
4:40 起床 4:40 起床

5:10 早朝行事　　　基本的神想観･ 5:10 早朝行事　　　基本的神想観･

万物調和六章経P45　　 小牧 正人 講師 万物調和六章経P70　   西手 清英 講師

国旗掲揚　聖経読誦　石原 佐和子 講師 国旗掲揚　聖経読誦　西川 紀美江 講師

皇居遙拝・感謝行 皇居遙拝・感謝行

7:00 朝　食（7:00～8:00） 7:00 朝　食（7:00～8:00）

食事の神示…　(白)    西手 宏子 講師 食事の神示…（白）   西手 宏子 講師

7:45 聖歌「浄まりて」 8:00 観音供養祭

◇ 持ち物 ◇ 『大自然讃歌』読誦 祭司： 和田 正尚 練成主任

聖経『真理の吟唱』『大自然讃歌』 　　　　　　　　　(講)村林 操 講師 祭員： 植田　良穂

　大自然にいのちを観る（外の散策） 　　　 西手 清英　簱智 弘子

　　　　　　　　 　　簱智 弘子　講師 8:45 聖歌「いのち柱の歌」

　　　　　　『自然と芸術について』 祝福祈願「祈り合いの神想観」

11:00 運営会議（大道場） ① 意義説明

12:00 受付開始　（招集放送・司会） 9:10 愛唱歌斉｢赤とんぼ」                 有馬 恵子　講師

「人生問題にズバリお答えします」 　 テキスト『人間苦の解放宣言』

13:00 ≪ 開会式 ≫                　　　寺川 昌代 講師 9:35 ② 実修

１、国歌斉唱（２回） 治病・繁栄・教育等  『生長の家ってどんな教え？』 　 指導：  　　 堀山 明夫　講師

２、開会の祈り　　簱智 弘子 練成副主任 10:00 聖歌を歌おう 10:35 感想文記載

３、「いのちのゆにはの神示」 　　　　  　　　　　 染田円 講師 10:55 決意発表

　　　　　　　　　　　堀山 明夫 講師 10:30 体験談・ここに真理の証あり１名　 　　 結　語 「新たなる出発」

４、開会の挨拶　各務 洋行 教化部長 　　　　　　　　　　　西井末子 講師 講師： 　　　和田 正尚　錬成主任

５、運営委員の紹介 10:40 講話③「愛と感謝の生活」 テキスト『新版・光明法語』『ブックレット４』

６、参加者讃嘆の握手（司会が進行）                 　 松井八重子講師 11:30 ≪ 閉会式 ≫

オリエンテーション テキスト『生活と人間の再建』 １、国歌斉唱

西手 宏子 講師 11:25 笑いの意義説明　西手 清英 練成副主任 ２、閉会の祈り　 西手 清英 練成副主任

13:25 聖歌「宇宙荘厳の歌」 笑いの大会　        西手 宏子　講師 ３、修了証授与　 和田 正尚 錬成主任

講話①「練成会はずばらしい」 表彰式          各務 洋行 教化部長 ４、激励の言葉　 小牧 正人　連合会長

～輝くいのち人間は神の子である～ ５、万歳三唱　　　落合 弘　運営員

                  橋本 久美子　講師 11:50 記念写真（集合写真の撮影） ６、聖歌「使命行進曲」

    テキスト『いのちを引きだす練成会』 昼　食（12:00～13:00）休　憩 ７、誓いの握手

14:20 愛唱歌斉唱「故郷」 祝④ 食事の神示…　(白)  石原 佐和子　講師

講話②「浄心行の説明」～人類無罪宣言～ 13:00 聖歌「宇宙荘厳の歌」 12:00 昼　食

祝①                各務洋行 教化部長 「愛と祈りはあなたを癒やす」　　　　 食事の神示…　(白)  原田 講師

        テキスト『人間苦の解放宣言』  ①神想観の練習と実修

15:10 浄心行用紙記載  ②産み直し、生まれ直し

15:30 聖歌「実相を観ずる歌」 　　　　　　各務洋行 教化部長

 15:30 浄心行 手記記載　  テキスト『詳説神想観』

　祭司：各務 洋行 教化部長 14:40 聖歌「実相を観ずる歌」

　祭員：和田 正尚 練成主任 講話④「先祖供養の意義説明」

  祭員：林本 政治 　　　　　　　　北尾 昭　講師

16:40 手記記載 ﾃｷｽﾄ『新版 人生を支配する先祖供養』

17:00 夕　食（17:00～18:25） 15:25 休憩・準備

食事の神示…　(白)　石原 佐和子　講師 15:35 先祖供養祭及び流産児供養祭

18:20 聖歌「いのち柱の歌」 　　　和田練成主任・池田 陽亮

万物調和六章経　P30    川元 凉子 講師 17:00 食事の神示…　(白)　林 佐知代　講師

18:30 祝福行の意義説明と実修 祝⑤
　　　　　祝福手帳 18:20 愛唱歌斉唱「村祭り」

祝②　 　　　　　　　　川元 凉子 講師 「大自然感謝祭」

　　説明　西手 清英　講師

19:20 愛唱歌斉唱「浜辺の歌」 　　先導　植田 良穂 講師

讃嘆行　　各務洋行教化部長 19:35 聖歌「明るい窓」

19:55 座談会「幸福を招くには」 座談会「日時計主義の生き方」

テキスト『新版 光明法語』　指導：各務教化部長 指導： 各務洋行 教化部長

20:25 聖歌「神と偕に生くる歌」 20:25 聖歌「星のように」

20:30 神想観実修（基本的神想観） 20:30 神想観実修（四無量心を行ずる神想観）

                      西川 紀美江  講師  　　　　西手 宏子 講師

          テキスト『新版 詳説神想観』           テキスト『新版 詳説神想観』

21:00 就寝準備・入浴 21:00 就寝準備・入浴

（10:30でボイラー消火） （10:30でボイラー消火）

22:00 消灯（就寝放送） 22:00 消灯（就寝放送）

『新版 光明法語』道の巻『生活と人間の再建』

『生長の家ってどんな教え？』

『宗教はなぜ都会を離れるか？』

第472回　神性開発やまと練成会　＜30年9月度＞　プログラム　(30.8.5 )

＜第1日9月14日(金) ＜第2日＞　9月15日(土) ＜第3日＞　9月16日(日)

浄心の日 感謝の日 祈りの日

◇ 練成会テキスト ◇

『人間苦の解放宣言』『次世代への決断』

『いのちを引きだす練成会』『人類無罪宣言』

『新版 詳説神想観』ブックレットシリーズ3・4

『新版 人生を支配する先祖供養』

11:10

『日々の祈り』 『万物調和六章経』

祝⑥

祝③

『観世音菩薩讃歌』、聖経四部経、聖歌集

炊事担当

総連：第 2 総連

総連：第 12  総連

総連：第 16 総連

総連：第 18 総連

司会団：

金児 直美 講師

松本美江子 講師

植森 恵美子 講師

運営会議

◇ 9 月14 日(金)        

11時～

＜ その他連絡事項 ＞


