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（体験集通算 445号）

祈りによって世界平和を

生長の家宇治別格本山 宮司・総務

ではないかと思います。生長の家では現象の

樹

姿の奥にある実相の相を見る
「実相を観ずる」

芳

宝蔵会の皆様方におかれましては、日頃よ

という大切な教えがあります。

端

り宇治別格本山にご理解とご愛念・ご協力を

堀

頂いておりますこと、心より感謝申し上げま
さて、今年の二月に突然、ロシアによるウ

ります。
「神想観は、実相観であり、実相にお

に、真の正しい祈りについてこう書かれてお

であります。幸福を招く三六五章の二四一頁

この実の相を観る祈りが今なによりも大切

クライナへの侵攻がはじまり、八ヶ月が過ぎ

す。

ようとしています。未だに戦いは続いており、

の人間は完全である事を確認し、褒めたたえ、

いて全てのものが既に与えられていることを

感謝する祈りである。現在、不完全な世界が

確認し肯定するための強き観法であり、不足

今後の予想

与えられていることを認め、神に懇請するこ

終熄の兆しはなく、出口の見えない状態が続

等の番組が

とによって、神がこれを修正し給うなどと考

き世界の多くの人々が今後の展開を心配して

連日放映さ

えるのは神を侮辱するものである。
（後略）
」

するものを認めて懇願するような祈りではな

れています。

このように正しい祈りは既に完全な世界をイ

いのである。既にこの世界は完全であり、こ

この様な

メージして褒めたたえ、感謝することである

見守っています。テレビやネットでは生々し

ときに是非

と示されています。

い現場の様子や、専門家による戦況の説明や

とも大切な

（次頁に続く）

事は「祈り」
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回は必ず神想観を実習して心を光明化

ます。信徒行事要目の中でも「毎日一

争いの状況も変化してくることになり

の修正」と題して人間の運命は祈りに

の第四巻の中で、
「神の愛による運命
よって修正されると示されています。

すべし」と示されております。

さらに、『人類同胞大調和六章経』の
こう書かれております。
「テレビ画面

「戦いの暗雲を払拭する祈り」
の中でも
国と国との争いのような大きな出来事

ていただきま

属されました。

岡 田 伊都子

祭司部

いきましょう。

世界平和実現を願って祈りを続けて

におきましても、多くの人々の祈りに
よ っ て、 心 の 世 界 に 出 来 て い る 念 の

仮の姿である。憎しみに燃えた人々が

フィルムが、神の愛によって修正され、

「光陰矢の如く、
歳月人を待たず」と

す。

当時はまだ現
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毎日が新生であり、毎日が新しい体験である

に戦いの映像が連日映っても、それは
街頭で拳を振り上げても、それは仮の

おかげさまが溢れる毎日

相である。
『何百人死んだ』との報道
があっても、それは仮の相である。現
象界にこれらの事実がないというので
はなく、神の創造された実在の世界で
はこれらの敵意も、憎しみも、怒りも、
ように見えるのは、我々が心で敵を認

