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自然霊について

端

芳

樹

につきましては、みたまぬきの儀の御祭りを

た、
すでに一年以上お祭りされております霊牌

ます「
（前略）ところが地上には一遍も肉体を

で、自然霊について次のように説明されてい

に語り給ふ』の『万教帰一の神示』講義の中

われておりますが、谷口雅春先生著『神ひと

天候を司っているのは、自然霊の働きと言

ますことをご祈念申し上げます。

ました。
被災された方々が一日も早く復興され

堀

生長の家宇治別格本山 宮司・総務

今年の盂蘭盆供養大祭は中止となりました
が、全国から送られてまいりました、霊牌は滞

行った後、本山員、研修性、業者のかたで協力

りなく宝蔵神社にお祭り申し上げました。ま

して浄火場にて焼納いたし、
「浄火の儀」も無

持ってこないで、
初めから霊体だけで霊の世界

ニュースでは、

となりました。

です。
（中略）低気圧が何時どこに生ずるかと

信みたいに聞こえるけれども、
迷信じゃないの

のがあります。龍とか竜巻とか申しますと、
迷

左右したり気圧を変化したりする龍神という

に今もいるのが『自然霊』であります。これも

連日のように

いうことは、
預言することもどうすることも計

さて、ことしの八月は、コロナ禍の第七波

事終えることができました。

大雨に関する

算することもできないのです。何故なら、そ

いろいろの個性があり働きもいろいろあるの

報道がなされ、

れは自然霊という〝生きもの〟が自由意志で

であります。まず神通力のあるのでは、
天候を

広い範囲で大

動かしているからであります。（次頁に続く）

をむかえているさなかにあって、大変な暑い

雨による被害

日が続き、さらにこれまでになく雨の多い月

がもたらされ
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人間の心が和順して天候を司る自然霊

の心に対して鋭敏な反応を示すもので

（後略）
」このように自然霊は人の心に

候に対して感謝している人である。
（後

天候はよくなる〟と言う人は、常に天

るのである。
〝私が旅立つときには必ず

ある。常にそれに対して感謝している

感応してその働きも変わってくるので

略）
」と示されています。日頃より天候

人たちには、常に天候和順にして、そ

あります。地上において、争いが起こ

に感謝する習慣を身につけて、明るく

を怒らせぬように、調和したような状

ればそれに応じた働きをされるのであ

前向きの心で生活に心がけて、神・自

態になりますと、昨年の様な豊作がで

りますので、日頃から天候に感謝の心

然・人間の大調和する人類光明化運動・

の人に害をこうむらせることがなくな

を忘れずに生活することが大切であり

は二〇〇
通を超え
ていまし
た。 そ の
間ずっと
恨み言が
書かれて
いたわけではありませんが、寂しさか
ら始まった手紙はただ日常を綴るもの
になっていたものの返事をしなくても
続いた二〇〇通を超える手紙は印象深
く、ずっと想い続けられているような
気がしていました。楠本先生は聞いて
くださった後に、
「祝福したらいいよ」
と教えてくださいました。
「いつまで
祈ったらいいですか」と私は聞きまし
た。
「祝福できたと思ったらやめたら
いい」と言われ祈り始めました。その
時は祝福するってどうするのだろうと
いうくらいでしたから、お祝いかな？
じゃあおめでとうかな、と思って（お
めでとうございます）と祈りの中で繰
り返しました。
ひと月以上祈った頃（あぁ彼女は既
に幸せなんだ。しがみつかれているよ
うな気がしていたけど、自分が想われ
ていると思って縛り付けていただけな
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よいコトバはよい世界をつくり出す

きると云うことになるわけであります。

ます。聖経『真理の吟唱』の〝有情非

国際平和信仰運動の発展のために精進

しない思いを相談させていただきまし
た。いつか女性に刺されるんじゃない
かという思いです。きっかけと思える
のは高校生の頃に付き合っていた女性
と別れた後、相手の女性が不登校とな
りそのまま学校を辞めてしまったこと
です。それから四～五年の間、ずっと
その女性から手紙が送られてきて総数

