磨きをかけるところで終了
しましたが、名前を書いた
人までいました。

「生長の家」と書いたらな

レシピは示さずに、ノー どと色々いいながら、空中

月 日に くり！

におろせたのでこっちがびっ を選んだ人もいて、前に

なかなか上手にサバを二枚 札に切りましたが、長いの

いう会員が大半でしたが、 大体 ㎝くらいの高さの表

組織だより
相愛会連合会
西手清英 副連合会長
相愛会では、
教化部で男の料理教室と表
ミート料理に目覚め、これ を飛散する檜の粉と格闘し

午前中は、壮年層一日見 なら僕もできると思ってい ながら、楽しい一時でした。
世界に一つしかない美し

のですが、このアイスブレ

物を好きだったり、思って

イクで、意外な人が意外な

いたりするので、大変盛り

上がりました。

講師は各務洋行教化部長

で、全国大会や講習会に人

をお誘いする意義や、現在

の生長の家における推進の

ポイントなどをご講話くだ

さいました。中でも、プロ

毎月、各地域で楽しい企 ジェクト型組織についての

る”というご講話など、先 画のもとに開催される、わ お話は、菜園や自転車、ク

ノーミートにクラフト、 祖供養と徳積みの大切さに かくさの集いへ、皆様もお ラフト製作を行うこと自体

美味しい料理ができること 価値があります。

みんな、こんなに簡単に い檜の自作の表札、これは ば、幸福の蝶が止まりにく

真会参加者とその他世代の ただくのが狙いでした。
参加を得て、男の料理教室
です。講師は私でした。
メニューは、サバの味噌 を知り、にぎやかな料理教

お抹茶を頂く優雅なひととき

月

も愛行に繋がるのだとお教

えくださいました。その中

で各務教化部長の勧めもあ

り、参加者それぞれが菜園

部、自転車部、クラフト部

日、教化部に於き のいずれかに参加する決 ↙

池田陽亮 事務局長

名

開会前にお互いの事をもっ

名程の方が参加。 ました。

名の熟年の皆様が 長・徳野連合会長をお招き の青年が参加してくださり
して、

前半の部では、籏智弘子 季節を感じる器に抹茶のお

講師による真理講話。『生 点前、南無寒椿と命名され とよく知るためにアイスブ

活読本』をテキストに、 た上生菓子とお干菓子の レイクを行いました。予め
さわらび

の運動を広く発信すること

相愛会での普及を図りなが ついてわかり易く、ユーモ 友達を連れてご参加下さい。 が愛行に繋がり、更にはこ

午後からは、大道場にて

なりました。

お茶会が催されました。
回目を迎えた今回のお茶

でお茶を教えておられる、

会は、川西町の公民館活動

青年会委員会

午後は、壮年層一日見真 ら、次は自転車に挑戦した アを交えての楽しい時間と お待ちしています。

煮、菜花・ワカメ・油揚げ 室となりました。
の味噌汁、ニンジンのきん

原田典子 副会長

白鳩会連合会

ぴら、ブロッコリーのサラ 会で、表札作りです。福岡 いですね。
ダです。野菜はみんな息子 連合会副会長が木曽檜を提
供してくれたので、福岡さ

まず私が、生サバのさば んと私が木材の切り方を指

私は、サンドペーパーで

され、

9

ようとすれば幸福の蝶は逃 お菓子を頂き、一期一会の べ物は○○です」などの

10

き方の見本を示したところ、 導し、表札を作りました。
魚をおろしたことも無いと

3

てもらうゲームのようなも

げてしまうが、心の中に優 優雅な時間を過ごすことが の質問を１人１問ずつ答え
しい明るい心を持ってすれ 出来ました。

推進が楽しくなる教化部長のご講話

12

の有機安全安心野菜。

本格的なお点前をご披露頂きました

“幸福を求める心、とらえ 早蕨という 種類の美しい 決められた「私が好きな食

2

札作りを行いました。

20

月 日(金)教化部にて、 石州流と裏千家をご夫妻で まして｢青年会員研修会｣を

17

25

郡山わかくさの集いが開催 お点前を披露、各務教化部 開催しました。当日は

3

ご参加くださいました。

30

26

檜の香りに包まれながらの作業

3

2

サバのさばき方を指導する西手講師
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どうぞお気軽にご参加下 として「写真立てをステキ
さい。
にアレンジしよう」と、持
田ゆり子さんのご指導によ
るクラフトの製作を行いま
教職員会
した。前もって粘土で作っ
てくださった花や葉っぱに
各自で色を塗り、ブーケに
まとめる作業です。時間的
な都合で全てを手作りする
ことはできませんでしたが、
皆喜々として楽しそうでし
た。写真立ては百円ショッ
プで購入、安さの裏側を考
えると大量生産、大量消費
につながりかねませんが、
写真立てに手作りのブーケ
を添えることにより、愛着
を持って長く使ってもらえ
るものになります。
参加者は 名の男性を含
め、 名でした。
皆様、ありがとうござい
ました。

