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青年会委員会

増やし、益々お幸せとなり、
月 日の講習会に多くの
方が参加して頂ける様、幸
せの種を蒔いてまいりましょ
う。
12

月 日、奈良県教化部
にて女子一日見真会と、男
子一日見真会を同時開催し
ました。
女子は大道場にて、元講
師会会長の籏智弘子講師よ
りご講話を頂いた後、各自
で持ち寄ったハギレを使っ
て香袋作りを行いました。

6

男子は小道場で、栄える
会会頭の辰巳佳央講師から、
ノーミートと世界平和につ
いてのご講話を行って頂き、
その後は西手副委員長の畑
で朝採りの無農薬野菜を使っ
てノーミート料理を行いま
した。メニューは、トマト
スパゲッティー、サラダ、
野菜スープの 品。
昼食は男子が作ったノー
ミート料理で、男女そろっ
て頂きました。すごく美味
しいと評判で、作りすぎた
料理が全部なくなりました。
デザートに男性の会員さん
がプリンを作って来てくだ
さり、これもすごく美味し
く、大好評でした。
午後からは男女それぞれ
で座談会を行いました。
普段の見真会では味わえな
い同性だけの座談会だった
こともあり、今回の見真会
のことや全国大会の感想な
どを楽しく話してください

3

組織だより

待つのみです。
生長の家の根本である人
間神の子(神の子人間)、善
一元で霊的実在の真理は変
わりませんが、現象面は時
代と共に変化します。です
から皆様に真理を施し、真
理を知れば、健康も富も喜
びも調和もあらゆる善きも
のが得られるのですから、
「真理」を伝えるようにす
ることが大いなる「与える
もの」となるのです。 月
日の講習会にお誘いする
絶好のチャンスです。
一番救われているのは推
進している私自身です。
今年も祝福の思念を送り
ながら、相愛会目標・受講
者１０８０名、受講券１２
５０枚を達成します。
ありがとうございます。
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沢山の方がご参加くださいました

の中をスッキリ過ごしやす
く』のテーマで松井八重子
講師（収納アドバイザーの
資格もお持ちです）による
講話「自分の環境は我が心
の影、人のせいにせず、全
てを感謝して受けることで
自分の運命をいかようにで
も変えられるんですよ。収
納をきちんとして、部屋を
整えることが運命を良くし
ていくのですよ」との言葉
に若い方も熱心に耳を傾け
ておられました。講話の後
の個人指導も若い方にとて
も喜ばれていました。
最後に“自分と家族を讚
嘆しよう”の時間では、今
月誕生日を迎える方に手を
挙げて頂き、参加者皆で祝
福讚嘆し合いました。
今回参加下さった皆様が、
地元の壮年誌友会・母親教
室に繋がり、壮年の仲間を

料理は慣れた手つきでした

白鳩会連合会

6

料理は慣れた手つきでした

真剣に裁縫中

10

原田典子 副会長
月 日(火)奈良市北部
会館にて教区白鳩会主催
“ひだまりかふぇ”が開催
されました。壮年層 名内、
新人 名、スタッフを入れ
て 名が参加。母と娘で参
加された方が 組でした。
『～片付け美人で女度 ！
毎日をハッピーに～ お家
6

相愛会連合会

年連続前回越えの目標突破
です。
インスピレーションによっ
て感じた講習会目標数を毎
日「日時計日記」に書き続
けて祈り、｢人のお役に立
たせてください」と「吾は
神からつかわされたる全人
類への祝福の使者である」
と念じているとお誘いする
対象者が現れます。
「コトバは創造主である
からコトバの通り現象があ
らわれて来るのである」と
お示し下さっています。
私は縁あって生長の家と
いう宗教に会えましたが、
生長の家自体を知らない方
が沢山いらっしゃいます。
ある時、お誘いしたら「ハ
ウス」いらないと断られま
した。笑い話のようなお話
ですが、それが現実です。
ですから｢生長の家｣の文字
を皆様に移入したいのです。
それが種蒔きの第一歩です。
祈りによって蒔かれたる
真理の種子の生長を神の御
手に完全に委ねて神が神の
方法によってそれを適当な
時期に適当な形で現してく
ださると信じて神に任せて
9

6

小牧正人 連合会長
月 日に宇治の宝蔵神
社大拝殿にて、奈良教区講
習会受講券祈願祭と講習会
受講券奉戴式があり、身の
引き締まる思いでした。
顕幽相携えての人類光明化
運動です。
月の団参にて、造化の
三神（天之御中主神・高御
産巣日神・神産巣日神）の
お札を購入しました。「成
る」と言うのは「鳴る」と
語源が同じであって、高天
原（即ち宇宙）に鳴りわた
るコトバであったところの
神・宇宙の諸々の現象の発
する根源の「主」たる神と
云う意味が「天之御中主神」
です。そして普遍の「御中」
よりして生まれられたのが
次の二神です。「高御産巣
日神｣(理念を司る内面神䢣
陽 䢣 男性原理・遠心力）
「神産巣日神｣(理念を現象
界に表現する 䢣 陰 䢣 女
性原理・求心力）
この三神をお祭りすること
により、教区全組織にムス
ビの御働が強力になり、
6