いいますが、宇治別格本山に入山して

悲しみもないのである。それらが在る

三十五年が経ちました。人生の半分以

振り返ってみますと、多くの方々と

は練成部に配
の出会いがあり、
助けていただき、
支え

ませんでしたので、宿泊場所は、男性

在のような新しい練成道場はできてい

年が過ぎ、私

れていまして、現れている姿の奥にあ

ていただきながらの年月でした。様々

上を宇治の地で過ごさせていただいて

る調和した姿をひたすら祈り、観ずる

な体験を通して、魂を生長させていた

いることになります。

事の大切

である。その心を放てば、戦いは消え

さがしめ

練成部長でもあった楠本加美野総務

は菩薩の間、女性は講堂と法楽の間で

は、
毎朝の部内ミーティングで
「部屋で

した。
道場生活の中で、今も心に強く残っ

だけることが、何よりもありがたいこ

ている出来事がありますので、記させ

とと思います。
『生命

されてお

の実相』

ります。

るのである。
（後略）
」このように示さ

入山して半

その心が『本当の心』だと信じるから

め、心で憎み、怒り、悲しむからである。

随想

寝ている練成員の人がいたら、講師は
つんとひとりでいると、心細くなって

て寝ていたそうです。大きな部屋にぽ

いてあげることが大切だなぁ。それと、

行事に出てこない人たちの話をよく聞

なんだよ。練成会では、講堂にいない、

していたとしても、その人は必ず救わ

きて、不安な思いを抱きながら眠って

れるよ。
」と仰って、
話を結ばれました。

もちろんだけれども、職員がその人の

に座って、聖経を誦げてくれている！

思い起こせば、
いつも、
真心のこもっ

ために祈り、聖経を誦げることは、と

彼女は、宇治の練成も、あの懐かしい

た温かな食事が提供され、寝具は清潔

温かな食事と清潔な寝具とがあれば、

ある日、夕方の行事が行われている

河口湖の練成と同じだと嬉しくなった

で心地よく手入れされていていました。

どんなに辛く悲しい思いで練成に参加

頃、法楽の間を覗くと、同年代位の女性

そうで、もう元気になったから大丈夫

当たり前のように思えることが、なん

しまったようでした。ふと気がついて、

が布団を敷いて寝ているが見えました。

よ、お父さんからお礼をぜひ伝えてほ

そっと薄目を開けみると、誰かが足元

私は寝ている女性の足元に座って、静

しいというので電話をされたのでした。

と尊くてありがたいことなのでしょう

ました。

かに祈り、小声で聖経を誦げさせても

あのときの楠本先生の嬉しそうなお

ても大事なことなんだよ」と仰ってい

らいました。その女性は眠ったままで

顔を、今も鮮明に忘れずに覚えていま

代）
〈女性〉

ホ テ ル に 一 泊 し て （６頁に続く）

宇治の「一日講話」に誘われました。

の区切りをつけたいと思っていたとき、

タイアし、義母を看取った現在、人生

体験感想文

じみと感謝しております。

あったればこそと、今日の日に、しみ

皆様からのたくさんのおかげさまが

か。

次の朝のミーティングで、その彼女

（

今年で丁度七十才になり、仕事もリ

T．T

「ご先祖と共に悦びの一日講話」

る練成の人たちは、そのままで大丈夫

そして先生は「講堂で話を聴いてい

す。

したので、声はかけずに退室しました。

があったことを知りました。

のお父さんから楠本先生へお礼の電話
彼女は、楠本先生が富士河口湖道場
総務だった頃、練成によく家族で参加
していたそうで、お父さんは楠本先生
の講話の中で、必ず話される体験談の
悩みがあった彼女は、楠本先生のお

方でした。
られる宇治へ練成を受けに行こうと思
い、一人で初めて宇治に来られたので
悪く、講堂へは行かずに、布団を敷い

した。その日、彼女は午後から体調が

「人間・神の子」の根本信念から、全てのよいことが現れてくる
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11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

時 間

講話 及び 行

10:20〜11:05 開会の祈り・神の子の自覚とは
11:15〜12:00 常に神と偕に生きる
5日 土

神の子の自覚

講

師

12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:45 あなたは人生の主人公
14:00〜14:50 久遠に輝くわが生命(いのち)・閉会の祈り
10:20〜11:05

開会の祈り・太陽のように明るく
〜明るさは最高の宝物〜

11:15〜12:00 深切を尽くすこと
6日 日 真理は生活にあり 12:00〜13:00 昼食・休憩
13:00〜13:15 体験談
13:15〜14:00 神は献身を要求し給う
14:15〜15:05 光明の生活法・閉会の祈り
10:20〜11:05 開会の祈り・人を愛せる幸せ
11:15〜12:00 幸福な結婚をするために

昼食希望の方はご予約ください
榎本 一子 『日々の祈り』
『伸び行く日々の言葉』
清水 志郎 『日々の祈り』
『伸び行く日々の言葉』
榎本 一子 『日々の祈り』
『伸び行く日々の言葉』
鵜飼 俊光 『日々の祈り』
『伸び行く日々の言葉』
昼食希望の方はご予約ください
高