沢山の方がご参加くださいました

藤田香 副会長
月 日(金)第一一五回教
育フォーラムを開催。
第 部のテーマは「子ど
もの無限力を引き出す教育」
と題し、北尾講師に大切な
ことは、
一．｢内に無限力を宿す神の
子である」と信じ、本気で
やれるかどうか。
二．｢あなたはすばらしい｣
と回りの大人が言い続ける
コトバの力。
三．生かされていることに
感謝できるかどうか。であ
ると力強くお話いただきま
した。
第 部は、 タイプ研修

皆さん楽しそうに作っておられました

24

3

栄える会

義の確立を目指す心構えを
学んでいきます。
将来の不安要素の多い日
本社会で、様々な価値観や
勢力が対立する中、どのよ
うな信念を持って、我々生
長の家信徒は生活していく
べきかを考え、これからの
信仰生活に確固たる方針を
持つことは、人類光明化運
動・国際平和信仰運動を進
めていく上でとても大切で
す。
練成会や見真会ではあま
り取り上げられることのな
いテーマですが、それだけ
に貴重な機会です。
内容は講話中心ではなく、
参加者が忌憚のない意見を
出し合って議論する時間も
多くとっています。
生長の家は新しい文明の
創造を提唱しています。そ
の根本となる精神を充分理
解していきましょう。生長
の家を愛する人にとって、
これは必須課目であると思
います。
勉強会のあとには、乳製
品や卵など動物性材料を使
わないおいしいお菓子とコー
ヒーを用意します。
リラックスした明るい雰
囲気の中で“神の子”の自
覚を深めていきましょう。

B

10

1

2

（コア）である中心帰一の
理念をしっかり持って、こ
れからの信仰運動に邁進し
ていきましょう。
「嵐ふく 世にも動くな
人ごころ いはほに根ざす
松の如くに」
䢣 明治天皇の「大御心」
より 䢣

1

岡本彰浩 熊鷹支部長
「ブックレット勉強会」
合掌ありがとうございます。
栄える会熊鷹支部では、今
年 月より『“人間・神の
子”は立憲主義の基礎』を
テキストに月 回 勉強会
を開催しています。
“人間・神の子”は立憲
主義の基礎であり “
神の子”
の良心に基づく立憲民主主

ブックレット勉強会の様子

９名の青年がご参加くださいました

講師研修会の様子

↗ 意をしてくださいました。 ドセルを背負ったピカピカ
ご講話の後は、各務教化 の一年生の子どもたちが笑
部長を交えての座談会で、 顔で学校生活に胸弾ませて
運動のこと、推進のこと、 小学校の門をくぐっていき
信仰のこと、生活のことな ます。私たちも心新たにし
ど、様々な疑問や質問を教 て、幼子の如く初心に戻っ
化部長に優しく分かりやす てピカピカの気持ちでこれ
くお答えいただき、普段で からの国際平和信仰運動を
は味わえない貴重な素晴ら 力を合わせて展開してまい
しい時間となりました。
りましょう。
最後はお昼ご飯として一
世の中はインターネット
汁一飯を頂き、午後からは の普及で世界のグローバル
心機一転、前向きな気持ち 化が急速に進み、様々な場
を持って、各々の地区で全 所で様々な情報が渦巻いて
国大会にむけての推進家庭 います。現代の若者たちの
訪問を行いました。
宗教離れも加速化していま
す。しかし、そのような世
の中だからこそ、人は本当
地方講師会
の神を求めているのだと思
小幡桂子 副会長
います。
四月は年度の始まりです。 生長の家も時代の流れに
あちらこちらで桜の花が咲 乗って環境問題にも取り組
き始め、色とりどりのラン んで い ます が 、 根 本 の 核

1
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