68

平成29年7月1日(皇紀2677年)

ニューライフ
(３)第７３１号

4

6

10

4

6

「 自然 の 恵み フ ェ ス タ 」
「支部例会」「教区祝福祈
願祭」等でお味噌汁にして
食べて頂いております。大
変 香り の よい お 味 噌 で 、
「自然の恵みフェスタ」で
お配りしたいと、頑張って
収穫量を増やす努力をして
おります。
小さな種から大きく育つ、
土と水と太陽のエネルギー、
自然の力を体感できます、
どうぞ大豆作りのお手伝い
に来て下さい。

教職員会

18

3

続いて園児は小道場で七
夕飾りを作り、大道場では、
大阪教区生教会会長の佐々
木あづま講師をお迎えし、
ご講話をいただきました。
講師の体験を通して、子供
たちの無限の可能性を引き
出すことの大切さ、祈りの
大切さ、そして子供の神性
を観ることの大切さをお話
くださり、まとめとして、
生命学園を開催して本当に
素晴らしいことをやらせて
いただいていること、 年
年 年先を見て一生懸命
やっていること、必ず結果
が出てくることを教えてく
ださいました。
最後に子供たちと参加者
で七夕飾りを笹の葉に付け、
奈良教区の生命学園が増え
ていくことを祈りました。

綺麗な七夕飾りができました！

学園研修会を開催しました。
大道場で開会式の後、生
命学園の園児 名が参加し
て、はじめの会を参加者に
見ていただきました。はじ
めの会では司会も 名の園
児が担当し、祈り、生命学
園歌に続いて出席の確認等、
を行いました。いつも各園
でやっいることですが、み
んなしっかり「私は神の子
○○です。ありがとうござ
います」が言えました。
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生命学園はじめの会の様子

佐々木講師のご講話

則運動推進部長のご講話で、
生長の家が「現在進めてい
る運動の意義」「新しい文
明の基礎を築こう」等のご
講話を勉強して参りました。
機関誌 年 月 月 月号、
『宗教はなぜ都会を離れる
か』165～178頁、右脳だけ
の体験の所と、ブックレッ
ト ・ です。
皆様もぜひお読み下さい。
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畑作業のあと、食事をする皆さん
浅井光子 園長
月 日(日)に奈良県教
化部にて、～私たちの後継
者を育成するために～ の
主題で、平成 年度 生命
29

できたり、お店で見るよう
なものはできませんが、一
生懸命作った野菜なので、
必死になんとか料理にしよ
うと頑張るそうです。
また大豆の学習の時に、
大豆と聞いても、節分の豆
ぐらいしか思いつかないそ
うで、形をかえて豆腐やあ
げ、味噌、醤油等日本食に
大切なものに加工されてい
ることを知らない子供たち
がほとんどっだということ
です。
栄える会では、畑作り当
初から、日本食に大切な味
噌作りをめざして、遺伝子
組み換えでない種大豆を頂
き、それを毎年栽培してい
ます。収穫した大豆は 自
然海塩と麹を合わせて味噌
に加工、１年以上熟成させ
H26種蒔き H27味噌作成 H28まで熟成

1

2

栄える会

3

地方講師会
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例会だより
光支部
「地産地消勉強会」
米村功夫 村上良一
光支部では、地産地消勉
強会として、無農薬・有機
栽培でいろいろな野菜を育
て、今年で 年目になりま
す。
例会には講師の先生に出
講頂いておりますが、 月
には豊田雅樹講師に来て頂
きました。豊田講師は小学
校の先生をしておられ、体
験を通した学習を大切にし
ておられる学校での様子を
お話いただきました。
年生 年生の時は花を
育て、 年生以上は野菜作
りに挑戦ですが、虫で葉っ
ぱが全部なくなったり、ラッ
キョみたいな小さな玉葱が
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ました。
感想文を見させてもらう
と、クラフトも料理も出来
るものの、する機会が少な
かった方が多かったようで、
「これからは積極的にやっ
ていきたい」と書いておら
れたので、今回の見真会の
成功を確認できました。
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福元文子 副会長
講師会では 月 日の講
習会に向かって 月 日に
第一回の講習会大成功聖経
連続読誦を始めました。毎
月一回開催しますので、聖
経・讃歌をお持ちのうえ、
ニューライフで日程を確認
されて、教化部大道場へお
越し下さい。
次に、講師受験について。
新規受験は毎年ありますが、
昇格は隔年になりました。
今年は教務で、来年は準教
務です。昇格試験が 年に
一回になることで、計画が
立てやすくなりました。
月 日･ 日と、講師
会正副会長と事務担当で、
宇治別格本山で開催されま
した「地方講師会長会議・
地方講師幹部研修会」に参
加して参りました。三好雅
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