田 野 靖 彦

練成部 練成課

してまいりましょう。

情悉く兄弟姉妹と悟る祈り〟の中でも

直

「
（前略）天候のごとき自然現象も、人

素

宇治別格本山で研修生をさせていた
だいて、楠本加美野先生のご指導によ
り長年の父とのわだかまりを解決し赦
し愛し感謝できたことは本山で度々話
させていただいております。
研修中は楠本先生に何度も質問する
機会が与えられていました。まだ研修
間もない頃、異性に対してのすっきり

随想
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んだ）
とわかりました。
祈ると言っても
言葉はオリジナルでしたし、お作法的
にどうだかわからなかったくらいです。
しかし先生に相談をして素直に実践し
ました。練成会中に行われる座談形式
の体験発表の時間で、誰かが楠本先生
のご指導を受けて問題が解決したとい
う話をされると決まって先生は「この
人は、素直にやったんだ。それが素晴
らしいんだ」と仰っていました。
私は家族のやっている生長の家が嫌
いで、
「でも」
、
「だって」
、
「しかし」と
言ってしまいたくなる心がありました。
言われたからやるというのでは自分が
ないように思っていた時期もありまし
た。言われた通りにやるということは
そんな簡単なことではないのです。「な
んで私があの人のために祈らなければ
ならないのか」
、
自分に限っては当ては
まらないなど言ってしまいたくなる気
持ちがあります。
「ハイ！」
と言って実
践できる、それは自分の立場も都合も
捨て切った素直さ、信があるから行じ
られるのです。先生ご自身が、
「今日
出会う方を祝福できる自分であります
ように」と毎朝祈っておられると仰っ
ており衝撃を受けました。その祈り続

ができると教えられたように感じます。
小走りに進んでいかれる先生の姿が
今も目に焼き付いています。霊界でも
ひとところにはおられずご活躍なさる
姿が浮かびます。楠本先生ありがとう
ございました。

楠本加美野先生を偲んで

けられる楠本加美野先生の姿に学ばせ
ていただきました。先生は偉大でした。
もう直接ご指導を仰ぐことは出来ませ
ん。しかし、先生から学んだ素直に実
践することは、その心があれば私たち
はどのようなところからでも学ぶこと
追悼

教えていただいた
「ブレない正しい信仰の確立」

山 口 哲 弘

か」と気づかせていただきました。あ
の半年間の研修生生活が今も私の信仰
生活の土台となっています。
本部講師になりたいという夢を描き、
そのまま宇治で奉職したいと楠本先生
にお願いに上がりました。
「山口県の
山口君だね～。あんた、まだ若いんだ。
帰れ！娑婆に行って経験を積んできな
さい。本部講師はいつでもなれるんだ。
ハッハッハ～」と一蹴され、宇治を下
山することになりました。その後、四
国のお遍路さん、小学校の教員と山口
教区青年会活動を経て、ご縁をいただ
き、平成十四年から宇治で奉職させて
（６頁に続く）
いただきました。

十勝教区教化部長
合掌ありがとうございます。
私は平成十一年に友人にだまされた
借金問題で初めて宇治練成会を受講し、
翌十二年から半年間、研修生をさせて
い た だ き ま し た。 当 時 の 楠 本 先 生 は
八十歳前でとてもお元気でした。私を
だました友人に感謝するように指導を
受けましたが、中々感謝できませんで
した。和解の神想観を教えていただき、
来る日も来る日も祈り、四ヶ月経った
ある朝、心から感謝できるようになり
ました。
「こうして生長の家の素晴ら
しい教えに触れることができたのも彼
が私をだましてくれたお蔭で、彼は私
にとって観世音菩薩だったのではない