千穂

岡田 浩二 『日々の祈り』
『伸び行く日々の言葉』
堀端 芳樹 『日々の祈り』
『伸び行く日々の言葉』
清水 志郎 『女性の幸福 365 章』
『森の日ぐらし』
岡田 浩二 『女性の幸福 365 章』
『森の日ぐらし』

12:00〜13:00 昼食・休憩

12日 土

幸福な恋愛・結婚
13:00〜13:15 体験談
家庭生活

13:15〜14:00 拝み合い、生長し合う結婚生活

昼食希望の方はご予約ください
田野 明日香

14:15〜15:00 わが家は悦びの家 〜家庭大調和の秘訣〜

田野 靖彦 『女性の幸福 365 章』
『森の日ぐらし』
榎本 一子 『女性の幸福 365 章』
『森の日ぐらし』

15:00〜15;35 「浄円月観」実修・閉会の祈り

榎本 一子

10:20〜11:05 開会の祈り・あなたを解放するただ一つの真理

岡田 浩二 『女性の幸福 365 章』
『森の日ぐらし』
新宮
一 『女性の幸福 365 章』
『森の日ぐらし』

11:15〜12:00 輝く未来が待っている
13日 日

テキスト

岡田 浩二 『日々の祈り』
『伸び行く日々の言葉』
阿部 秀輝 『日々の祈り』
『伸び行く日々の言葉』

12:00〜13:00 昼食・休憩
悦びの
先祖・流産児供養 13:00〜13:45 ご先祖様への感謝を未来へ繋ぐ
14:00〜14:45 悦びの先祖・流産児供養について 閉会の祈り
14:45〜15:20 「感謝誦行」実修・閉会の祈り

昼食希望の方はご予約ください
清水 志郎 『女性の幸福 365 章』
『森の日ぐらし』
堀端 芳樹 『霊供養入門』
岡田 浩二

11 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。
10:20〜11:05 開会の祈り・愛は円環 〜与えよさらば与えられん〜
11:15〜12:00 感謝の尊さと功徳
19日 土

愛と感謝の生活

12:00〜13:00 昼食・休憩
藤本 和博

13:15〜14:00 ただ感謝、ただ愛行の悦びの日々

榎本 一子 『凡庸の唄』
『如意自在の生活 365 章』
堀端 芳樹 『凡庸の唄』
『如意自在の生活 365 章』

10:20〜11:05 開会の祈り・あなたは必ず幸せになれる
11:15〜12:00 死することなき金剛不壊の霊なる自分
12:00〜13:00 昼食・休憩
20日 日 祈り合いの神想観 13:00〜13:15 体験談
13:15〜14:00 四六時中神想観
14:15〜15:00 神の御心に叶う祈り 〜相手の幸福を祈る〜
15:00〜15:35 「祈り合いの神想観」実修・閉会の祈り
10:20〜11:05 開会の祈り・神の子人間罪本来なし！
11:15〜12:00 光を当てたとき、闇は消える 〜浄心行について〜

浄心行

榎本 一子 『凡庸の唄』
『如意自在の生活 365 章』
田野 靖彦 『凡庸の唄』
『如意自在の生活 365 章』
昼食希望の方はご予約ください
岡田 多美子
岡田 浩二 『凡庸の唄』
『如意自在の生活 365 章』
清水 志郎 『凡庸の唄』
『如意自在の生活 366 章』
清水 志郎
榎本 一子 『人類同朋大調和六章経』
『生活と人間の再建』
岡田 伊都子 『人類同胞大調和六章経』
『生活と人間の再建』

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

13:00〜13:15 体験談

小田 椋子

13:15〜14:00 父母の愛に導かれて

清水 志郎 『人類同胞大調和六章経』
『生活と人間の再建』
岡田 浩二 聖経『甘露の法雨』
『万物調和六章経』

14:10〜15:25 「浄心行」実修・閉会の祈り
10:20〜11:05 開会の祈り・現象の奥にある神の愛
11:15〜12:00 あなたはすべてと和解できる
27日 日

