この感謝の体験を、長崎の

この勢いで

う！

月

名と目標

日の奈良

参加してくださったた が丁寧にお書き下さった三神

では、林業従事者の高齢化、 しまうとそこで自分の道は閉 きく大きく上回ることでしょ た。
今回は参拝者に、
職員の方々

神様の完全円満なる世界は、 くさんの皆様が、悦びの笑顔 を頒布されました。有難いこ

後継者不足、安価な外国産木 ざされる。
材の多用による人工林の放置

相愛会の皆

今回は新たな行事の取り組

が深刻な問題となっておりま 常にある。私達は神様の愛に となっておられるのが目に浮 とです。
かんできます！

青年会委員会

月

日、

日と山梨県北杜市

本部食堂で金内会長と昼食

充電設備で蓄電して、足りな

ソーラーパネルで発電して、

見学に行って来ました。

にある、森の中のオフィスの

7

日、をメイン会 ければバイオマス発電・・・

西手一幹 副委員長

ひだまりかふぇ
去る

6

気づかせて頂きました。

団体参拝練成会にて体験発表

まられた神の子の皆様にお伝

教化部長、各組織の皆様方、 えすることができました。本

ます。

て頂きました。感謝申し上げ させて頂き、また全国から集

組織だより
相愛会連合会
福岡寛和 副連合会長

区相愛会の参加者

全国幹部研鑽会は、奈良教

新緑の映える自然に包まれ、 スタッフの皆様方、たいへん 当に幸せなことです。
まさに自然と一体である奈良 お世話になりました。ありが

条件が整わないだとか、目の

適齢期を逃したからとか、 数 名を大きく上回りました。

県の素晴らしさに感謝せずに とうございました。
はいられない毎日を送らせて

インタープリテーションの作品

私が従事しております林業 前の現象にとらわれて諦めて 教区講習会も参加目標数を大 “造化の三神”が祭祀されまし

頂いております。

47
10

自分の心が神様との波長に 様、また各組織の皆様と一丸 みとして、自然体験プログラ 場にして開催された青年会全 くらいにしか思っていなかっ

包まれている。

30

12

た森林は再生され、二酸化炭 『波長が合う！』=『感謝す ていきましょう！

適度に間伐された人工林の

倍に

し上げます。

白鳩会連合会
石原佐和子 副会長

ン」を交えた「日時計主義の 教区からは

通して自然との一体感を深め

名、奈良教区

来年も

名位の皆

回目標突破を目指

ソーラーパネル以外にも、

名の青年が参加 してみて驚きの連続でした。

集光パネルがあり、その熱を

㎝の幅に切り揃え

ス発電も、環境への影響をよ

におなっていたり。バイオマ

も木でできており、断熱構造

ないくらいの明るさで、窓枠

れた日は室内でも照明が必要

採光もしっかりしていて晴

など。

てから集成材として使用する

ように、

り、柱も木材を無駄にしない

用として、その熱も利用した

出てきた石を敷き詰めて蓄熱

皆様、推進とご参加、あり 空調に使用したり、建設時に

で、五感を使い、自然観察を 破することができました。

区

る行事がありました。岐阜教 がとうございます。

様で自然物を使って、自分と
谷口雅春大聖師、清超大聖 の共通点を発表、自己紹介を
師、輝子聖姉の説法が鳴りひ 行いました。自然物を通して
びく、総本山第三八七回団体 ムスビの働きに満ちている自
参拝練成会に、延べ３７３日、 然に四無量心を行じる大切さ

回

１０４名で目標をはるかに超 を感じました。
える参加となりました。

全国大会の大阪会場にて

二酸化炭素吸収率は、手付か
ずのままの天然木の
もなるそうです。ましてや、
放置された杉・桧の人工林は、
吸収率ほぼゼロだそうです。
私は少しでもこの状況を改
善できるよう、日々の仕事に

8

平成 年に天之御中主大神・ 成会に参加しましょう！
高御産巣日神・神産巣日神の

3

8

して喜んで喜んで団体参拝練

35

励み、多くの方に賛同して頂

私個人におきましては、

ご結婚おめでとうございます！

素の削減に大きく繋がります。 る。』とても、大切なことに 今後とも、よろしくお願い申 実践」があり、班ごとの行動 してくださり、前回成果を突

22

手入れしてあげることで、ま 合えば、必ず道は開かれる。 となって奈良教区を盛り上げ ム、「インタープリテーショ 国大会に参加しました。奈良 たものですから、実際に見学

放置された人工林を間伐、

す。

６月６日(火)10:00-13:00
会場：奈良市 北部会館(3Ｆ会議室)
講師：松
松井八重子 講師
内容：『毎日をハッピーに生きるコツ』
「心の断捨離」
テキスト：『如意自在の生活365章』
奉納金：500円

