組織だより
相愛会連合会
福岡寛和 副会長

月

日の新人推進講演会

では、本部講師の素晴らし
い講話に多くの方が感動さ

を結んで私達の人生を素晴

て生きること、善き点と点

さに『今』を悦んで感謝し

を多くの方に気づいて頂き す。その瞬間瞬間の点、ま

完全円満なる神の子の自覚 にも現れると言われていま

で、善いようにも悪いよう

人間の心は想い方ひとつ

※ 詳細は2頁をご覧下さい。

らしいものとしたいもので
す。

白鳩会連合会
林佐知代 副会長
日(火)教化部大道

いませ。

ブロック行事という事もあ

来ないのでFaceBook内で企

どうぞよろしくお願いい り、企画会議を集まって出

たします。

月初旬に「わかくさの 画会議を行ったり、参加者

集い 花爛漫日帰り旅行」 全員が運営の役職に就くな

月

を予定しています。こちら ど、見習いたい部分がたく

も多くの方のご参加お待ち さんありました。

しています。

詳しくは白鳩会事務局ま

池田陽亮 事務局長

青年会委員会

最後は皆で長村先生作詞 でお問合せ下さいませ。
の「無限の富がやってくる」

熟年の皆様の元気いっぱ

晴らしい歌を聴かせて頂き、 いのパワーに圧倒されつつ

共に、吉井真記子さんの素

余興はピアノの生演奏と を歌って閉会となりました。

のしく頂きました。

いお食事を歓談しながらた

顔いっぱいになり、おいし いに盛り上がりました。

明るく元気なご講話で、笑

長村省三 前教化部長の

場にて、｢わかくさの集い

30

新年会」が開催されました。

1

踊りや詩吟、カラオケで大 新年の始めの楽しい会とな

研修は つの部からなり、

研修①では、｢Restart

（再始動)」とサブタイト

ルが付き、鈴木幸利 愛知

教区教化部長が誌友会の始

まりと今日までの歩みを、

愛知教区青年会の事務局長

が誌友会開催から今日まで

月 日(土)～ 日(日) の体験談をそれぞれお話し

わかくさの集いは、毎月 に愛知県教化部で開催され くださった後、参加者は、

りました。

3

庭先にはあちらこちらと
春の便りが、届いておりま
す。神の子の皆様、日頃よ
り相愛会活動にご協力頂き、

日(土)は、今年

2

誠にありがとうございます。
月

10

回目の新人推進講演会です。

3
れたと思います。

(JR大和高田駅より徒歩5分)

身近な方、また生長の家

4

県下 会場で開催されてい た｢リーダー養成のための 初めて誌友会に参加した動

才以上の方も、お近く ました。

奈良教区からは

この研修会は企画の段階

させて頂きました。

加されるとのことでご参加

である三重からも青年が参

の行事でしたが、ペア教区

の研修会で、東海ブロック

ダーになりたい方に向けて

会場リーダーの方、会場リー

この研修会は、誌友会の

名の青

返りました。

ます。まだ参加されていな 研修会｣に参加させて頂き 機などを思い返して初心に
い

の会場に是非ご参加いただ

鳩会活動を盛り立てて下さ

いて、ますます若返って白 年が参加しました。

4

(近鉄奈良駅より徒歩12分)

を知らない多くの方々に人

3

奈良県産業会館
13:30～

間神の子の真理をお伝えし、

※ 詳細は白鳩会事務局まで
お問い合せください。

3 10

相愛会だけでなく、各組織

・二条城 ・御室桜鑑賞
・仁和寺 などなど

月
日(土)
10:00～ ならまちセンター

の会員が少しでも増えるよ

4月9日(月) 日帰り

師：小林光子 本部講師
講

う推進運動に努めてまいり

7

花爛漫日帰り旅行

10

4
2

から志向が懲らされていて、

金内崇幸 青年会会長のご講話

70

わかくさの集い

新人講演会
ます。

長村 前教化部長のご講話
橋本 元連合会長と有馬
前連合会長よるカラオケ

2
たいと思います。
2月10日の新人講演会でご講話下さった、
水島育子 本部講師
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ションを生み出す」という
タイトルで金内会長から、
自身が誌友会を開催してい
た時の事をふり返りながら、
モチベーションの保ち方を
お話ししてくださいました。
参加者も教区毎に分かれ、
実際に誌友会開催の流れや
お誘いしたい方などチェッ
クシートを作成して、誌友
会の準備から後日までの流
れと、それぞれの意義を確
認しました。
今回の研修会では、目新
しい運営方法があった一方
で、今まで流れで行ってき
た誌友会について、改めて
じっくりと考えることので
きる研修会でした。
1