昼食希望の方はご予約ください

13:00〜13:15 体験談
14:15〜15:05 悦びの三正行・閉会の祈り

26日 土

清水 志郎 『凡庸の唄』
『如意自在の生活 365 章』
小野 大作 『凡庸の唄』
『如意自在の生活 365 章』

天地一切のものと 12:00〜13:00 昼食・休憩
和解する
13:00〜13:45 赦して愛して感謝する

岡田 浩二 『人類同朋大調和六章経』
『生活と人間の再建』
千羽 真平 『人類同胞大調和六章経』
『生活と人間の再建』

14:00〜14:45 横の真理と縦の真理

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』
『生活と人間の再建』
堀端 芳樹 『人類同胞大調和六章経』
『生活と人間の再建』

14:45〜15:20 「如意宝珠観」実修・閉会の祈り

田野 靖彦

★１１月より講話参加の際に電車を利用される方に向けまして、京阪宇治駅とＪＲ宇治駅に出迎えのバスを手配いたします。
・出発時間：京阪宇治駅９：４５発、ＪＲ宇治駅９：５５発
・集合場所：各駅ロータリー（運転手が
「生長の家」
のプラカードを持って立っています）
出迎えは上記時間の１回のみであり、各駅時間となりましたら出発いたします。乗車ご希望の方は出発時間までに集合場所に来て
いただくようお願いいたします。ぜひご利用ください。
（※道路の混雑具合等でバスが時間より遅れる可能性もございます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
）

感謝の心が人生を明るくする
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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）
◆ 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
・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。
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。
※参加申し込みは参加前日までの〆切となっております。
申込フォーム
※参加申し込みは参加前日までの〆切となっております。
申込フォーム
QRコード
※参加申し込みは参加前日までの〆切となっております。
申込フォーム
◆ 奉納金（昼食代は別途要・ご随意）
QRコード
◆ 奉納金（昼食代は別途要・ご随意）
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
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37.0度以上の方、咳が出る方、息苦しさ、だるさ、吐き気等がある方
体温37.0度以上の方、咳が出る方、息苦しさ、だるさ、吐き気等がある方
体温37.0度以上の方、咳が出る方、息苦しさ、だるさ、吐き気等がある方
◆ 参加に当たっての注意事項
◆ 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。
・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。
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
・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
・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。
しくお願い申し上げます。
しくお願い申し上げます。
◆ 受付時
◆ 受付時
◆ 受付時
・申込用紙の体調記入欄を必ずご記入ください。
・申込用紙の体調記入欄を必ずご記入ください。
・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。)
◆・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
◆ 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。
・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。
・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。
・至近距離での会話、大声での会話はしないでください。
・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。
◆・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）
◆ 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。
・マイ箸・マイボトル・ハンカチをご持参ください。
・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
・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
・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。
てください。
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) 。
・食堂内での会話はしなくでください(黙食) 。
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運命をよくしたい人は、常に善い言葉を使え

た。新生出

じた時には、この言葉を思い出して祈

分の前に立ちはだかっているように感

その問題が越えられない壁のように自

来ました。

変わりまし

なり、のんびりとしたプログラムでと

ることを続けようと思いました。

（３頁から続く）二 日 間 受 け る こ と に

てもリラックスして講話を受けさせて

「お父さ

浄心行を受けて、今までの自分の人

んお母さん

きになれるとかは愛ではない。恨み心

人に対しても、「こうしてくれたら好

いただきました。

や憎しみの心を、少しの意志の力で転

換する、それが愛です」という言葉を

に感謝しよ

しっかり憶えておきたいと思いました。

う」
の講話からは、
愛するということの
意味をお聴きして、今少し問題と思っ

6

人の光明面のみを見るのが“愛”である

生の思いのたけを書いて懺悔させてい
ただき、神様の火で焼却していただき、

ていたことに、一つ一つ神様からの言

代）
〈女性〉

またもうお一人の方は個人指導を受

とメールを頂きました。

りません。
ご先祖様すべてに感謝です」

日となり、振り返るとうれし涙が止ま

一日経った今日、
「とても充実した一

誌友さんと三人で参加しましたが、

りました。

させていただき、益々悦びが沸いて参

先月に引き続き「一日講話」を受講

（

すがすがしい気分で区切りをつけるこ

代）
〈女性〉

N．S

身も心も浄まった思いでいっぱいです。

葉を頂けたように感動しました。
難うございました。

Ａ．C

榎本講師が講話の中で、「観ているも

ただき幸せでした。

だき、素晴らしい時間を過ごさせてい

昨日と今日の二日間受講させていた

（

愛と悦びに溢れた真理のご講話、有

とが出来、感謝で一杯です。また時間
外にも関わらず、岡田浩二講師に個人
指導をしていただき、長い間心の中で
くすぶり続けていたものも、よくなる
日々感謝の心で生きていくことを心

