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（体験集通算 440号）

宝蔵神社の先祖供養

端

生長の家宇治別格本山 宮司・総務

堀

続いております。

芳

樹

このような時には、現実界での働きだけで

宝蔵会の皆様方におかれましては、常日頃

はなく、霊界からの様々な働きかけをしてく

生長の家の信徒のご先祖様をお祭りして、聖

より宇治別格本山の諸活動にご愛念とご理解

経読誦の供養を行う神社として昭和三十五年

を頂いておりますこと、心より感謝申し上げ
新型コロナウイルスによる感染者数は、依

ださっていることと思われます。宝蔵神社は

然高止まりの状況でありますことから、これ

八月に落慶いたしました。しかし単にご先祖

ます。

まで通りマスクの着用や三密を避ける等の対

様をお祭りするだけでなく、ご先祖の御霊様

ニュース

いされまして、紫雲殿にお祭りされておりま

弥陀如来様の、諸神諸菩薩様のご降臨をお願

国主命様、観世音菩薩様、地蔵大菩薩様、阿

をお守りお導きくださる神霊及び仏霊のご降

が連日の

す霊宮聖使命菩薩（永代祭祀）の御霊様及び、

さ て、 最 近 は コ ロ ナ ウ イ ル ス に 関 す る

策を取られますようご案内申し上げます。

ように放

光明宮・宝藏宮にお祭りされております霊宮聖

臨がなければならない、ということで、本尊

映されて、

使命会員の御霊様、
さらに霊殿にお祭りされて

曼荼羅に生長の家の大神様をはじめとして大

世界的に

ナ侵攻の

混沌とし

おります霊牌祭祀の御霊様を （次頁に続く）

ニ ュ ー ス と と も に、 ロ シ ア に よ る ウ ク ラ イ

た状況が
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一群のスピリットが地上に向かって何

一次世界大戦の前に、ある高い霊圏で

信の中で、高級霊ヴェッテリヌが、第

聖典『生命の実相』霊界篇の霊界通

働きくださっておられるのであります。

類光明化運動・国際平和信仰運動にお

神霊の諸神諸菩薩様のお導きをうけて、

祭りされている多くの御霊様も、本尊

のことでありますので、宝蔵神社にお

働きによって修正することができると

フィルムは、〝神〟または〝高級霊〟の

となって現れたのでありますが、念の

られた〝念のフィルム〟が具体的に形

は多くの人々の念の集積によって形作

しかけている魂に墜落してはならない

と見える者は、
〝わたし〟
（神）が墜落

給う』にこう書かれています。
「病菌

谷口雅春先生は著書『神真理を告げ

ス」とは

ナウイル

は、
「コロ

で す。 で

ない状況

断を許さ

か光る白布のようなものを打ち振って

霊界から様々な光明の働きをしてくだ

という電報を配達させるためのメッセ

今回発生したウクライナへの侵攻事変

いる光景について説明されている箇所

さっていることと思います。日々感謝

お守りお導きくださり、霊界から、人

がありますが、それは、これから起こ

を込めて、祈り、真理の言葉の供養を

けの綱であり、墜落を防いでやるため

のガードレールのようなものである。
」

（十九頁）
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明るい希望をもって一日を出発しよう

何なのでしょうか？

だけ小さくすべく、光明の念波を送っ

るであろう戦争の悲惨の程度をできる

ンジャーに過ぎないのだ。それは神の

小野大作

罰でも神の鞭でもない。それは神の救

