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原市の神武天皇陵にて、岸
田委員長の先導で青年会員
と青年会にご縁のある方々
の祝福祈願、講習会の大盛
会祈願を行っています。
月は 日の日曜日に行
いました。その日も晴れの
予報で早朝からカンカン照
りでしたが、祝福祈願を行っ
その他にも、青年会では
ている途中から徐々に曇り
月 日(日)の青年一日見
だし、涼しい風が吹いてき 真会に向けて、色々と企画
てくれたので、暑くもなく をしています。
雨にも降られずに祝福祈願
今年はクラフトで、新聞
と講習会大盛会祈願を行う 紙を使い、重い物も入れら
ことができました。
れるエコバッグを作成する
月分は 月 日に前倒し 予定です。
で行ってしまいましたが、
こちらもご参加よろしく
月は 日日曜日に行う予 お願いします。
定です。青年の皆様はぜひ
ご参加ください。参加希望
の方は、青年会事務局の池
地方講師会
田までご連絡くだされば、
可能な限りお迎えにも行か
川端秀子 副会長
せてもらいます。
タイプのこともあり、
よろしくお願いします。 地元公民館の俳句教室に入
りました。 人位で月に
度、決められた兼題（俳句
のお題）で五句づつ作って
集まります。約百句の中か
ら共感した句を 人五句選
びます。講師から選ばれた
り、互選で高得点句になる
と嬉しいものです。
五月の私の句は“憲法の 主
権在民 熟慮の日”この句を
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制作予定のエコバッグ
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白鳩会連合会
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林佐知代 副連合会長
月 日(火)教化部小道
場にて、レディースセミナー
が開催され、壮年は 名の
参加で楽しい時間を過ごす
ことができました。
西手副会長から、ノーミー
ト料理の意義説明があり、
皆で料理の下ごしらえをし
て、その後、各務教化部長
による神想観の説明と実修、
それから皆で巻き寿司とキャ
ベツの豆乳スープを作って

17

完成した色とりどりのお寿司

いただきました。トマトや
チーズ、人参のごま油炒め
など、今まで巻き寿司には
使ったことのない食材を入
れて巻きましたが、どれも
おいしく、トマトゼリー、
水羊羹のデザートも好評で
おしゃべりも弾みました。
次回は 月 日(火)を予
定していますので、又、壮
年の方へのお声がけをよろ
しくお願いします。
多くの方のご参加をお待
ちしています。
10

青年会委員会
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組織だより
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相愛会連合会
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理を深めました。その行事
の最後に普段はあまり立ち
入らない境内の森に住吉神
社の分社があり、そ こで
“大自然讃歌”を読誦しま
した。
さて、来る ／ (土)～
(日)は「未来を拓く小学
生練成会」が開催されます。
相白青の各組織が力を結集
して（結びの力）、多くの
子供達をお誘いし、生長の
家の信仰を生活に生かす子
供達をたくさん育てていき
ましょう！練成会でお待ち
しています。

10

講習会参加者目標１５５名
受講券目標１８０枚
池田陽亮 単青委員長
奈良教区青年会では、
月 日の奈良教区講習会に
向けて、毎月一回、青年委
員会開催日の朝 時より橿
6

巻き寿司の下ごしらえの様子
各務教化部長先導の神想観

小牧会長の決意発表
奈良教区の相愛会幹部

幸田佳久 副連合会長
／ (土)～ (日)と、
宇治別格本山にて「相愛会
ブロック幹部研修会」に参
加しました。本部に奉職さ
れた中井さんとも久しぶり
にお会いでき、再会を喜び
合いました。研修では「生
長の家を信仰するとは、
“信仰と生活を一致させる”、
“日々の選択と行動に神意
を現わす”ことが大切であ
る。」とのお話に信仰生活
の自覚を新たにしました。
また野外研修では団体参拝
練成会でも体験した“イン
タープリテーション”とい
うものを行い、「神・自然・
人間は本来一体なり」の真
インタープリテーション後全員で
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2年前の早朝神想観の様子
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川端副会長の作品