しかないように思えてきました。

代）
〈女性〉

に誓い、素晴らしい一日を終えたこと
に感謝いたします。
（

の、認めているもの以外は現れてこな

飛び込んでから沢山の救いを頂きまし

い！」といわれた言葉が印象に残って

た。

四年ぶりにワクワクしながら、二日

れたとき、いいようのない力をもらっ

平成八年夏、宇治別格本山に導かれ、

けられて、大変感謝されています。

た気がしました。問題に心をつかまれ、

います。そして、力強く「解決できる

は心の中の隅々まで浄化出来、喜びに

もののことを問題と言います」と言わ

70

かりやすく説明していただき、実修で

は、浄心行の日でした。その意義も解

R．Y

60

間受講させていただきました。一日目

50
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日常の中で緩みがちな心を立て直し
たいと、今回も参加いたしました。現

Ｅ．Ｕ
（

代）
〈女性〉

が出来ました。今回頂いた喜びを自分

の生活の中で生かし、教区で行じて行

昨日から二日間受講させていただき

きます。
ました。
三年前に十日間の一般練成会を

本日の講話を楽しみにしておりまし

象の中にどっぷりと浸っていますと、
い
つの間にか忘れてしまっていることが

受けさせていただいた時以来です。
練成

代）
〈女性〉

多々あります。
今回久しぶりに二か月続

会参加のお陰でとても元気になり、
教区

（

けて参加させていただくことで、
心が洗

K．W

われ新鮮な気持ちが戻って来て、
魂のよ

た。先祖供養・流産児供養について、
私

要な時に導かれるのですね。今の私に

いを払ってくださいました。まさに必

プルに直球で投げかけてくださり、迷

ことは、やっぱりいいですね。悦びが

して対面での講話を聴かせていただく

広くなったように思います。でもこう

ネットを使えるようになって、視野が

達が神の子として喜んで生きることが

明があり、
小さな事にはこだわらず、
私

講師の方からとても解かりやすい説

か…といつも引っかかっていました。

の中で具体的にどこまでやればいいの

必要なコトバが、しっかりと肚の底に

何よりの先祖供養になるとわかりまし

のような悪い現象が現れていても、感

るい運命を作るということで、日々ど

た。また、感謝に満たされた心は、明
最近私はご先祖と流産児の供養のた

とします。
め、永代供養を申し込ませていただき

神様の造られた世界は完全円満！私

の小槌を精一杯振りながら、仕事に伝

自身の、それから周囲の人たちの実相

道に、
楽しんで進みます。
ご先祖様の溢

不安はなくなり、自信を持つことがで

謝の心で過ごせるよう心掛けていきた

きるようになり、積極的に物事を取り

を念じて行きたいと思います。宇治の

いと思いました。
お世話くだ

「一日講話」
に参加させていただく度に

ました。心が喜んでいるのか身体も元

さった多く

家庭でも万事好都合となり、今回の

組むことが出来るようになりました。

とても明るくなれます。幸せな気持ち

気になり、不安に悩まされていたのに

の方々に心

になります。有難うございました。

れる喜びを身体いっぱいに感じて、感

から感謝申

宇治行きも夫はすんなりと許してくだ

謝の想いが一層溢れます。講師の方々、

残された人生を幸せに生きる打ち出

倍になります。背筋がピンと伸び、凛

最近ではネットでの開催が多くなり、

での活動をさせていただいています。

60

落ちて参りました。

講師の方々は深い真理を優しくシン

ろこびが湧き上がって参りました。

60

さり、母も元気で、安心して来ること

し上げます。

何事が起って来ようとも、それは常に絶好の機会である

7

蔵
宝
令和 ４ 年 1 1 月 １ 日

No.95

蔵
宝

づかされました。自分の神の子の素晴

何に現象にばかりとらわれていたか気

たです。一日目の講話では、自分が如

まわないよう、定期的に講話に参加さ

す。また、暗い方向にばかり考えてし

した。繰り返し積み重ねて行きたいで