続けてまいりたいと思います。

主任

管理部

ているのだ、との説明がありましたが、

世界の情勢を考える

現在の世界文明は、欲望のままに地

下資源を浪費して環境を破壊し、利便

そこで、今回のコロナショックが起

なくなります。

までは数十年後には地球に生物が住め

性だけを追求して大量生産大量消費す
世界的にはまだまだコロナウイルス

りに皆様の前でお話をさせていただく

は猛威を奮っており、新種も日々誕生

ことになりました。是非宇治までお越

止重点措置が解除され、宇治別格本山

る自堕落な破滅的なものです。このま

でも土曜日と日曜日の日帰り講話が再

しています。終息はいつになるのか予

しください。

開しました。そして、私自身も二年ぶ

コロナウイルス感染症による蔓延防

ます。

宝蔵会の皆様合掌ありがとうござい

随想
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つ行動するのが基本原則です。総裁谷

が行われている節目であることを感じ

口雅宣先生の発表された「世界平和の

明に向けて生活を変えていかなければ
世界では他にも、ロシアのウクライ

祈り」の新バージョンを厳修して、明

こり、世界の動きが一時的にストップ

ナへの侵攻など、様々な問題が同時に

るく楽しい新文明を構築しましょう。

ます。我々生長の家の信徒は
「祈り」
か

起っています。人類の歴史は弱肉強食

ならない時です。

我々はこのチャンスを生かさなくては

の侵略戦争が繰り返されています。現

し ま し た。 こ の 時 に 新 し い 文 明 に 転

なりません。以前と同じ状況に戻って

換するチャンスが与えられた訳です。

はいけないという事です。神・自然・

在は過去の人類の業が自壊して大浄化

実修した。辺りは雪が積もり、火の気

で地元の浅間神社に参拝して神想観を

人間の大調和を祈り、持続可能な新文

楠本加美野先生のこと

の全くない極寒の境内は深閑としてい

た。先生は毎朝ここで祈っているとの

会だった。当時の先生は〝愛の行者〟

治別格本山の総務を拝命された。そこ

給）に異動され、一九八七年からは宇

数年後、先生は本部練成道場（飛田

繁

そのものといった印象で、たとえば道

で再び楠本先生と出会い、二〇〇〇年

久都間

この三月、楠本加美野先生が彼岸へ

場の廊下で合掌してすれ違うとき、演

埼玉教区・群馬教区教化部長

と旅立った。振り返れば、楠本先生を

壇で穏やかに講話されているとき、湯

ことだった。

通して神さまから幸えられた恩恵は計

に私が本部に転勤するまで仕えさせて

さきは

り知れない。私もその恵みを戴いた一

いただいた。

ある日、楠本先生に、
「本部講師補

船に浸かって瞑目合掌されているとき、

の試験を受けたいのですが」とお伝え

先生の雰囲気から、日々唱えている聖

先生と

句の言葉が光を放ち、一挙手一投足に

人である。

中心帰一の誠意が滲み出ているよう

ことを勧められた。まだ若く視野が狭

の出会い

かった私は、気が遠くなるほど長い遠

は四十数

その年の暮れ、青年会の仲間たちと

回 り を す る よ う な 印 （６頁に続く）

すると、思いがけないことに進学する
車二台に乗り合わせ新春練成会に参加

だった。

した。練成中の早朝、楠本先生の先導

年前、富
道場での

士河口湖
一般練成

祈るたび毎にあなたの魂は浄められる
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６月 ご先祖と共に悦びの一日講話プログラム

