
1/16（木） 1/17（金） 1/18（土） 1/19（日） 1/20（月）
先;清水　司;鵜飼 先;長田　司;小野 先;阿部　司;岡田浩 先;岡田伊　司;新宮 先;大内　司;服部

基本的ﾃｰﾌﾟ･久遠生命の神示･甘露 基本的･六章経(P45)･甘露 基本的･六章経(P70)･甘露 基本的･六章経(P92)･甘露 基本的･大自然･甘露

召;/司･事; 召;/司･事; 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 7:50 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 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: 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 13:05 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 13:10 笑い・拝み合い

13:30　講話
   真理を伝える悦び

　　　長田　忍
新版 菩薩は何を為すべきか
無限供給の鍵

14:45 感謝金呼びかけ
　記念撮影･写真受付･
　歓談･移動

第７８５回（令和２年１月）神性開発宇治 新春練成会

8:00 神想観説明と実修⑥
      （総合･質疑応答）
  榎本　一子　 詳説神想観･
病気はこうして治る-実践篇⑥

8:00　　講話
 　　  神に全托
 　　 阿部　秀輝
　　　凡庸の唄
　生活と人間の再建
　　　　　〔幽斎殿ﾌﾟﾘﾝﾄ〕

8:00　    講話
神癒の社入龍宮幽斎殿
祈願並びに写経について

　　阿部　秀輝
宗教はなぜ都会を離れるか?
　 　　　　　　〔神癒･写経〕

8:00 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
 病気はこうして治る-原理篇⑤8:50　繰り返し実修

8:00     講話

真理を家庭で生きるには

　　清水　志郎
 菩薩は何を為すべきか
　　　　　　〔組織･普及誌〕

9:00 歓談・笑い・拝み合い 

9:15 悦びの発表

 
    　  長田　忍

10:15歓談・笑い・拝み合い

10:30   結語
 生長の家の生き方
       堀端　芳樹

　生活の智慧365章

12:00　感謝行

　　　　昼　食　★

11:30   閉会式
　　　　　　 祈り 堀端

9:00　　笑いの大会
　　記念品贈呈[宝蔵･奉仕]

9:00歓談・笑い・拝み合い 9:00 神癒祈願･写経申込み･休憩

9:15
　 感謝と祝福の発信
　[互いに祝福しよう]

        長田　忍

9:15
　 感謝と祝福の発信
　　　　　＆
　　　   Ｑ＆Ａ

9:30　宝蔵・奉仕説明　榎本

10:45　講話

　　霊宮聖使命菩薩･
　　　会員並びに
末一繁栄祈願について
　　  堀端　芳樹
　 霊供養入門〔末一･永代〕

10:45　講話
　今こそ結びの
　　　生活をしよう
　　　岡田　伊都子
 凡庸の唄
 病気はこうして治る-原理篇⑤

　　　　　　　〔一汁一飯〕11:45霊牌記載･質疑応答

12:00　食事の神示
　昼 食 (食堂へは12:40迄にお入り下さい)

9:40　宝蔵･奉仕
　　記念写真受付･歓談

10:00　感謝誦行
　　　　            千羽
10:20　休憩

10:30　 講話
　　　喜びの先祖･
　流産児供養について
 
 　　  堀端　芳樹
　　　　 霊供養入門
　　　神真理を告げ給う

10:30歓談・笑い・拝み合い ★ 10:30歓談・笑い・拝み合い ★

15:30 先祖流産児供養祭

　　　  [大拝殿]
         　祭司部
 　聖経 天使の言葉

16:20 笑い・拝み合い

13:15 体験談⑥ 津曲 梓 13:15　講話
　妻として母として

　　　榎本　一子
　46億年のいのち

13:15 体験談

13:30　講話
神･自然･人間大調和の世界

　　　清水　志郎
 宗教はなぜ都会を離れるか？
 凡庸の唄
　　　　　　　〔ﾘｰﾌﾚｯﾄ・ｱﾝｹｰﾄ〕

14:30 歓談･笑い･拝み合い

14:45
自然の恵みフェスタ紹介
15:05動画「食が結ぶ人･地域･自然」

15:20
 自然を五感で楽しもう
    　 清水･岡田浩

　　　説明･実修

 絵手紙・みつろうラップ作り

19:45  実相円満行実修
　拝み合い　　岡田浩

19:45　神想観
　拝み合い　　清水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

召;/司･事; 召;/司･事; 召;/司･事; 召;/司･事;

