
８/10(土) ８/11(日) ８/12(月) ８/13(火)
先;清水　司;新宮 先;長田　司;小野 先;阿部 司;岡田浩 ﾊﾞｽ;谷口･北

基本的ﾃｰﾌﾟ･総裁先生祈り･甘露 基本的･神示･甘露 幽斎殿における神想観･甘露 

召;/司･事; 召;/司･事; 召;/司･事;

7:50 　 集合・ラジオ体操 7:50 　 集合・ラジオ体操 7:50 　 集合・ラジオ体操
7:55　  笑い・拝み合い 7:55　  笑い・拝み合い 7:55　  笑い・拝み合い

召;/司･事; 召;/司･事; 召;/司･事;

13:05　集合・ラジオ体操 13:05　集合・ラジオ体操 13:05　集合・ラジオ体操
13:10　笑い・拝み合い 13:10　笑い・拝み合い 13:10　笑い・拝み合い

第７８０回（令和元年８月）神性開発宇治一般練成会　

起床　4:45
早朝行事　5:10

日時；令和元年
８月10日(土)
　　　　午後6時
 　　～１６日(金)
　　　　正午
会場･開会式:大講堂

8:00 神想観説明と実修①
    （礼拝の意義･姿勢･招神歌）

　　　   千羽　真平
詳説神想観･病気はこうして治る-実践篇⑥

8:00     神想観説明と実修②

      （招神歌･気合･念ずる言葉）

　　　　　　新宮　一
詳説神想観･病気はこうして治る-実践篇⑥

8:00 神想観説明と実修③

　　  (念ずる言葉･呼吸)

　　   　 岡田　浩二
詳説神想観･病気はこうして治る-実践篇⑥

9:00 歓談・笑い・拝み合い 9:00 歓談・笑い・拝み合い 9:00 歓談・笑い・拝み合い　★

8:40 繰り返し実修 8:40 繰り返し実修 8:40 繰り返し実修

9:15　講話
     朝の時間を生かせ
　朗らかに笑って生きよ
　

              岡田　浩二
創刊号・４６億年のいのち・

日時計日記・こども日時計日記

９:15　 講話
　 神想観は素晴らしい
 
    　   清水　志郎
    　４６億年のいのち
　　 日々の祈り

9:15　体験談④ 藤本 和博

9:30 　感謝誦行
　　　　              榎本聖
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!

9:50 　移　動

10:00
宝蔵神社月次祭
　　聖経 甘露の法雨

全国流産児無縁霊
供養塔供養月次祭
　　聖経 天使の言葉
 
 聖経四部経･おはきもの

10:30 歓談・笑い・拝み合い ★ 10:30 歓談・笑い・拝み合い　★

13:15月次祭記念講演
神の子自己礼拝

　　長田　忍
   生活の智慧365章

10:45　 講話
     人生を支配する
　　　　　　　言葉の力
　

　　　　　　榎本　一子
生活の智慧365章･日々の祈り

10:45　 講話
　  　悦びの生活
 
    　   榎本　一子
    　４６億年のいのち
　　 日々の祈り

12:00 食事の神示
　　　昼　食 (食堂へは12:40迄にお入り下さい）

 案 内
15:30～18:00
 JR宇治駅出迎
15:30～18:00
 受 付
15:30～18:00 14:30 歓談・笑い・拝み合い

13:15　日々の祈り　清水

13:30　体験談② 新田

13:15　体験談③ 津曲 梓

18:00 大自然讃歌　 千羽
開会式 挨拶･祈り堀端

召:/司･事; 召:/司･事; 召:/司･事;

入浴(16:00～21:00)
　(初日のみ～21:50)
夕食(16:30～18:00)
    (初日のみ16:15～18:30)

15:00 歓談・笑い・拝み合い

VTR放映(立教の歩み)
1回放映(受付前)
15:00～

16:00 浄心行用紙記載
　　聖経読誦　清水

15:15

　　  積徳の献労
　     [提灯付け]

14:45  講話
   浄心行について

      清水　志郎
新版 人間苦の解放宣言

18:30観世音菩薩を称うる祈
り・観世音菩薩讃歌　 鵜飼

18:30　　　　            ⑤⑥
    聖経続々「甘露の法雨」
　　　　　　　　　      小野

18:30　　講話
お父さんお母さんに
　　　　感謝しよう
　　 　千羽　真平
 　生活の智慧365章〔ハガキ〕

20:45 就寝準備 20:45 就寝準備

19:00　講話
   　 現象はない!!

　           長田　忍
       真佛教の把握
   新版 菩薩は何を為すべきか

19:00　講話
自己を劣等視するな
  神の子ではないか!!
　

　  　     長田　忍
　神真理を告げ給う

19:30 移動

20:05　神想観
　　説明と実修　　長田

20:45 就寝準備
20:50 就寝準備

21:50 就放; 21:50 就放; 21:50 就放; 21:50 就放;

14:45 歓談・笑い・拝み合い

15:00

　　  積徳の献労
　     [提灯付け]

19:40  浄心行
　

           清水　志郎
       聖経 甘露の法雨
       万物調和六章経
　　 拝み合い

14:30　祈り合い実修
　　　　　　　岡田伊③④

20:15　神想観実修

　　　拝み合い　岡田浩

13:45　 講話

　　神の子を生きる

　　　阿部　秀輝
　  ４６億年のいのち

13:30
       祈り合いの神想観
　　　岡田　伊都子
    新版 人間苦の解放宣言
    観世音菩薩讃歌

22:00消灯 練成部;岡田浩

宿直;安田
22:00消灯 練成部;藤本

宿直;北
22:00消灯 練成部;清水

宿直;佐々木

18:35 体験談 ①鈴木 直人

召集;
司会;

事務所;

　　　　　　　　　　　　　　　16:30 食事の神示
　　　　　　　･夕食(16:30～18:00「食堂へは17:40迄にお入り下さい」
　　　　　　　･入浴

18:50　講話
　　  実相と現象

　       長田　忍
 　生活の智慧365章

20:15 祈り合いの神想観 ①②
　

　　　　　　拝み合い　新宮

22:00消灯 練成部;千羽

宿直;新宮

20:20 オリエンテーション
　                        　 司会

★・・・献本引換 