中での讃嘆の仕方を教えていただきま

岡田浩二講師からは、毎日の生活の

らしさを認め、自己讃嘆をしなければ

せていただきたいと思っています。

二日間すべての講話が素晴らしかっ

今回土・日曜日と二日続けて参加さ

と思いながら、今の自分には褒められ

（ 代）
〈女性〉

せていただきました。今年も年初から

る部分などなく、そのままの自分を神

M．Ｉ

半分以上が過ぎ、年末の事などを考え

の子と讃嘆することの難しさを感じて

いうことを、とても解かりやすく、力

二日目は千羽講師が
「現象はない」
と

宇治は魂のふるさとです。〝心が疲れた

に帰れます。浄化されます。やっぱり

す。新鮮で、生長の家のみ教えの基本

「一日講話」に参加してよかったで

代）
〈女性〉

たとき、今までの自分を振り返り、気
いました。

強く話してくださいました。心を明る

（

がつけば一人暮らしも長くなり、若い

いるように感じました。

く保つ難しさは私だけではなく、谷口

らやはり来たい！〟今回本当にそう思

T．Ａ

ころに思い描いていた自分の人生とは

「どうしてこんなことになったのだ

いました。
「神の子」
も今までも言葉と

大きくかけ離れた孤独な毎日を送って

ろう？」と自分自身を責め続け、知ら

雅春先生でも悩んでいらっしゃったと

「肉体の私ではない。
全て神様がして

いうお話は、自分だけが不運なんだと

おられるのである。神は完全にしかお

ず知らずのうちに身体も緊張し、呼吸

今の私の現象は悪い出来事ばかりの

造りになっていない！私は神様が創造

も浅くなり、思考停止に陥っていくば

ように感じていましたが、〝悩みを消さ

された神の子なのだ！」と改めて感じ

しては解っているつもりでしたが解っ

なくては…〟と思うのではなく、悩み、

ていなかったです。

苦しんでいる自分も神の子なんだと認

ました。有難うございます。

思っていた心の間違いに気づくことが

か別の解釈が

めてやれば、悩みは勝手に消えて行く

ます。でも宇治に来てこの「一日講話」

出来ました。

出 来 た ら …〟

と話してくださいました。凝り固まっ

を聴いて、
前を向いて明るく生きていけ

かりで、仕事のミスも多くなって来ま

と「一日講話」

ていた心が解きほぐされて、涙が出て

〝これではいけない、宇治に行き、何

に申し込みさ

きました。

ない死に方を検索していました。

せていただき

現象にありすぎるくらい問題があり
ました。

した。この一か月間、パソコンで痛く

60

8

吾々の中に、すでに一切のよきものがある

50

る気がしてきました。必ず解決します。

（

代）
〈女性〉

素晴らしいご講話でした。感謝です。

K．H
コロナなどの影響で、宇治にはなか
なか来ることが出来ませんでした。「一
そく申し込みました。前の日から楽し

日講話」
があると友達から聞いて、
さっ

謝ではいけない。親の愛を無条件に受
け取ったとき、本当に有難くなる。そ
れが本当の感謝である」と教えられま

代）
〈男性〉

した。

体験談もすばらしく、すべての講話

が素晴らしかったです。

達の守護神になっている、ご先祖様が

養になるということや、
ご先祖様は、
私

﹁一日講話﹂感 想 文

宇治別格本山
研
修
生

（

清水講師の講話で「悪と見えること

結婚は、ご先祖様の導きがあるとい

H．J

は、仮面を被った善である。悪と見え

う話も印象に残りました。新宮講師は

護ってくださっているとあり、これか

ることは地面の裂け目のようなもので

出会ってから三ヶ月で結婚されたとい

宇 治 に 来 る JR の 車 内 で、 自 称

みで仕方がありませんでした。

シュロの葉で昆虫や魚などをあっとい

〝 バ ッ タ の お じ さ ん 〟 と い う 男 性 が、

あり、そこから幸福の双葉が出ようと

うことでしたが、私もスピード婚、半

らはご先祖様に感謝して幸せに生きて

う間に作れる技を見せてくださり、車

している」という話が、印象に残りま

いきたいです。

内が楽しい雰囲気になりました。既に