4

43

連続目標突破万歳！

34

けるよう運動して参ります。

結婚式を挙げて頂き、たくさ

月のやまと練成会にて盛大な

2

んの神の子の皆さんに祝福し

26
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地方講師会
藤原愛子 副会長

の聖経読誦を 時からにして、
講習会推進と聖使命会員拡大
に向けて、｢神想観｣「講習会
｣「聖使命会員拡

」の祈りを実習すること

講師会では、２７６名の講 目標突破

毎月の推進部員会議の始ま
りにも講師会長・副会長・推
進部員にも協力して頂き、祝

「先祖供養と講話」

支部例会だより

り少なくしようと一度ガス化 福させて頂いています。さら
してから発電に利用と。色ん に講師・光実研修会前にも聖

黒木康之 福寿支部長

な知恵や創意工夫がめぐらさ 経読誦をして下さる講師の横

栄える会

毎日祝福させて頂いています。 を深めていきます。

お名前を一人一人読みあげて して、益々“祝福”と“祈り”

長及び副会長が講師の皆様の になりました。組織の血液と

師の皆様の祝福祈願を講師会 大

!!

講師先導のもと真心込めて
「先祖供養祭」を斎行してお

実践している例会です。

木の周辺に花が咲くのである。 中で「もし、いじめる子が、

も敬愛でき、他を攻撃するこ

花の気は、木から立ちのぼる。」 自己を真に敬愛できれば、他

(２１４頁 真理の木)

根は地表（目に見える世界） とはないでしょう。日本の子

からは見えませんが、やはり 供たちは、世界の中でも自己

根がしっかり大地（神様）に 肯定感がとても低いといわれ

張る 伸びゆく力になるのが ています。家庭で自尊心を持

つ子供に育てていくことが大

日(土)、社会福祉セ を認めて、ほめる。認めたも

「実相を観て、良いところ

あります。

あり、すばらしい子供たちで

子、どの子も本来は神の子で

いじめる子、いじめられる

た。

｣とお話くださいまし
皆様のご参加をお待ちして 切です。

「先祖供養」だと思います。

教職員会

おります。

月

成田佐和子 副会長

ラが開催されました。

質疑応答の時間に司会を務

講話くださいました。

した。

参加者の方からのご質問や

近年はいじめが陰湿化しそ

た時間でした。

ちが急増しています。講話の

を、たくさんの人々にお伝え

ありがとうございます。

た。

というテーマで汲田講師がご 改めて思わせていただきまし

「いじめの解決にむけて」 していかなければならないと、

参加者は 名でした。

このすばらしい生命の教育

られています言葉をそのまま ンターに於いて、教育フォー のが必ず顕れる」

福寿支部では、毎月落合弘 ります。宇治別格本山に掲げ

上甲 晃 志ネットワーク社代表

れていて、建設に携わった方々 で、講師会副会長が講師の皆

私自身も２７６名の数多く

す。

講師：各務洋行 本部講師 奈良教区教化部長

の情熱や愛情を強く感じまし 様の祝福をさせて頂いていま

宿泊先へ向かう途中で富士

幹は両親 子孫は枝葉

「大地は神様 根は先祖

枝葉に花咲き
良き果を結ぶは

「人間が栄えるためには、そ

かれています。

葉』の中で 次ぎのように書 き、とても内容の濃い充実し

もご著書『伸びゆく日々の言 感想など活発な意見交換がで

も通じますが、谷口清超先生 それに対するご意見、または

花咲か爺さんの昔ばなしに

ます。

先祖供養の大切さが実感され 体験談などをお話くださいま

ご講話や、体験談のお話も、 教鞭をとっておられたときの

その後の松井八重子顧問の めてくださった北尾昭講師も、

親に孝養 先祖に供養」

23

た。

ここの周辺は坂道が続いてい 頂いてるお陰で、神様から数

山も見ることが出来ました。 の講師の皆様の祝福をさせて

て、いつか天女山ヒルクライ 多くの祝福が還流し、神様か
ムにも参加してみたいですね。 ら常に強い強い祝福の光が自
まだまだ身体の方が仕上がっ 分に降り注がれていることを
感じることが出来るようにな

そして現在の私の祝福の祈

２日目は近くの畑でウドの りました。

ていませんが（苦笑。

収穫体験もさせていただきま

落合講師先導の先祖供養祭の様子

のもとになる木を大切にしな れが原因で自殺をする子供た
ければならない。

汲田講師のご講話

した。一部は頂いて帰り、酢 りは、自分の力で祝福するの

断なき光を出来るだけ遮るこ

味噌和えにしていただきまし ではなく、その神様からの間

分から

繁栄の原理を 企業に 生活に 生きる

22

!!

奈良教区栄える会繁栄ゼミナール

4

9

７月２日(日)13:00～16:00
平成29年

た。

森の中のオフィスの見学は初 となく、そのままお一人お一
めてだったのですが、少々無 人の講師の皆様にお届けする

ています。

理してでも行って良かったで ･･･そんな祈りに変わってき
す（笑。

時

20

加えて、今月の講師・光実
研修会からは、

会場：ホテル日航奈良（ＪＲ奈良駅 西口）

天女山山頂にて
もっとこういった建造物が
増えてくるといいですね。

9
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