〈会場：大講堂〉

聴講希望者は、三密を避け感染防止対策を行った上、30 名まで参加できます。
日付・曜日

テーマ

4日 土 人間は神の子である

5日 日

生長の家の
悦び"の生活

時

間

愛を表現しよう

講 師

テキスト

清水 志郎 『この星で生きる』『幸福を招く365章』

11:15〜12:00 神は親であり、吾は神の子である

阿部 秀輝 『この星で生きる』『幸福を招く365章』

12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:45 神の子の自覚が前途を照らす

昼食希望の方はご予約ください
岡田 浩二 『この星で生きる』『幸福を招く365章』

14:00〜14:45 運命の主人公を生きる

榎本 一子 『この星で生きる』『幸福を招く365章』

14:45〜15:20 蓮華日宝王地観 実修・閉会の祈り

榎本 一子

10:10〜11:00 開会の祈り・日時計主義の生活

岡田 浩二 『この星で生きる』『幸福を招く365章』

11:15〜12:00 朗らかに笑って生きよ・朝の時間を生かせ

榎本 一子 『この星で生きる』『幸福を招く365章』
昼食希望の方はご予約ください

12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:45 光明の生活法
14:00〜14:50

11日 土

講話 及び 行

10:10〜11:00 開会の祈り・実相と現象

堀端 芳樹 『この星で生きる』『幸福を招く365章』

思い切って立ち上がれ、道はそこから開けて
清水 志郎 『この星で生きる』『幸福を招く365章』
いく・閉会の祈り

10:10〜11:00 開会の祈り・世界は愛に満ちている

清水 志郎 『日々の祈り』『希望を叶える365章』

11:15〜12:00 愛とは自他一体の心

榎本 一子 『日々の祈り』『希望を叶える365章』
昼食希望の方はご予約ください

12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:45 愛は円環 〜与えよさらば与えられん〜

新宮 一

14:00〜14:45 愛の表現で、運命は変わる

岡田 浩二 『日々の祈り』『希望を叶える365章』

14:45〜15;20 実相円満誦行 実修・閉会の祈り

岡田 浩二 『新しい文明を築こう・中巻』

10:10〜11:00 開会の祈り 神・先祖・父母に生かされて

榎本 一子 『日々の祈り』『希望を叶える365章』

11:15〜12:00 使命に生きよ
悦びの
12:00〜13:00 昼食・休憩
12日 日
先祖・流産児供養
13:00〜13:45 神の子の 光の因縁

『日々の祈り』『希望を叶える365章』

田野 靖彦 『日々の祈り』『希望を叶える365章』
昼食希望の方はご予約ください
清水 志郎 『日々の祈り』『希望を叶える365章』

14:00〜14:50 悦びの先祖・流産児供養について 閉会の祈り 堀端 芳樹 『霊供養入門』
5 月 16 日午後 3 時 30 分より「先祖・流産児供養祭」が執り行われます。記載した霊牌を奉納金 1 柱 100 円以上を添えて現金書留にてお送りくだされば、
宝蔵神社霊殿に奉安されます（〆切は 13 日必着）。「先祖・流産児供養祭」は Facebook 投稿からライブ配信いたします。ぜひご覧ください。

18日 土 祈り合いの神想観

10:10〜11:00 開会の祈り・神がすべてである

岡田 浩二 『新しい文明を築こう・中巻』
『伸びゆく日々の言葉』

11:15〜12:00 「祈り」は命の宣り言

千羽 真平 『新しい文明を築こう・中巻』
『伸びゆく日々の言葉』

12:00〜13:00 昼食・休憩

昼食希望の方はご予約ください

13:00〜13:45 常に祈りと共に

榎本 一子 『新しい文明を築こう・中巻』
『伸びゆく日々の言葉』

14:00〜14:45 祈りは必ず叶えられる

清水 志郎 『新しい文明を築こう・中巻』
『伸びゆく日々の言葉』

14:45〜15:20 祈り合いの神想観 実修・閉会の祈り

清水 志郎 『新しい文明を築こう・中巻』

10:10〜11:00 開会の祈り・みんな神の子素晴らしい

榎本 一子 『新しい文明を築こう・中巻』
『伸びゆく日々の言葉』

11:15〜12:00 汝の隣人を愛せよ 〜実相を拝みましょう〜 岡田 浩二 『新しい文明を築こう・中巻』
『伸びゆく日々の言葉』
19日 日 人間関係調和の秘訣 12:00〜13:00 昼食・休憩

昼食希望の方はご予約ください

13:00〜13:45 良き「想い」「行為(おこない)」の種を蒔け 清水 志郎 『新しい文明を築こう・中巻』
『伸びゆく日々の言葉』

25日 土

浄 心 行

14:00〜14:50 唯心所現と唯神実相・閉会の祈り

堀端 芳樹 『新しい文明を築こう・中巻』
『伸びゆく日々の言葉』

10:10〜11:00 開会の祈り・罪本来なし

岡田 浩二 『光明法語』『いのちを引き出す練成会』

11:15〜12:00 浄心行について

榎本 一子 『光明法語』『いのちを引き出す練成会』

12:00〜13:00 浄心行用紙記載・昼食・休憩

昼食希望の方はご予約ください

13:00〜13:45 お父さんお母さんに感謝しよう

小野 大作 『光明法語』『いのちを引き出す練成会』

13:55〜15:00 浄心行実修・閉会の祈り

清水 志郎 聖経『甘露の法雨』『万物調和六章経』

10:10〜11:00 開会の祈り・死する事なき金剛不壊の霊なる自分 田野 靖彦 『光明法語』『いのちを引き出す練成会』
26日 日

病本来なし

11:15〜12:00 神の子を自覚した時、病気は消える

岡田 伊都子 『光明法語』『いのちを引き出す練成会』

12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:45 心と運命

堀端 芳樹 『光明法語』『いのちを引き出す練成会』

昼食希望の方はご予約ください

14:00〜14:50 どんな境遇も魂を磨くための砥石・閉会の祈り 岡田 浩二 『光明法語』『いのちを引き出す練成会』

※参加は事前予約制となっております。2 日前までには、
お電話または申込フォーム（本山ホームページ、Facebook ページ
からお入りいただけます）
にてお申し込みください。分からないことがありましたら、練成部 (0774-21-2153) までご
連絡ください。