あなたは地上に咲いた天の花である
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令和４年 ８月

宝蔵神社霊牌供養
《みたまぬきの儀》

１７
日

《霊牌奉送の儀》

▲全ての霊牌は滞りなく浄火炉に納められました。

▲搬出された霊牌を浄火場へ運びます

新しい環境は新しい飛躍を生む
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▲霊牌を霊殿に奉安します

《霊牌合祀祭》

１８
日

▲聖経読誦のなか招霊

２０
日

《浄火の儀》

「浄火の儀」は雨天のた
め 20 日に順延となりまし
た。

▲

午後の予報が雨天だっ
たため、 一 部の霊 牌
のみ焼納し、その他の
霊牌は後日晴天の日に
焼納されました。

▲祝詞奏上

▲

聖経
『甘露の法雨』読誦▲
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無我全托の気持で祈れ

60

ることも伝えてくれ。それもあんたの
使命だ。
僕はね、
百才まで生長の家やる
よ。百才まで生長の家やるって決意し
たら、元気になったんだ。また元気に
なって全国方々へ行くよ～。ハッハッ
ハ～」許されていた安堵感に包まれま
した。
それにしても、有言実行の楠本先生。
まだまだ足下にも及びませんが、私も
百才まで生長の家を信仰できるように
これからも精進努力を重ねてまいりま
す。楠本先生、これからも霊界からの
ご指導をよろしくお願い申し上げます。

体験感想文

がしっかりしなくては…」と自分に言
い聞かせ、
〝何からしたらよいのだろ
う？〟と考えていたところ、前々から
一度は参加したいと思っていた「ご先
祖と共に喜びの一日講話」の浄心行の
日の参加予約をさせていただきました。
浄心行に娘も連れていくつもりで二人
分申し込みましたが、その頃の娘は診
断のショックで「体が痛い、背中が痛
い」
と涙ぐみ寝込む日々でしたので、
私

「ご先祖と共に悦びの一日講話」

（３頁から続く） 楠本先生は八十歳に
いただきました。
私はよく楠本先生のものまねをさせ
なられ、
まだまだお元気でした。
むしろ
宗教家として一番成熟された時期を迎
ていただいており、今も時々ご披露し、
えた楠本先生のお膝元で十三年間、薫
現在の赴任地、十勝教区の信徒さんに
陶を受けました。今、振り返っても本
も悦んでいただいています。長女の典
当にありがたいことであり、様々なこ
代さんには「お父さんのものまね日本
とを教えていただきました。とにかく、 一！」と言っていただいておりました
私にはとても厳しかったです。
が、楠本先生ご自身がどう思っておら
その後、平成二十九年に私が本部へ
れるのか怖くて聞けずにいました。あ
転籍することが決まり、最後の宇治で
る時、出張で宇治へ来た時に楠本先生
の 講 話 を し た 時 の こ と で す。 多 目 的
を訪ねましたら、
「あんた、全国方々へ
ホ ー ル の 後 ろ の 扉 が 開 き、 長 崎 か ら
出張するだろ。
（ものまねして）
みんな、
戻ってきておられた楠本先生が車椅子
悦んでるよ。そこで僕が元気にしてい
に乗られて、入ってこられた瞬間、
「楠
本先生ぇー 」と私は思わず声を上げ、
言葉が詰まり、嗚咽してしまいました。
次から次へと溢れてくる涙をこらえる
ことができませんでした。何とか気持
M．K （ 代）
〈女性〉
ちを切り替えて、最後まで講話させて
いただきました。本当に愛されている
五月下旬頃、娘が右乳房にしこりが
ことを感じさせていただきました。
あるとの事で、受診し、結果、乳がん
楠本先生は「宇治にとっては残念だ
が、生長の家全体にとってみれば、い
（ センチ程）
と卵巣にもしこりが出来
いことなんだ。行ってきなさい。
」と、
ていて、こちらは七センチ程と診断さ
れました。
迷っていた私の背中を押してください
聞いた直後は、驚きと戸惑いでオロ
ました。それからの本部での三年間も
何かあれば、楠本先生に相談に乗って
オロしていましたが、
「 病はない！私

