２日目の午後から教
区始まって以来の結婚式と、
結婚し直しの行事が行われ
ました。
相愛会連合会副会長の福

岡寛和さんと白鳩会壮年対
策部その他壮年層担当の金
岡志名子さんが、ご両親と
親族参加の下、数多くの信
徒に祝福されて、感動の挙
式をされました。
新郎のユーモアに満ちた
キャラクターと新婦の優し
さによって、幸せに満ちた
結婚の素晴らしさが、参加
者の皆さんにもひしひしと
伝わってきました。
その後、３名の方々が半
身さんへの感謝の言葉を朗
読され、林本さんご夫妻と
私たち夫婦が参加者代表と
して、結婚のし直しを行い
ました。誓詞を読み上げ、
指輪交換、ケーキ入刀など、
本物の結婚式と同じ内容で
した。
その前に参加者が、それ
ぞれ半身への感謝の手紙を
書いておられたので、笑い
あり、涙ありのこの行事に
よって、参加者全員の結婚
し直しができました。

指輪の交換

豊田雅樹 副会長
合掌ありがとうございます。
近年、壮年層の拡大、充
実が求められています。壮
年層活動対策部としても、
この実現にむけ、今年度は、
「共にやると友になる」を
キーワードに、４つの取り
組みを考えています。
それは、
①壮年層見真会での真理の
研鑽と実践
②壮年層勉強会の毎月開催
③壮年層勉強会の栄える会
眞支部例会との合同開催
④他組織壮年層との合同行
事の開催
です。
①②については、これま
でも行ってきましたが、今
年度は特に、実践・体験的
なプログラムを組み、仲間
と楽しみながら、倫理的な
眞支部との勉強会の様子
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やまと練成会で「結婚式」と既婚者のための「もう一度結婚式」を挙行！
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この素晴らしいところは、
新婚の原点に還ることによ
り、仲の良い夫婦はより仲
良くなり、問題のある夫婦
は問題が解決し、半身がす
でに霊界へ行かれた方も、
改めて半身への感謝が出来
るところです。
良縁成就を望まれている
方も、きっと素晴らしい半
身が見つかります。
次回の開催が楽しみです。
宇宙一素晴らしい「やま
と練成会」にぜひご参加く
ださい。

青年会委員会
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山下議長の発表
格本山で幹部研修会を受講
して来ました。
今回の幹部研修会の一番
重要なテーマは、昨年夏の
参議院選挙で『生長の家は
与党とその候補者を支持し
ない』という発表をなぜし
たかを幹部に理解を促すた
めでした。
発表をした理由として･･･
一つ目は『今の生長の家
の信徒も、安部政権を支え
ている日本会議のように危
ない考え方を持っているの
ではないか、と一般の方か
ら思われかねないので、誤
解を防ぐため』です。
二つ目は『人間・神の子』
の教えは、｢一人ひとりが
かけがえのない絶対価値を
持つ」という内容であり、
基本的人権が尊重されるべ
き根拠であるという意味で、
立憲主義の基礎となってい
る。立憲主義とは、憲法で
権力を制限するシステムで

あり、多数決による独裁を
する安部政権は、立憲主義、
即ち『人間・神の子』とい
う真理を軽視しているため
生長の家としては支持でき
ないという理由でした。
また、今回この報告の内
容と講話をして下さったの
が、元奈良教区でお世話に
なった山中本部講師補とい
うことに驚き、アメリカの
大統領も変わり、憲法解釈
も変わり変革の時代に突入
していると感じます。
まとめの講話で生長の家
は『万教帰一』という教えを
説いており、地球上の 億
人に真理の光が届き仲間に
なるかもしれない、という
可能性も真理と感じました。
今が変化の時代だからこ
そ、光明実践委員会議長と
して、信仰と生活を一致さ
せ、これを弘く発信するこ
とで、本部の方針と真理を、
より多くの青年に届けてい
きます。
70

前田副委員長の発表

伴侶に感謝の手紙を朗読、皆が感動
山下浩司 光実議長
合掌、ありがとうござい
ます。
月 日～ 日に宇治別
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畑で採れた大根

～ ㌢間隔（成長した
時の間隔）に空き缶・カッ
プの底などで１㌢深さの凹
みをつけ種を４～５粒蒔く。
発芽後 本葉が２枚以上
になったら間引き、最終１
つの凹みに１本にする。
横の空間があり、茎がの
びのびと横に拡がり、虫の
発生もなく、実の詰まった
大根になりました。
○うれしかったこと
休職中の会員の方が作業
に参加され、力一杯作業に
取り組まれ、元氣がでてす
ぐに職に就かれた。
種から育てた枝豆とオク
ラの苗を持ち帰り、始めて
プランター・植木鉢で育て
花が咲き、実をつけて大き
くなる様子をお孫さんと観
察され、採れたてを家族で
楽しまれた。
始めて庭でミニトマトを
育て、１本の苗から二百個
収穫できました。驚きです。
※９頁へ続く

25

栄える会

30

地方講師会

25

再拝
新垣淳子 弁天支部長
合掌ありがとうございます。
渡邊圭子 副会長
弁天支部では､毎月1回
「大和は国のまほろば
たたなづく青垣山 隠れる 無農薬・有機肥料でいろい
大和し美し」
ろな野菜作りに挑戦し、自
住みきった青空、鳥の声、 然とのつながりを実感し、
どこまでも広がる空、自然に 自宅でも菜園を楽しみ、自
恵まれた奈良は日本一です。 然の恵みに感謝する学習を
そこに住む私たちも、こ しています。
の自然の様に、すべての人、 ○学習したこと
物、事に対して懐深く包み
大根の種の“筋蒔き”を
こむ暖かさと優しさがあり したものと“点蒔き”をし
ます。「何があっても大丈 たものとの生長の大きな違
夫、これで良くなる｣という いに驚きました。
真理を教えて頂いています。 “筋蒔き”
今、奈良に住んで、御教
幅１㌢、深さ１㌢の筋を
えに触れ、光明化運動をさ つけ、種を１～２㌢間隔に
せて頂ける事はとてもあり 蒔く。
がたく、幸福です。
発芽後 本葉が２枚以上
月 日「自然の恵みフェ になったら間引く
スタ」が教化部で開催され
成長して葉と葉が重なっ
ます。一緒に楽しみながら、 てきたら間引きを繰り返す。
～ ㌢間隔（成長
生長の家の生き方、考え方 最終
をお伝えできるチャンスで した時の間隔）にする
１ヵ月１度の作業で間引
す。一人でも多くの方に来
て頂けるよう、推進いたし きが遅れ間隔が狭く混みあっ
ましょう。
た状態だったので風通しが
そして 月 日「奈良教 悪くなり、虫が発生しまし
区講習会」に向けて、喜び た。葉は太陽の光を求めて
と祝福の波を起こしましょう。 上へ上へと競争で伸び、茎
どうぞ、よろしくお願い の長いスマートな大根にな
りました。
いたします。
再拝 “点蒔き”
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