
11/5 (土) 11/6 (日) 11/12 (土) 11/13 (日) 11/20 (日) 11/26 (土) 11/27 (日)

【テーマ】
神の子の自覚

【テーマ】
 真理は生活にあり

【テーマ】
幸福な恋愛・結婚・家庭生活

【テーマ】
悦びの先祖・流産児供養

【テーマ】
祈り合いの神想観

【テーマ】
浄心行

【テーマ】
天地一切のものと和解する

14:00   休憩・笑い

14:15   講話

　　  わが家は悦びの家
　　 ～家庭大調和の秘訣～
　　　　榎本　一子
     『女性の幸福365章』
     『森の日ぐらし』

15:30　閉会の祈り
　　　　　榎本　一子

15:35　終了予定

13:00   体験談
　　　　　田野　明日香

13:15    講話

      　  心と運命
　　      堀端　芳樹
 　 『日々の祈り』
  　『伸び行く日々の言葉』

15:20　終了予定

13:00   講話

　　ご先祖様への感謝を
　　　　　　  未来へ繋ぐ
　　　　清水　志郎
     『女性の幸福365章』
  　『森の日ぐらし』

13:45　休憩・笑い

14:00   講話

　    悦びの先祖・
         流産児供養について
　　　　堀端　芳樹
     　  『霊供養入門』

　  拝み合い、生長し合う
      　　　　　  結婚生活
　　　　 田野　靖彦
     『女性の幸福365章』
     『森の日ぐらし』

14:45　閉会の祈り
　　　　　清水　志郎

14:50　終了予定 15:00
　「祈り合いの神想観」実修
　　　　清水　志郎

15:30　閉会の祈り
　　　　　清水　志郎

15:00
　　「浄円月観」 実修
　　　　榎本　一子 15:15　閉会の祈り

　　　　　岡田　浩二

14:45
　　「感謝誦行」 実修
　　　　岡田　浩二

10:20　開会の祈り
　　　　　岡田　浩二

13:45　休憩・笑い

10:25   講話

12:00   食事の神示
　
            昼食休憩

12:55　 聖歌・笑い

15:35　終了予定

15:05　終了予定

14:00　休憩・笑い

      神は献身を要求し給う
　　      岡田　浩二
 　 『日々の祈り』
  　『伸び行く日々の言葉』

15:00　閉会の祈り
　　　　　岡田　浩二

　 　　四六時中神想観
　　　　岡田 　浩二
　『凡庸の唄』
　『如意自在の生活365章』

14:00　休憩・笑い

14:15   講話

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

11:05　休憩・笑い 11:05　休憩・笑い 11:05　休憩・笑い

10:15   聖歌・笑い 10:15   聖歌・笑い

11:05　休憩・笑い

15:20　閉会の祈り
　　　　　岡田　浩二

15:25　終了予定

13:00   体験談
　　　　　岡田　多美子

13:15   講話

14:00   講話

      久遠に輝く
　　　　わが生命(いのち)
　　      清水　志郎
 　 『日々の祈り』
  　『伸び行く日々の言葉』

13:00   講話

      あなたは人生の主人公
　　      榎本　一子
 　 『日々の祈り』
  　『伸び行く日々の言葉』

13:00   体験談
　　　　　高　千穂

11:05　休憩・笑い

10:20　開会の祈り
　　　　　榎本　一子

10:25   講話
　

10:20　開会の祈り
　　　　　岡田　浩二

13:45　休憩・笑い

        神の子の自覚とは
　　      岡田　浩二
 　 『日々の祈り』
  　『伸び行く日々の言葉』

10:25   講話

11:15   講話
　        常に神と偕に生きる
　　      阿部　秀輝
 　 『日々の祈り』
  　『伸び行く日々の言葉』

13:15   講話

12:55　 聖歌・笑い

        深切を尽くすこと
　　      鵜飼　俊光
 　 『日々の祈り』
  　『伸び行く日々の言葉』

11:15   講話

　  幸福な結婚をするために
　　　　岡田　浩二
     『女性の幸福365章』
     『森の日ぐらし』

      太陽のように明るく
　  ～明るさは最高の宝物～
　　      榎本　一子
 　 『日々の祈り』
  　『伸び行く日々の言葉』

12:55　 聖歌・笑い

　　輝く未来が待っている
　　　　新宮　一
     『女性の幸福365章』
  　『森の日ぐらし』

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩

10:15   聖歌・笑い 10:15   聖歌・笑い 10:15   聖歌・笑い

11:15   講話

 　 死することなき
 　　金剛不壊の霊なる自分
　　　　田野　靖彦
　『凡庸の唄』
　『如意自在の生活365章』

10:20　開会の祈り
　　　　　榎本　一子

11:05　休憩・笑い

　　　人を愛せる幸せ
　　　　清水　志郎
     『女性の幸福365章』
     『森の日ぐらし』

10:20　開会の祈り
　　　　　清水　志郎

11:15   講話

10:25   講話

　　 あなたは必ず
　 　　　　幸せになれる
　　　　榎本　一子
　『凡庸の唄』
　『如意自在の生活365章』

10:25   講話

11:15   講話

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩

11:05　休憩・笑い

10:25   講話

　　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』

10:15   聖歌・笑い 10:15   聖歌・笑い

10:20　開会の祈り
　　　　　榎本　一子

10:20　開会の祈り
　　　　　岡田　浩二

　　神の子人間罪本来なし！
　　　　榎本　一子
 『人類同胞大調和六章経』
 『生活と人間の再建』

10:25   講話

　  現象の奥にある神の愛
　　　　岡田　浩二
 『人類同胞大調和六章経』
 『生活と人間の再建』

13:15   講話

 　　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』

13:00   体験談
　　　　　小田　椋子

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩

12:55　 聖歌・笑い

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩

12:55　 聖歌・笑い

13:00   講話

11:15   講話

　  　あなたはすべてと
　　　 　　　和解できる
　　　　千羽　真平
 『人類同胞大調和六章経』
 『生活と人間の再建』

14:15   講話

12:55　 聖歌・笑い

    　縦の真理と横の真理
　　　　堀端　芳樹
 『人類同胞大調和六章経』
 『生活と人間の再建』

11:15   講話

光を当てたとき、闇は消える
  　　～浄心行について～
　　　　岡田　伊都子
 『人類同胞大調和六章経』
 『生活と人間の再建』

14:10

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩

14:00　浄心行準備

12:55　 聖歌・笑い

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩

　 　神の御心に叶う祈り
　　 ～相手の幸福を祈る～
　　　　清水 　志郎
　『凡庸の唄』
　『如意自在の生活365章』

14:45
　　『如意宝珠観』実修
　　　　田野　靖彦

15:15　閉会の祈り
　　　　　田野　靖彦

15:20　終了予定

 　  赦して愛して感謝する
　　　　清水　志郎
 『人類同胞大調和六章経』
 『生活と人間の再建』

　 　「浄心行」 実修
　 　　　岡田  浩二
　　　聖経『甘露の法雨』
　　　『万物調和六章経』
 　  　『聖歌歌詞集』

14:00   講話