2.5

6

自分が変れば世界が変る
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一人の参加となりました。娘には「今
までの思いを全部吐き出しなさい」と
便箋と封筒を渡して書かせました。
宇治別格本山がだんだん近づいて来
ると、包み込まれるような安堵の気持ち
で胸がいっぱいになったのを覚えてい
ます。ご講話がはじまってからは、涙な
がらに内容をメモして無我夢中でした。
休憩時間の合間と終了後に清水講師
にお目にかかれて、ご指導いただくこ
とが出来ました。声の響きの中にいた
だいたお言葉を繰り返し帰路につきま
した。
私の気持ちが落ち着きましたので、
娘に「もう大丈夫だよ」と帰宅途中で
ラインを入れました。帰宅して娘の顔
を見て、明るい顔の表情に驚きました。
その日以来、体の痛みも泣き顔も無く
なり、気持ちを強く持てるようになり
ました。
次は「一日講話」の「喜びの先祖・
流産児供養」
の回にも参加
させていただ
きました。
個人指導を
お願いしよう
（

代）
〈女性〉

と思っていましたが、メモを取り、お
話を聴いているうちに、胸がスッキリ
して行きました。帰りには榎本一子講
師にご挨拶させていただき、感動と喜
びいっぱいで帰宅できました。
後日の検査結果では、右乳がんは部
分切除だけの手術で、卵巣のしこりは
良性のしこりとの結果でしたので、胸
をなでおろしました。
お陰様で、七月八日、右乳がん部分
切除手術は無事終わりました。主人が
娘に「よかったね」と声をかけたらニ
コッとしているのを見て、嬉しく思い
ました。今までは、何かと親には反抗
的な娘でしたが、壁も取れ、お互い歩
み寄れるようになりました。
八月十九日から抗がん剤治療が始ま
りますが、卵巣のしこりの方は、乳が
んの治療を続けながら、経過観察して
行くそうです。
本当に有難うございました。心より
感謝申し上げます。

D．Y

行きたい行きたいと願っていたとこ

ろ、ようやくお導きを頂き、数年ぶり
に参加させていただきました。
数年待った分の喜びは大きく、岡田
浩二講師、千羽講師のご講話は以前に
増してパワーアップされたように感じ、
また岡田伊都子講師、榎本講師のご講
話は、女性ならではの温かさに包まれ、
柔らかい雰囲気の中にゆったりとした
美しいご講話でした。
自分を神の子として拝むこと、自分
を素直にそのまま好きになること、今
までもやれているようで、自分の性格
が邪魔をして、自分の気持ちに素直に
なれませんでしたし、この先を心配し
ていないつもりが、心の奥底で小さな
心配をいくつか抱えていることに、は
じめて気が付きました。
体験談をお話しくださった職員の女
性の飾らない素直なお話はすばらしく、
感動と同時に、私ももっと素直に神の
子の自覚を深め、もっと自分を認め、
もっと自分をとことん愛していくこと
を、教えていただきました。
宇治駅までの帰り道、自分の口角が
上がって、表情が和らいでいるのが鏡
を見なくてもわかりました。
〝あゝ魂
が 喜 ん で い る！ ご 先 （ 頁に続く）

人生に失敗はない
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９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

3日 土 人間は神の子である

4日 日

10日 土

11日 日

無限生長の道

個性を発揮する

時 間

講話 及び 行

講

師

テキスト

10:10〜11:00 開会の祈り・実相と現象

清水 志郎 『光明法語』『人生の断想』

11:15〜12:00 神の子は自由自在

阿部 秀輝 『光明法語』『人生の断想』

12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:45 本当の祈りとは 〜神想観は素晴らしい〜

昼食希望の方はご予約ください
榎本 一子 『光明法語』『人生の断想』

14:00〜14:45 思い切って立ち上がれ、道はそこから開けていく

岡田 浩二 『光明法語』『人生の断想』

14:45〜15:20 神を讃える神想観 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・良き「想い」と「行い」の種を蒔け