こちらが微笑すれば人生も微笑する
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会場での講話聴講にぜひお越しください
感染拡大に十分配慮したうえ、講話の聴講を受け付けます。
※参加人数は先着３０名までとなっております。
◆ 奉納金（昼食代は別途要・ご随意）
大人・・1,500円／子供(3歳～12歳)・・750円
◆ 健康リスクを踏まえ、以下の条件に当たる方の参加は遠慮いただいています
・基礎疾患をもった方
（糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)の方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗
がん剤を用いている方）
・体調不良（体温37.0度以上、息苦しさ、咳、だるさ、吐き気等）の方
◆ 参加に当たっての注意事項
・宿泊はできません。
・本山何ではマスクの着用をしてください(一枚50円で受付でも販売しています)。
・トイレ使用後は石鹸で手洗いをしてください。
・受付、会場、食堂、トイレ等の出入りの際は、手のアルコール消毒をしてください。
・ソーシャルディスタンス(約2メートル)を守り、身体的接触(握手やハグ)は避けてください。
・注意事項を守っていただけない方の参加はお断りいたします。
◆ 受付時

・申込用紙の体調記入欄を必ずご記入ください。
・検温を実施いたします。体温37.0度以上の方は参加をお断りいたします。
◆ 会場内での注意事項
・座席はソーシャルディスタンスを保っています。椅子の移動はご遠慮ください。
・至近距離での会話、大声での会話はしないでください。
・飲食はご遠慮ください。
◆ 食堂使用時の注意事項（昼食利用の方は事前にご予約ください）
・マイ箸・マイボトル・ハンカチをご持参ください。
・１テーブルに１名ずつ座り、皆、同じ方向を向いて食事をしてください。
・食堂内での会話はしなくでください(黙食) 。
◆ お申し込み方法（締切：参加日２日前まで）
・練成部へのお電話(0774-21-2153)または申込フォーム(Facebook及び
ホームページから入れます)にて、名前・県名・電話番号・参加希望日
等を伝え、お申し込みください。
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肉体を癒す力は、人間内部の生命力にある