18:00 観世音菩薩を称うる
祈り・観世音菩薩讃歌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水

18:00　　　　　①②
聖経続々「甘露の法雨」
　　　　　　　　　 　岡田浩

18:00　　　　　⑤⑥
聖経続々「甘露の法雨」
　　　　　　　　　 　小野

21:50 就放 21:50 就放 21:50 就放 21:50 就放

18:00 本部講師・講師補による

 祈り合いの神想観　先導:阿部

18:30　　講話
 感謝と悦び！
 　幸せの表現をしよう
　　 千羽　真平
　自然と芸術について①

18:30
 実相円満誦行について

　　　岡田　浩二
 新版 人間苦の解放宣言
 神示集

18:30　 講話
　常に祈りと共に

　 　 鵜飼　俊光
　46億年のいのち

18:30　 講話
 　愛行こそ我が使命
　　　新宮　一
　　神真理を告げ給う

19:30

　　感謝と祝福の記載

9:00 祈り合い実修
　　　　　　岡田伊③④

9:30　休憩・移動

22:00 消灯 練成部;梅田

宿直;小藏
22:00 消灯 練成部;千羽

宿直;小野
22:00 消灯 練成部;清水

宿直;佐々木
22:00 消灯 練成部;岡田浩

宿直;藤原

20:15
　入浴(～21:30)
　就寝準備
　　　　　　　　　〔ｱﾝｹｰﾄ〕

20:15
　入浴(～21:30)
　就寝準備

20:20　神想観　千羽

20:30
　　入浴(～21:30)
　　就寝準備

10:00
末一稲荷神社月次祭
　　聖経 甘露の法雨

精霊招魂神社月次祭
　　聖経 天使の言葉

　
 聖経四部経･はきもの
　　　　　バス;岡田浩

14:30 講話

国際平和信仰運動の
　目指すもの　岡田　浩二
美しい国と人のために
"人間･神の子"は立憲主義の基礎③
戦後の運動の変化について④

15:30　移動
《主要テキスト》
・凡庸の唄
・４６億年のいのち
・神真理を告げ給う
・光明法語～道の巻～
・宗教はなぜ都会を離れるか？
・日時計主義とは何か？
・新版菩薩は何を為すべきか
・新版人間苦の解放宣言
・新版 詳説神想観
・新版 生活の智慧365章
・霊供養入門
・誌友会のためのブックレット
　　シリーズ１･3･4･5･6
・令和2年版ひかりの言葉

《持ち物》
・聖経四部経〔聖経甘露の法
雨・聖経天使の言葉・聖経続々
甘露の法雨・聖使命菩薩讃偈〕
・観世音菩薩讃歌
・大自然讃歌
・日々の祈り
・万物調和六章経
・生長の家聖歌歌詞
・日時計日記
・洗面用具
・筆記用具
・着替え
・ジャージなど動きやすい服装
とクツ
・ハンカチ
・マイボトル

　　　積徳の献労
　　 　[大拝殿]
　　　感謝誦行(20分)

16:20 笑い・拝み合い

20:30
　入浴(～21:30)
　就寝準備
　

19:30
　　　[悦びの記録]
       　 研修生募集
　　参加受講証渡し

15:00　[幽斎殿]
   入龍宮幽斎殿における
　　　    神癒の写経実修
聖経 甘露の法雨（初回）
観世音菩薩讃歌（2回以上）
大自然讃歌（2回以上）

はきもの　　　　バス;岡田浩

16:20 笑い・拝み合い

14:45　移動

◎送りのバス出発時間◎
(JR宇治駅・京阪宇治駅行き)

閉会式終了
　①30分後に第一便出発
　②13:10に最終便出発
　場所：地下3階駐車場

13:15　講話
　　拝み合いの世界
　
　　　榎本　一子
　  生活の智慧365章

14:15 歓談･笑い･拝み合い