岡田 浩二 『光明法語』『人生の断想』

11:15〜12:00 生命は無限に生長する

千羽 真平 『光明法語』『人生の断想』

12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:15 体験談

昼食希望の方はご予約ください
高

千穂

13:15〜14:00 神の子の習慣が人生を変える

清水 志郎 『光明法語』『人生の断想』

14:15〜15:05 心と運命・閉会の祈り

堀端 芳樹 『光明法語』『人生の断想』

10:10〜11:00 開会の祈り・天才はすべての人の中に既にある

岡田 浩二 『日々の祈り』『森の日ぐらし』

11:15〜12:00 自己限定を打ち破れ

榎本 一子 『日々の祈り』『森の日ぐらし』

12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:45 神の子は日々新生する

昼食希望の方はご予約ください
新宮

一 『日々の祈り』『森の日ぐらし』

14:00〜14:45 私が悦べば世界が悦ぶ

清水 志郎 『日々の祈り』『森の日ぐらし』

14:45〜15;20 実相円満誦行 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・生かし合いの世界

榎本 一子 『日々の祈り』『希望を叶える365章』

11:15〜12:00 自己を劣等視するな、神の子ではないか！

清水 志郎 『日々の祈り』『希望を叶える365章』

悦びの
12:00〜13:00 昼食・休憩
先祖・流産児供養 13:00〜13:15 体験談

昼食希望の方はご予約ください
田野 明日香

13:15〜14:00 美しく生きよう

田野 靖彦 『日々の祈り』『希望を叶える365章』

14:15〜15:05 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』

9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。
10:10〜11:00 開会の祈り・神は光源、吾らは光

清水 志郎 『新しい文明を築こう・中巻』『無限供給の鍵』

11:15〜12:00 「祈り」は命の宣り言

鵜飼 俊光 『新しい文明を築こう・中巻』『無限供給の鍵』

12:00〜13:00 昼食・休憩

17日 土

18日 日

24日 土

25日 日

祈り合いの神想観 13:00〜13:15 体験談

無限供給の鍵

浄 心 行

神の子を生きる

昼食希望の方はご予約ください
小田 椋子

13:15〜14:00 常に祈りと共に

岡田 浩二 『新しい文明を築こう・中巻』『無限供給の鍵』

14:15〜15:00 祈りは必ず叶えられる

榎本 一子 『新しい文明を築こう・中巻』『無限供給の鍵』

15:00〜15:35 祈り合いの神想観 実修・閉会の祈り

榎本 一子 『新しい文明を築こう・中巻』

10:10〜11:00 開会の祈り・神こそが無限供給の泉

榎本 一子 『新しい文明を築こう・中巻』『無限供給の鍵』

11:15〜12:00 与えよさらば与えられん 〜み業は神が為し給う〜

田野 靖彦 『新しい文明を築こう・中巻』『無限供給の鍵』

12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:15 体験談

昼食希望の方はご予約ください
藤本 和博

13:15〜14:00 信頼と感謝が繁栄の基礎

岡田 浩二 『新しい文明を築こう・中巻』『無限供給の鍵』

14:15〜15:05 横の真理と縦の真理・閉会の祈り

堀端 芳樹 『新しい文明を築こう・中巻』『無限供給の鍵』

10:10〜11:00 開会の祈り・神の子人間本来罪なし！

清水 志郎 『人類同朋大調和六章経』『いのちを引き出す練成会』

11:15〜12:00 新たに生まれるということ 〜浄心行について〜

小野 大作 『人類同胞大調和六章経』『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
13:00〜13:15 体験談