休んだことのお詫びに伺うと、「いよい

い出すのである。

声を響かせて明るく語っていたのを思

と、驚きとも悦びともつかぬ興奮した

よ次は本部講師だな」と、再び思いが

て先生のところに行き、未熟な信仰と、

の傍ら勉強を重ね、立命館大学の哲学

（３頁から続く）象を受けた。が、仕事

科に合格して学び、神や西洋思想につ

ら 直 接 聴 い た 話 だ が、 早 起 き が 苦 手

これは、当時同僚だった女性職員か

た物語を持ち合わせておられることだ

れぞれが人生を光明生活へと好転させ

ドは、
ご縁のあった人の数だけあり、
そ

楠本先生にまつわる温かなエピソー

けない言葉で励ましてくださった。

だった彼女は、その日は早朝行事の開

に初めて参加しました。

献労は、宝蔵神社本殿前の整地で、

まだ先生が本部講師になられて間も

が今も残っております。先生は「神と

を担ぎながらのその時の先生のお言葉

6

父母はあなたをこの世に登場させてくださった恩人である

いてより深く研鑽させていただいたお
く〝読解力〟や、思想を鍛錬し、それ

かげで、後に真理の書を正確に読み解
を言葉で表現する力を培うための掛け

薩の道へと導き、神さまの使徒として

ろう。先生は、それだけ皆のために祈

人類光明化運動に身を捧げられたのだ。

り、ご縁あったひとり一人を愛して菩

枕に楠本先生が現れ、足元に立って、

享年百歳。愛の行者としての荘厳なご

始時間を過ぎても起床できず、布団に

先生が一人ひとりの魂を的確に見抜

じっと合掌して自分のことを拝んでく

生涯を、今さらながらに想うのである。

包まり眠っていたそうだ。すると、夢

き、目先の判断を越えた適切な指導が

ださっていたという。
「いっぺんに目

替えのない時間となった。

できたのは、偏りのない、峻厳な「実

が覚めて、
大拝殿に飛んでいきました」

代）
〈女性〉

お礼状

一九九八年の冬、私が肺炎を発症し

（

赤土をモッコで担ぎ、
「有難うござい

ます」を先生と一緒に絶え間なく唱和

ないころ、私は高校生、宇治の練成会

したことを覚えております。その赤土
じておられ

でお悔やみ申し上げます。

楠本加美野先生 ご昇天のこと謹ん

Ｅ．K

追悼 楠本加美野先生

相直視」の愛あればこそだったと思う。
て入院したことがあった。お見舞いに
来られた楠本先生は、ベッドの傍らで
静かに聖経読誦を始められたのであ
る。狭い大部屋だったので他の入院患
者の注目を浴びることになったが、先
生は人目など気にすることなく、ただ
黙々とご自
身の使命と
信ずること