取って下さった人が数人い
ましたが、講師は「“憲法
記念日”とキチンと入れな
いと季語ではない」と取ら
れませんでした。六月の兼
題は「五月闇」梅雨時の暗
闇をいいます。私は、“再
稼働 原発依存 五月闇”と
作りました。これを講師は、
特選で取ってくれ、互選で
も数人が取ってくれました。
この句は奈良新聞にも掲載
されました。他に“信心を
警戒せし 五月闇”も出し
ました。決して上手な句で
はありませんが、生長の家
以外の方々に総裁先生のお
気持ちを少し発信できたら
と思っています。
前回の講習会に、この俳
句の会から 名の方が参加
して下さりました。
俳句や絵の特集があった
時には普及誌を手渡しまし
た。講師として、機会を見
つけては、神䢣自然䢣人間
の調和する生き方を発信で
きたらと思います。

“森の中のオフィス”に見
栄える会
学に行かれ、
｢志」の根底に
は生長の家の教えと共通部
辰已佳央 会頭
去る 月 日（日）ホテ 分が沢山有り、本は完売、
ル日航奈良で開催しました 息子に・主人に聞かせたかっ
ゼ ミ ナ ー ル に ２ ３ ０ 名 た等のお声も多く、皆様に
（目標２００名）の皆様に 大変喜んでいただきました。
御参加いただきました、あ
りがとうございます。
①自分のことは「どうぞお
教化部長・各務洋行先生
先に」一歩譲る みんな
は『新版 栄える生活365章』
のためなら一歩前へ「私
を テキストとして「善念
がやります」
をもって人々を祝福する」 ②主人公意識 同じやるな
（２１２頁）｢どんな小さ
ら「ハイ喜んで」で受け
な恵みにも感謝せよ｣（３
きる、等
５頁）人・事・物 天地万 ③人格･自分を磨く 心を磨
物に感謝、祝福して生活す
くのは見える物から磨く
ることを御講話いただきま
した。
両先生の御講演をお聞き
志ネットワーク社代表・ 下さいました皆様、栄える
上甲晃 先生は昨年に引続 会会員の皆様、明るくたの
いて の 御講 演 で し た が 、 しく力強く、前進していた
だきますよう祈念申しあげ
ます。
合掌拝

支部例会だより
「流産児供養祭」龍神支部
小嶋弘美
私たちが神の子を顕すに
は、先祖供養と流産児供養
は車の両輪で、どちらも大
切です。
流産児供養は、自分には
流産児がいないのでする必
要が無い、自然流産なので

流産児供養祭の祭壇の様子
仕方が無かったと思われる
かもしれませんが、決して
そうではありません。親や
その上のご先祖様の中には、
流産児さん（死産や生まれ
てすぐに亡くなられた御霊
様）がおられるはずです。
その生まれて来られなかっ
た、父母に抱いてもらえな
かった、悲しさ淋しさを解っ
てあげ、一人の命として、
兄弟姉妹として、愛し続け
ること、同時に自分がこの
世に生まれて来られた事を、
何と有り難く幸せな事かと
喜んで感謝して生きて行く
事が大切です。
この供養の大切さ、生命
礼拝を解って頂きたいと切
に願い、龍神支部では、毎
月テーマをもって流産児供
養祭をしております。一度
是非ご参加下さい、お待
ちしております。

｢繁 栄 祝 福 祈 願 祭 ｣

教職員会

(祝福祈願と座談会/個人指導)

橿原生命学園園長
幸田佳久
月度の橿原生命学園の
テーマは「両親や家族、先
祖へ感謝の気持ちをあらわ
そう」です。今回は 人の
神の子さんが参加してくれ
ました。『いのちのまつり』
の本を引用し「君たちのご
先祖様は何人いるかな？」
の問いに一所懸命目を輝か
せて数えてくれ、「この中

クレープ作りに真剣！

の一人でもいないと君たち
はここにいないんだよ」と
ご先祖様の大切さを伝えま
した。
その後、みんなで「クレー
プ作り」をしました。色ん
な具材（卵、チーズ、ちく
わ、レタス、そしてフルー
ツ、生クリーム・・・）を
巻いて楽しみました。まる
で手巻き寿司のようでした。
クレープ生地を焼くのは大
変！？と思いきや、最新鋭
の“クレープ焼き器”をス
タッフが準備して下さり、
少し焦げ目のついたきれい
な生地がたくさん作れて、
子供も大人も大変盛り上が
りました。
次回の皆さまのお越しを
心よりお待ちしています！

秘密兵器！

完成したクレープ

皆様からのお悩み・ご相談を
お受けしてお祈りする
7

開催日時：
８月１２日(土)10:00-12:00
９月２日(土)10:00-12:00
会場：奈良県教化部
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年齢を感じさせない元気な御講演