昼食希望の方はご予約ください
岡田 多美子

13:15〜14:00 お父さんお母さんに感謝しよう

榎本 一子 『人類同胞大調和六章経』『いのちを引き出す練成会』

14:10〜15:15 浄心行実修・閉会の祈り

岡田 浩二

聖経『甘露の法雨』『万物調和六章経』

10:10〜11:00 全ての機会に光を観る 〜日時計主義の生活〜

榎本 一子 『人類同朋大調和六章経』『いのちを引き出す練成会』

11:15〜12:00 神の子を生きるとき、無限の力が湧き出でる

岡田 伊都子 『人類同胞大調和六章経』『いのちを引き出す練成会』

12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:45

神の子の光が世界を照らす
〜神・自然・人間の大調和する世界平和実現へ〜

14:00〜14:50 光明の生活法・閉会の祈り

昼食希望の方はご予約ください
清水 志郎 『人類同胞大調和六章経』『いのちを引き出す練成会』
堀端 芳樹 『人類同朋大調和六章経』『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。

心を柔らかく持ちましょう
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令和 ４ 年 ９ 月 １ 日

宝

蔵

会場での講話聴講にぜひお越しください
会場での講話聴講にぜひお越しください
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。
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。
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。
※参加人数は先着３０名までとなっております。
※参加人数は先着３０名までとなっております。

◆ お申し込み方法（締切：参加前日まで）
◆ お申し込み方法（締切：参加前日まで）
◆ ・練成部へのお電話(0774-21-2153)にて名前・県名・電話番号・参加希望日等
お申し込み方法（締切：参加前日まで）
・練成部へのお電話(0774-21-2153)にて名前・県名・電話番号・参加希望日等
・練成部へのお電話(0774-21-2153)にて名前・県名・電話番号・参加希望日等
を伝えていただくか、申込フォーム(Facebook及びホームページ、右のQRコ
を伝えていただくか、申込フォーム(Facebook及びホームページ、右のQRコ
を伝えていただくか、申込フォーム(Facebook及びホームページ、右のQRコ
ードから入れます)にて、必要事項を入力してお申し込みください。
ードから入れます)にて、必要事項を入力してお申し込みください。
申込フォーム
ードから入れます)にて、必要事項を入力してお申し込みください。
◆ 奉納金（昼食代は別途要・ご随意）
申込フォーム
QRコード
◆ 奉納金（昼食代は別途要・ご随意）
申込フォーム
QRコード
◆ 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
QRコード
大人・・1,500円／子供(3歳～12歳)・・750円
大人・・1,500円／子供(3歳～12歳)・・750円
◆ 健康リスクを踏まえ、以下の症状に該当する方の参加は遠慮いただいています
◆ 健康リスクを踏まえ、以下の症状に該当する方の参加は遠慮いただいています
◆ 健康リスクを踏まえ、以下の症状に該当する方の参加は遠慮いただいています
体温37度以上の方、咳が出る方、息苦しさ、だるさ、吐き気がある方等
体温37度以上の方、咳が出る方、息苦しさ、だるさ、吐き気がある方等
体温37度以上の方、咳が出る方、息苦しさ、だるさ、吐き気がある方等
◆ 参加に当たっての注意事項
◆ 参加に当たっての注意事項
◆ ・宿泊はできません。
参加に当たっての注意事項
・宿泊はできません。
・宿泊はできません。
・本山内ではマスクを着用してください(一枚50円で受付でも販売しています)。
・本山内ではマスクを着用してください(一枚50円で受付でも販売しています)。
・本山内ではマスクを着用してください(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。
・トイレ使用後は石鹸で手洗いをしてください。
・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。
・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。
・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)を守っていただき、握手やハグ等の身体的接触は
・ソーシャルディスタンス(約2メートル)を守っていただき、握手やハグ等の身体的接触は
・ソーシャルディスタンス(約2メートル)を守っていただき、握手やハグ等の身体的接触は
避けてください。
避けてください。
・注意事項を守っていただけない方はお帰りいただく場合がございます。ご理解のほどよろ
避けてください。
・注意事項を守っていただけない方はお帰りいただく場合がございます。ご理解のほどよろ
しくお願い申し上げます。
・注意事項を守っていただけない方はお帰りいただく場合がございます。ご理解のほどよろ
しくお願い申し上げます。
◆ 受付時
しくお願い申し上げます。
◆ 受付時
◆ ・申込用紙の体調記入欄を必ずご記入ください。
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ご遠慮いただきます。)
・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ご遠慮いただきます。)
◆・検温を実施いたします(※体温37.0度以上の方は参加をご遠慮いただきます。)
会場内での注意事項
◆ 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。イスの移動はご遠慮ください。
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。イス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。
・座席はソーシャルディスタンスを保っています。イス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。
・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。
◆・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）
◆ 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。
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。
・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) 。
・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) 。
・食堂内での会話はしなくでください(黙食) 。
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輝く喜びの時だけを記憶し、語り、思い出そう