第２弾

た。退院し

を素直に行

80
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に参りました。その時の先生は私の肩

ました。宇治に走り、楠本先生のもと

とんどの財産を主人の弟が取っていき

年が過ぎて、夫が突然亡くなり、ほ

いました。

でもモッコを担ぎ続けるんだよ」と仰

と感じ入ったものです。私もイヤホン

方がいらっしゃいました。
〝凄いなぁ〟

ら楠本先生のお話を聴きに来たという

ヨークか

にニュー

加者の中

会 で、 参

の 練 成

ある時

楠本先生のことは、忘れません。先

ていただいたものです。大切な宝です。

見ず知らずの私にその場でお福分けし

とう！あなたに一冊差し上げます」と

かけてしまいました。すると、
「ありが

は？と言われれば、いまだに判らない、

に手をやり、
「よく死ななかったな、有

有難うございます。

代）
〈女性〉

います。
何度も聴いているのに、
洗い物

蔵』で知り、山ほどお世話になりまし

お彼岸にご昇天になりましたこと、『宝

楠本先生が天寿を全うなさり、春の

N．Y

や縫物の手を止めてしまうことがあっ

（

生が教えてくださった事も忘れません。

難う、有難う！」と背中を撫で続けら
しばらく落ち着いてから仰ってくだ

て、どういう訳かいつまでも新鮮です。

た先生に、お礼を申し上げたくペンを

をつけて先生の講話の CD を聴いて

さいました。
「取られたのではない、
み

取らせていただきました。

れ、共に涙してくださいました。

んな上げたんだよ」
。

宇治で先生のお話を聴けたことは本当

があります。
『私が変われば世界が変わ

の字で、
「無限力」という力強い筆文字

ストであった『人類無罪宣言』に先生

今私の手元には、先生の講話のテキ

したので、私も検査だけはしてみよう

の診断で、三ヶ月ばかりで亡くなりま

気知らずでいた母が、突然肺がん末期

日に六、
七回軽い咳が出ていました。
病

がんで亡くなりましたとき、私は、一

平成十七年六月に、二度目の母が肺

しょう。
先生有難うございました。
只々

る』には、
「光」とご揮毫が入っていま

と受診しましたところ、右肺に二セン

ご昇天の報に接し、淋しく、悲しみ

感謝です。

す。初めて宇治の練成会に参加した時

チの影があり、入院日、手術日まで決

代）
〈女性〉

の笑いの大会で、そばにいらした女性

（

が入賞され、表彰式でご本を二冊贈呈

G．N

日本中から一体どれだけの方が幾度

は深く、合掌礼拝いたします。

その間に、丁度宇治一般練成会十日

まりました。
き、思わず「よかったですね」と、声を

され、喜んで席にもどってこられたと

私はどんな人生を送っていたことで

このお言葉を頂いていなかったら、

にありがたいことでした。

70

も幾度も先生によって、救われたこと
でしょう。

太陽の輝き、星々の煌き、花の美しさは、神様の微笑である

7
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間に参加できるとあって、大喜びで宇

大喜びで飛び込んで、これからの儀式

祭典は

が、
世界一周よりも素晴らしい、
本当に

いる途中、下から先生をお乗せした車

かったのですが、坂道を駆け上がって

気がつくと申し訳なくてたまらな

私は、あんなに泣いてどんな顔をして

ましたが、

移動され

へ皆さん

招魂神社

終 わ り、

一日一日が天国のような練成を受けさ

が追い抜いていき、私がたどり着いた

いるだろうと途中のトイレにより、鏡

次は精霊

せていただき、明日が終わりというそ

ときには、先生は、何事もなかったよ

がこの練成の最大の行事とは、全く知

の日の朝一番で、個人指導を楠本先生

うに、末一稲荷神社建立の由来をお話

らずにおりました。

にしていただきました。親身になって

世界一周などしたこともありません

治へ飛び込みました。

色々ご指導くださいました。大分経っ

に、何の症状もなく、父が「胸の曇り

を見ると、犬の首輪のように十センチ

は消えるよ」と言ってくれていると思

幅で首が真っ赤になっていました。そ

そのとたん、私の父が、
（十年前に亡

い、そのままにしていましたら翌朝に

しになっていらっしゃいました。終わ

くなり、毎月月命日には墓参りを続け

ると神官の最上位にお座りになりまし

ていました。丁度先生と背丈横幅、お

はきれいに消えておりました。

た頃、若い方が部屋に飛び込んでこら

つむもそっくりで、開業医でもありま

のは消えているよ」と仰ってください

れ、「もう時間がありません！」とのこ

私は、この練成会が谷口雅春先生の

したが神官も兼ねておりました）先生

ましたが、
その通り、
練成会から帰って

のくらい赤ければかゆいと思いますの

お宅からこの宇治に遷宮なさった、末

のお身体からスーッと抜けて、斜め上

四日目の術前ＣＴでは、きれいに曇り

た。

一稲荷神社が丁度三十年の節目を迎え

空へ飛び立ちました。神官の姿で。

が消えており、勿論入院も手術もキャ

と。神官装束に着かえて祭典に出られ

ることが、タイトルになっている練成

〝あんなにお優しく長時間かけてご
われた練

をわけてもらい、一人涙しておりまし