した。
「神の子のお父さん、
神の子のお

年 で 結 婚 し ま し た。 思 い 返 せ ば 私 の

聴きしているのに、あらためて力強い

という祈りは、すごい祈りだと思いま

して拝めるようにならせてください」

祈りの話の中で、「この人を神の子と

導きであっ

先祖様のお

結婚も、ご

母さん、有難うございます」益々両親

響きでお聴きして、あとは「神の護り

した。

への感謝を深めていきます。

はあまねし。祈りは既に効かれ、成就

で幸せに生きることが、最大の先祖供

新宮講師のお話の中で、元気に喜ん

様、そして

し、ご先祖

めて思い返

たのだと改

しました」と言葉で、宣言することと

托するということを今までも何度もお

講話では、何よりも神に振り向き全

がありました。

宇治に来る前から、嬉しい楽しいこと

40

70

千羽講師の
「親への感謝は、
つもり感

強く思いました。

人を憎んだり恨んだりすれば、傷つくのは自分自身である
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を観るようにしたいと思いながら生活

気が温かいのです。つい、注意してし

いる自分がいました。そうすると、空

とう」をつけ、子供たちに話しかけて

思議といつも言う言葉の後に「ありが

られました。次の日、朝起きてから不

が、私の本当の気持ちだとハッとさせ

バ。優しいお母さんでいつもいたいの

結婚してくれた妻に感謝して生きて行

代）
〈男性〉

していました。その中で、突然のコト
（

息子に感謝

〈神癒祈願のお礼状〉

こうと思いました。

Y．K
今日は浄心行の実修があり、最後に
受けたのはコロナ前になるので、三年
丁度前日に、離れて住んでいる母と

ぶりで、とても懐かしいものでした。

りがとう」と褒めること、讃嘆するコ

まう時はありますが、それ以上に「あ

私は二～三年前から長男の神癒祈願

トバを一層深めていきたいと思いまし

〈女性〉

をずっと出しております。現象は色々

た。

Y．B

で、
父母への感謝唱行のときには、
両親

と起こりますが、生長の家の御教えの

久しぶりにメールのやりとりをしたの
のことが強く思い出されて、胸がいっ

長男のことで色々な事が起きるた

ぱいになりました。

おかげで、引っ張られるときもありま

ず守られていると確信して、感謝して

びに神癒祈願をずっと続けているの
この手紙を書く二日前に、息子が寝

いきます。その度に問題も必ず良い方

すが、戻る時間が着実に早くなってい

る時に「お母さんが優しそうだったか

向に進み、必ず解決しています。生長

父はもう二十年以上前に亡くなって

ら、僕はお母さんを選んだんだよ」と

の家を教

いるので、永代供養をさせていただい

突然言ってきて、驚きと共に心が温か

えてくれ

で、そのことが私にとって心強く、必

一日を通して、既に両親に感謝して

くなりました。最近は、成長に伴い、

た義母に

る様に感じます。

いる自分に気づくことが出来たことが

しっかりして欲しいとつい注意するこ

は、 心 よ

ていて、きっと霊界から導いてくれて

大好きな宇治で、研修生として「一

とが増えていたように思います。その

り感謝で

いると思います。

日講話」を受けられて有難かったです。

現象がなかなか手放しづらかったので

いっぱい

よかったです。

この感謝の心を更に深めたいと思いま

すが、より一層お祈りを増やして実相

す。

10

教育とは、子供の生命に火を点けることである

40

です。まだまだ色々と学び途中ですが、
母とならせてくれた息子に本当にあり
がとうと、改めて感謝した出来事でし
ました。神癒祈願を出させていただけ

た。そして神の子なんだと本当に思い

がとうございます。

「新春書初め」
郵送申込みのご案内

「新春書初め」は新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、書初め実修はできませんので、
お持ち帰りまたは郵送での取扱いとさせてい
ただきます。