20

3

28

ご講話をされる豊田講師

寒い中、 名（うち新人
名）の方がご参加くださ
いました。
体験談を小幡桂子(元高
校教諭)、成田佐和子(ピア
ノ教師)、大神三智子(学習
塾講師)の 名の方がして
くださりました。
続いて、テーマ「学力向
上のために 䢣 生命を伸ば
す原理と方法」と題しまし
て、豊田雅樹 講師がご講
話くださいました。
教育の場で“生長の家”
の教育を実践しておられる
先生方の一語一語に、参加
者はうなずきながら聞いて
下さっていると感じました。
授業を受けているみたい
だったとか、今の教育の話
や学力をどう見るかという
ことも知ることができて良
かったという感想が寄せら
れました。

5

栄える会

4

染田雅弘 副会頭
栄える会の各支部では、
①繁栄勉強会
②流産児供養、先祖供養及
び英霊先祖供養と講話
③ノーミート勉強会
④自然から学ぶ勉強会
⑤早朝神想観と講話
を毎月、支部例会にて開催
しています。
英霊先祖供養と講話につ
いては、 月 日に御所の
藤本順三宅で橋本久美子先
生を講師にお迎えして開催
しました。霊牌は９６３柱
とたくさんの御霊様を供養
させて頂きました。
橋本久美子先生は相即相
入について、｢私の心は彼
の中にあり、彼の心が私の
中にあるのである。自分が

本気で神の愛を生きた時に、
世界が変わるというのは、
皆の心が繋がっているから
です。」と素晴らしい真理
の勉強をさせて頂きました。
初参加の方からは「霊牌
を招霊する時、空気が清ら
かで、自分が凄く綺麗な気
持になるような気がした」
との嬉しい感想を頂きまし
た。
早朝神想観と講話につい
ては、毎日早朝４時からフ
ラワリッシュにて開催して
おります。
前半が聖経の読誦、後半
が体験講話と神想観を行っ
ています。日曜日と木曜日
は松井八重子顧問からご講
話を頂き、その他の日は会
員が先導、講話させて頂い
ております。
松井顧問による個人指導
や早朝神想観の予定表は事
務局で頂けますのでご活用
の上、是非ご参加頂きます
よう宜しくお願い致します。

教職員会

藤田香 副会長
第１１８回教育フォーラ
ムを 月 日(日)にリーベ
ル王寺で開催しました。
2

29年度の実力向上勉強会の様子

して、教義の基本を学びま
しょう！
昇格の方は、今年は準教
務の試験が行われますが、
教務受験の先生、深く真理
を学びたい先生もご一緒に
お勉強にお越し下さいませ。
真理を深めて一歩一歩前進
して参りましょう！ きっ
と素晴らしい境涯が待って
いることでしょう。
毎日の生活の中で、勉強
の時間を捻出することは容
易なことではありません。
神様のお役に立つことのみ
を考えて、使命邁進して参
りましょう。

英霊供養祭(染田宅)の様子

地方講師会
福元文子 副会長
寒さも和らぎ、嬉しい春
になって参りました。講師
会では 月 日(月)から実
力向上勉強会を開催します。
講師は組織の血液、要となっ
て組織力を高める重要な存
在です。大勢の講師の先生
が誕生されますこと、この
上ない喜びです。
新規受験の皆様には、ぜ
ひ勉強会にお越し下さいま
12

金内会長が講話で使用された画像資料

研修②では、｢Rewrite
(書き換える)」とサブタイ
トルが付き、金内崇幸 青
年会会長が「(誌友会の)参
加者から見た開催者の理想
と講師の視点」との内容で、
自身の体験を交えて、誌友
会参加者への対応と、開催
者と、講師の想いについて
お話ししてくださいました。
ここでは、誌友会参加者へ
のおもてなしについて、愛
知教区の委員長が、誌友会
初開催から今日までの紆余
曲折と、おもてなしの大切
さについて事例発表をして
くださり、参加者はグルー
プに分かれ、理想的な誌友
会を話し合って発表し合い
ました。
最後の研修③では、｢会
場リーダーとしてのモチベー
3

平成30年3月1日(皇紀2678年)(４)

ニューライフ
第７３９号