出て、隣の人に、ティッシュペーパー

たのだ！〟と、思ったとたん涙が溢れ

表をさせていただきました。

日は、出雲市のビッグハートで体験発

ンセルとなり、手術予定日の十一月二

るギリギリまで、ご指導いただいてい

会 と は 何 も 知 ら ず、 一 生 に 一 回 は 受

指導してくださっていたのは、父だっ

たのです。

けた方が

成会に参

た。

練成会の最終日、
楠本先生が
「あんた

よいとい

加できる

娘に子宝が授かったのも、先生のご
とあって、

8

相手の幸福を祈る心は、自分にも幸せとなって帰ってくる

指導のおかげでした。
私の人生は、生長の家のみ教え、宇

期間受け

も楠本先

心が和みました。先生は「しょうがな

生のご愛

ることが

そしてお腹の辺りの具合が悪いこと

念のお陰

できたの

を言うと、
『甘露の法雨』を手書きし

です。先生の祈りとご指導のおかげで、

いねえ、この人は」位に思われたので

びを山ほど頂きました。その中心にい

たサラシの腹帯を下さいました。何と

しょう。

てくださった楠本先生のご温情に心か

もお優しい先生のご心情に感謝でした。

治練成会なしには考えられません。喜

らの感謝を申し上げますと共に、先生

に深く感銘を受け、毎回楠本先生にお

無我でご講話、個人指導をされるお姿

九十才を超えられても皆様の為に、

のご冥福をお祈り申し上げます。

本当に有難うございました。

います。宝物です。

問題も解決出来ました。

（ 代）
〈女性〉

腹帯は今でも時々使わせていただいて

Ｉ．K
楠本先生がご昇天のこと、お彼岸に

会いできるのを楽しみに宇治に行かせ

ございました。問題を抱えて意気消沈

きながら個人指導していただき有難う

ご生前は本当に愛深く祈っていただ

進させていただきたいです。楠本先生

類光明化運動・国際平和信仰運動に邁

よう、神・自然・人間の大調和する人

て、少しでも多くの方のお役に立てる

先生に教えていただいたことを生かし

代）
〈女性〉

して、宇治の地に着き、先生のお話を

有難うございました。

（

そ の 時 は、 先 生 は 私 の 一 言 一 言 に

聴き、「八方ふさがりでも天が空いてい

M．Ｊ

笑っていらっしゃいました。私の相談

る、十日間の練成会は受けようと決意

ていただいておりました。これからは

内容は、それ程シリアスではなかった

しなけれ

楠本先生には二〇一三年三月の練成

旅立たれたとは素晴らしい限りです。

のですが、夫を亡くして一人になって

ば受けら

会に参加した際、個人指導を一度だけ

寂しかったものですから、
「先生、次に

れない」

お受けしました。

誰か現れますかね」
とお聞きすると、
先

と教えて

代）
〈女性〉

生は「まあ、相手がいればね」と仰っ

いただき、

蔵』で知り、
驚きとその当時の思い出と

日にご昇天されたことを五月号の『宝

楠本加美野先生が、今年三月二十三

（

て、ハハハでもない、ホホホが混ざっ

十日間全

S．S

たような、何とも穏やかなほのぼのと

50

70

した感じで笑っていらっしゃいました。

未だかつて無駄になった訓練や努力はない

9
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生きされ、多くの人々を救ってこられ

いでこられたと思います。百才まで長

に有難うご

先生本当

と願っております。

懐かしさで涙が溢れました。三年ほど
た先生、練成会で先生にお会いしご指

ご冥福をお

前宇治へ行ったとき、お元気だと聞い

祈り申し上

ておりましたから安心しておりました。

私も高齢者となり、これからの人生

げます。

ざいました。

を先祖供養に励み、すべてのものに人

導いただいたことは、私の宝です。

に感謝の心を忘れずに生きていきたい

先生には、三十数年前娘の登校拒否
ご指導いただきました。その娘も今は、

の問題で、初めて宇治の練成会に行き
五十才前になり男子二人の母親で、結

頃は苦労もし、人生勉強もしましたが、

さんに恵まれ、孫までおります。若い

なりました。私も感染せず陰性でした。

も頭痛も治まり、熱も三日ほどでよく

お祈りを始めてくださった頃から咳

婚した長男夫婦と同居して、いいお嫁

今は平穏に幸せに暮らしております。

真心の神癒祈願を頂きまして、誠にあ

りがとうございました。心より御礼申

し上げます。

追加の祈願が成就

長女がコロナに罹り、友人が長女と

願をお願いしました。一つ目は夫の大

四月初めに、お電話で二つの追加祈

〈女性〉

私の祈願を申し込んでくれましたとこ

腸ポリープのことを祈っていただきま

K．T

は出来ていませんでした。先生のご著

ろ、
すぐに人型が届きました。
誠にあり

した。内視鏡で取り除いたポリープを

〈女性〉

書
『父母の愛を求めて』
、『流産児よ安ら

がとうございます。速達で送っていた

組織検査したところ、おかげ様で追加

M．N

人型が届いてから
治まりました

〈神癒祈願のお礼状〉

当時練成会で、個人指導を頂いたと
き、
「これは子供の問題ではない。貴
女の問題ですよ。親に感謝が出来てな
いうちは、このような問題が出て来る
ね」と言われたとき、私は頭を上げる
ことが出来ませんでした。
私は生い立ちに問題があり、大事に