日常生活に問題なし

ました。

ただ、入院中に子供に心雑音がある

と言われ、退院後に大きな病院で診て

もらうことになりました。すぐに、検

妊娠が分かってから出産まで、安産

ているとのことでしたが、軽度なので

検査の結果、肺動脈弁が少し狭くなっ

過ごせるよう、祈願をお願いしました。

査結果が問題なく、日常生活を健康に
祈願をお願いしていました。妊娠生活

成長と共に治癒するだろうと診断いた

〈女性〉

は順調で、出産前には帝王切開手術の

M．S

成功と、母子ともに健康で無事に退院

だきました。特別な治療や、日常生活

書初めは一年間、写経は十年間、写経奉安礼
拝殿に奉納し、毎日讃歌、聖経読誦を行って
おります。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
祈願部写経課 電話 0774−21−2305

での制限もないとのことで安心しまし

宇治別格本山のホームペー
ジからも印刷できます

できるよう、お願いしました。お陰様

書初め申込書

る事に心より感謝申し上げます。あり

◎受付期間

令和４年12月１日
〜同５年１月31日迄
◎奉 納 金 200円以上
（大人・子ども共通）
◎現金書留、または郵便為替にてお申し込
みください。

で無事に出産し、予定通りに退院でき

〈女性〉

た。本当にありがとうございました。

脳梗塞から復帰

Y．T

八月に主人が左後方に二度ほど転倒

し、
呂律が悪くすぐに入院しました。
脳

幹部梗塞と診断され、すぐに神癒祈願

をお願いしました。十日間ほどの入院

で無事に退院し、一ヶ月が経過しまし

た。今は歩くことも車の運転も普通通

りで日常生活を送っております。心よ

り感謝申し上げます。

すべての物は、みな一つの神の命の現れである
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蔵
宝
令和 ４ 年 1 1 月 １ 日

11日(金)10:00～
11日(金)10:00～
13日(日)10:00～
13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
宝蔵神社月次祭《ライブ配信》
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
全国流産児無縁霊供養塔供養月次祭
16日(水)15:30～ 宝蔵神社 先祖・流産児供養祭《ライブ配信》
16日(水)15:30～ 宝蔵神社 先祖・流産児供養祭《ライブ配信》
19日(土)10:00～ 末一稲荷神社月次祭、精霊招魂神社月次祭
19日(土)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。
※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
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。
☆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
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
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
す。オンラインでご供養ください。
す。オンラインでご供養ください。

時間：９:２０～１２:００、１３:００～１６:００
時間：９:２０～１２:００、１３:００～１６:００
※お申し込みにより日程を調節します
※お申し込みにより日程を調節します
担当講師：清水志郎本部講師・榎本一子本部講師補
担当講師：清水志郎本部講師・榎本一子本部講師補
岡田浩二本部講師補・田野靖彦本部講師補
岡田浩二本部講師補・田野靖彦本部講師補
(担当講師のご希望はお受けできません)
(担当講師のご希望はお受けできません)
使用媒体：zoomまたはメッセンジャー
Zoom またはメッセンジャー
使用媒体：zoomまたはメッセンジャー
お申し込み方法：メールアドレス：rensei@uji-sni.jp 、またはFacebookページ「生
お申し込み方法：メールアドレス：rensei@uji-sni.jp 、またはFacebookページ「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。メッセ
長の家宇治別格本山」まで、メッセージをお願い致します。メッセ
ージにお名前・電話番号・ご希望日時を記入し、ご送信ください。
ージにお名前・電話番号・ご希望日時を記入し、ご送信ください。
担当講師等の連絡事項を、こちらより返信いたします。
担当講師等の連絡事項を、こちらより返信いたします。

練成会は、令和４年
練成会は、令和４年
11月まで中止が決定して
11月まで中止が決定して
おります。
おります。
再開につきましては、ホーム
再開につきましては、ホーム
ページまたはFacebookで確認
ページまたはFacebookで確認
するか、お電話でお問い
するか、お電話でお問い
合わせください。
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/

ISO 14001 認証取得

この印刷物は古紙配合の再生紙を使用し、自然にやさしい大豆油インクで印刷しています。
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