H．Ｉ

（ 頁から続く）祖様もきっと喜んでい
る！〟
と実感しました。宇治川も周囲の
山もより美しく見え、
〝あゝこれこれ！
この気持ち！〟と、必ず宇治練成が終
わった後の何とも言えない、湧き出て
くる喜びの感覚を、数年ぶりで味わう
ことが出来ました。
久々の食堂のご飯もホッとする、変
わらない美味しさであったことに心落
ち着き、また変わらない宇治別格本山
の職員さんや講師の方々の、愛のおか
げで素晴らしい一日になりました。有
難うございました。
7

60

今回は、宇治の皆様のお顔を拝見し
たくて宇治に参りました。講師の方々
をはじめ、職員の皆様もニコニコと歓
迎してくださり、とてもうれしい思い
になり、あらためて〝こんな所は他に
ないなあ〟と思わせていただきました。
今日は浄心行がありました。心の中
に抑えていた感情もすべて吐き出し
て、浄心させていただこうと、用紙に
向かわせていただきました。主人のこ

代）
〈女性〉

蔵

（

宝

と、口が悪いし、言い方がきついし…
と書いていたけれど、しかし私のこと
が憎くて言っているわけではなく、不
器用で、こういう言い方しかできない
のよね…と主人をかばう言葉が浮かん
できました。ほかのことも同じでした。
腹の立つことがあったのですが、その
人の気持ちがわかってしまって「あの
ようにするよりしかたがなかったので
しょう」と、相手をかばう言葉が浮か
んできました。こういうことが、隅か
ら掃き出しているということかな？と
思いました。心の隅からほうきで丁寧

〈神癒祈願のお礼状〉

〈女性〉

子宝・安産・赤ちゃんの治癒
Ｉ．Ｋ

いつもありがとうございます。子宝
祈願から安産祈願まで長い間、祈願を

に掃き出しているような感じがしまし
た。これを燃やしてすっかり心の中を
きれいにしていただけるのだと思うと
嬉しくなりました。
皆様と一緒に聖経を誦げていると、
ここにいる皆様がそれぞれの想いを
持ってここに集まり、そして一緒に聖
経 を あ げ て い る。 そ の 皆 様 の 想 い は
様々であるけれども、みな同様に熱い
想いであるように感じられて、涙が出
そうになりました。心がすっかり空っ
ぽで、
きれいになった気がしました。
有
難うございました。