かに』を読ませていただいたとき、自

だきましたことに恐縮しましたが、本

育てられはしたのですが、両親に感謝

分の生い立ちと重なり、涙が止まりま

当に嬉しく有難かったです。

先生は、特に流産児供養に心血を注

せんでした。

10

自ら進んでするとき、困難は困難でなくなる

胃カメラを受け、五年ほど強い薬を服

に除菌を受けました。それ以来、毎年

慢性胃炎へと進んでいるため、数年前

幼少の頃、ピロリ菌に感染したようで、

していた為、祈っていただきました。

け、その時一部を取り、組織検査に出

二つ目は三月末に私は胃カメラを受

治療なしという良い結果になりました。

参ります。誠にありがとうございまし

いておりますお役に真摯に取り組んで

がとうございました。これからは、頂

ました。祈っていただき、本当にあり

仰ってくださり、心がとても軽くなり

願いしたとき、「安心してください」と

びました。お電話でお祈りの追加をお

なかったと反省し、感謝の大切さを学

んなにありがたいか、今まで感謝でき

ございました。

感謝しております。本当にありがとう

おります。神癒祈願のお陰と、心より

母子ともに健康で、元気に過ごして

女の子を出産しました。

後の健康状態は良好で、無事に元気な

日ほどの軽症状で完治しました。その

一時はコロナに感染しましたが、二

孫が国家試験に合格

H．M

孫の医師国家試験合格祈願のため、

〈女性〉

〈写経のお礼状〉

きることになりました。

用してきました。いつまで強い薬を服
た。

〈女性〉

娘の安産祈願が成就いたしました。

K．Ｉ

無事に娘が出産しました

用しなくてはならないのか不安になり、
別の先生に診てもらいたいと、三月末
の受診に至りました。今までの経緯を
伝えたところ、「しっかり胃の中を診ま
しょう」と仰ってくださいました。一
部は組織検査に出しましたが、結果は
悪性細胞なし、除菌も成功していて、
胃はとてもきれいと説明を受けました。

本当にありがとうございました。成就
妊娠早々、以前からありました子宮筋

長年服用していた強い薬も不要になり

腫が産道を塞いでいるので、帝王切開

するまでに、色々なことがありました。
うにとだ

まして、定期的に胃カメラを受けるよ
け言われ
この事

れて、産道が開いて自然分娩で出産で

筋腫がなぜか上の方に引っ張り上げら

神癒祈願のお陰で七～八ヶ月頃には、

りがとうございます。

試験に合格させていただきました。あ

納させていただきました。おかげ様で、

全項目を写経し奉
になるかもしれない、との診断でした。 『聖経 甘露の法雨』
を通して

ました。

日常がど

子供の天才が芽吹こうとする「今」を見逃してはならない

11
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11日(水)10:00～
自然災害物故者慰霊塔月次祭
土
11日(水)10:00～ 自然災害物故者慰霊塔月次祭
13日(金)10:00～
宝蔵神社月次祭《ライブ配信》
月
11日(水)10:00～
13日(金)10:00～ 自然災害物故者慰霊塔月次祭
宝蔵神社月次祭《ライブ配信》
全国流産児無縁霊供養塔供養月次祭
13日(金)10:00～ 宝蔵神社月次祭《ライブ配信》
全国流産児無縁霊供養塔供養月次祭
16日(月)15:30～
宝蔵神社 先祖・流産児供養祭《ライブ配信》
木
全国流産児無縁霊供養塔供養月次祭
16日(月)15:30～ 宝蔵神社 先祖・流産児供養祭《ライブ配信》
19日(木)10:00～
末一稲荷神社月次祭、精霊招魂神社月次祭
日
16日(月)15:30～
先祖・流産児供養祭《ライブ配信》
19日(木)10:00～ 宝蔵神社
末一稲荷神社月次祭、精霊招魂神社月次祭
※すべて無参列となっております。ご参列はご遠慮ください。
19日(木)10:00～
末一稲荷神社月次祭、精霊招魂神社月次祭
※すべて無参列となっております。ご参列はご遠慮ください。
宝蔵神社月次祭、先祖・流産児供養祭はFacebookページ「生長の家宇治別
※すべて無参列となっております。ご参列はご遠慮ください。
宝蔵神社月次祭、先祖・流産児供養祭はFacebookページ「生長の家宇治別
格本山」にてライブ配信いたします。ぜひご覧ください。
格本山」にてライブ配信いたします。ぜひご覧ください。
宝蔵神社月次祭、先祖・流産児供養祭はFacebookページ「生長の家宇治別
☆霊牌を記載していただき、奉納金１柱１００円以上を添え、現金書留
☆霊牌を記載していただき、奉納金１柱１００円以上を添え、現金書留
格本山」にてライブ配信いたします。ぜひご覧ください。
にてお送りください。先祖流産児供養祭で宝蔵神社霊殿に奉安されま
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「生長の家宇治別格本山」までメッセージをお願い致します。
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練成会は、令和４年７月まで中止が
練成会は、令和４年７月まで中止が
決定しております。
決定しております。
練成会は、令和４年７月まで中止が
再開につきましては、ホームページ
再開につきましては、ホームページ
決定しております。
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再開につきましては、ホームページ
合わせください。
合わせください。
またはFacebook、お電話でお問い
合わせください。

宗教法人 生長の家 宇治別格本山
京都府宇治市宇治塔の川 32
Tel.0774-21-2151
www.uji-sni.jp/
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