お願いしておりました。
長い間、
不妊治
療していましたが、ようやく願いが叶
い、自然妊娠で元気な赤ちゃんを授か
りました。その後、無事に出産し、産
後の身体も順調に回復しました。
また、僧帽弁逆流症も何度か検査の
結果、問題なしと言っていただきまし
た。臍ヘルニアにつきましても、最近
おへその出っ張りがきれいに元あるべ
き位置に戻り、治りました。
出産時は、
お守りを手で握りしめ、
そ
の後も体に当てたり、枕元に置いたり
していました。皆様のお祈りのお陰が
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祝福するものが祝福される

No.93

娘が無事に出産
〈女性〉

写経の種類は、左のQRコードで確認
できます。
電話 0774−21−2305
（写経課）
FAX 0774−21−2167
（祈願部）

C．Ｅ

２．神想観実修並びに写経室の利用の際は、マスク着
用の上、１時間をめどにご利用ください。引き続き、
新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください。

詰まったお守りが、とても心強かった
です。不安な気持ちの中、本当にこの
お陰で「大丈夫！」と思うことができ、
全て成就できましたことを感謝します。
ありがとうございました。

詳しくは、
祈願部写経課までお問い合わせください。

した。ところが、急に陣痛がひどくな
り、再び病院へ。生長の家のお仲間が
グループラインで神想観と実相円満誦
行してくださり、女の子を無事に出産
しました。コロナ禍で大変な時に、普
通分娩で出産できたことに、感謝申し
上げます。
いつも神癒人型に守られ、皆様のお
祈りに心より感謝致します。ありがと
うございます。

『人類同胞大調和六章経』が全
項目と一項目に追加になりま
した。
①全項目
（写経用紙20枚）
は
「招
神歌」
「 世界平和の祈り（新
バージョン）」と六章経すべ
ての祈り（101頁迄）を、20枚
に書くことができます。
②一項目（写経用紙３枚）は「招神歌」と一つの祈りを
選んで書くことができます。
「戦いの暗雲を払拭す
る祈り」
「『生存競争』の迷いを去る祈り」のみ、行を
詰めることで３枚に書くことができます。

友人の鬱が快方

１．奉納写経「写経の種類」追加についてのご案内

娘が切迫早産の疑いで入院しました。
筋腫もあり、帝王切開になるかもしれ
ないと、神癒祈願を申し込みました。
出産予定日まで入院になるかと思って
いましたら、前駆陣痛で退院となりま

祈願部からのお知らせ

〈女性〉

神癒の社 入龍宮幽斎殿

Ｓ．Ｓ
友人が急に何もできなくなり、「認知
症になった」と言って、うろうろして
何も分からないようでした。銀行の通
帳を見ては、同じことを言っていまし
た。色んなことで悩んでいたようなの
で、祈願を出させていただきました。
その後、医師から鬱と診断されたよ
うでした。今日連絡が取れて話もでき
ました。明るい声で「こんなに早く治
るなんて、とお医者さんも驚かれた」
との事でした。快方に向かっていると
喜んでおります。
本当にすぐにお祈りしていただき、
ありがたく感謝申し上げます。ありが
とうございます。

自然は善であり、調和していて、美しい
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11日(日)10:00～ 自然災害物故者慰霊塔月次祭
11日(日)10:00～ 自然災害物故者慰霊塔月次祭
11日(日)10:00～
自然災害物故者慰霊塔月次祭
13日(火)10:00～
宝蔵神社月次祭《ライブ配信》
11日(日)10:00～ 自然災害物故者慰霊塔月次祭
自然災害物故者慰霊塔月次祭
11日(日)10:00～
13日(火)10:00～
宝蔵神社月次祭《ライブ配信》
13日(火)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
11日(日)10:00～ 宝蔵神社月次祭《ライブ配信》
自然災害物故者慰霊塔月次祭
13日(火)10:00～
宝蔵神社月次祭《ライブ配信》
13日(火)10:00～
全国流産児無縁霊供養塔供養月次祭
全国流産児無縁霊供養塔供養月次祭
16日(金)15:30～
宝蔵神社
先祖・流産児供養祭《ライブ配信》
13日(火)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
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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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