
2/4 (土) 2/5 (日) 2/11 (土) 2/12 (日) 2/18 (土) 2/19 (日) 2/25 (土) 2/26 (日)

【テーマ】 【テーマ】 【テーマ】 【テーマ】 【テーマ】 【テーマ】 【テーマ】 【テーマ】

神想観は素晴らしい  真理と生活 あなたには無限の力がある 悦びの先祖・流産児供養 祈り合いの神想観 感謝から幸せが始まる 「浄心行」
不安を吹き飛ばして
伸び伸び生きる

15:30　閉会の祈り
　　　　　榎本　一子

15:35　終了予定

13:00   体験談
　　　　　藤本　和博

13:15   講話

　 　感謝の根を張り、
　　光に向かって伸びよう
　　　 　小野　大作
  『合本讃歌』
  『愛と希望のメッセージ』

14:00　休憩・笑い

14:15   講話

　 　　 心と運命
　　　　堀端　芳樹
  『合本讃歌』
  『愛と希望のメッセージ』

15:00
　　「感謝誦行」実修
　　　　清水　志郎

15:30　閉会の祈り
　　　　　清水　志郎

13:00   体験談
　　　　　村上　麻衣

13:15   講話

　 　救われ済みの信仰生活
　　　 　清水　志郎
  『合本讃歌』
  『愛と希望のメッセージ』

14:00　休憩・笑い

14:15   講話

　 　祈りは必ず叶えられる
　　　　榎本　一子
  『合本讃歌』
  『愛と希望のメッセージ』

14:15   講話

    　神様に悦ばれる生き方
　　      榎本　一子
　　　『日々の祈り』
        『詳説神想観』

        生き甲斐ある
            人生を送ろう
　　      清水　志郎
　 　『46億年のいのち』
      『栄える生活365章』

13:45　休憩・笑い

14:00   講話

        光を世界に拡げよう
　　      岡田　浩二
　　 『46億年のいのち』
　　 『栄える生活365章』

14:45
　　「如意宝珠観」 実修
　　　　岡田　浩二

14:00　浄心行準備

12:55　 聖歌・笑い

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩

13:00   体験談
　　　　　小田　椋子

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩
           浄心行用紙記載

15:30　閉会の祈り
　　　　　榎本　一子

13:00   体験談
　　　　　田野　明日香

13:15   講話

        常に祈りと共に
　　      田野　靖彦
　　　『日々の祈り』
        『詳説神想観』

14:00　休憩・笑い

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
　　　　　清水　志郎

　　　罪があるという
　　　　 常識を超えよ！
　　　　榎本　一子
『生長の家ってどんな教え？』
『聖経 真理の吟唱』

12:55　 聖歌・笑い

11:15   講話

 心から赦した時、自分が
  救われる ～浄心行について～
　　　　田野　靖彦
『生長の家ってどんな教え？』
『聖経 真理の吟唱』

11:05　休憩・笑い

11:15   講話

12:55　 聖歌・笑い

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩

12:55　 聖歌・笑い

11:15   講話

　　 心から不安を放つには
　　　　阿部　秀輝
『生長の家ってどんな教え？』
『聖経 真理の吟唱』

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

11:15   講話

　　　神の子は愛そのもの
　　　　清水　志郎
　　 『46億年のいのち』
　　 『栄える生活365章』

10:25   講話

　　　神は常に護り、
　　　　　　　導き給う
　　　　清水　志郎
『生長の家ってどんな教え？』
『聖経 真理の吟唱』

10:25   講話

　  　みんな神の子、
　　　すべては神の恵み
　　　　榎本　一子
  『合本讃歌』
  『愛と希望のメッセージ』

10:25   講話

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

11:15   講話

　  　愛は至るところに
　　　　阿部　秀輝
  『合本讃歌』
  『愛と希望のメッセージ』

10:20　開会の祈り
　　　　　榎本　一子

11:05　休憩・笑い

　天才はすべての人の中に
　　　　　　　　既にある
　　　　榎本　一子
      『46億年のいのち』
      『栄える生活365章』

10:20　開会の祈り
　　　　　岡田　浩二

10:25   講話

10:20　開会の祈り
　　　　　榎本　一子

11:15   講話

12:55　 聖歌・笑い

    心の窓を開いて光を見よ
　　～日時計主義の生活～
　　      千羽　真平
　　　『日々の祈り』
        『詳説神想観』

11:15   講話

   　たゆみなく
  　　無限の力に呼びかけよ
　　　　新宮　一
      『46億年のいのち』
      『栄える生活365章』

      　太陽のように明るく
　　      清水　志郎
　　　『日々の祈り』
        『詳説神想観』

12:55　 聖歌・笑い

10:25   講話

　　　陰極は陽転する
　　　　鵜飼　俊光
　　 『46億年のいのち』
　　 『栄える生活365章』

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩

13:15   講話

 　　 父母の愛に導かれて
　　　　岡田　伊都子
『生長の家ってどんな教え？』
『聖経 真理の吟唱』

11:15   講話
　

13:00   体験談
　　　　　高　千穂

13:15   講話

13:00   講話

12:00　食事の神示
　
　　　　昼食休憩

12:00   食事の神示
　
            昼食休憩

12:55　 聖歌・笑い

　　真の愛は四無量心の心
　　　　岡田　浩二
  『合本讃歌』
  『愛と希望のメッセージ』

　　　私は神の子！
　　　　何でもできる！
　　　　千羽　真平
  『合本讃歌』
  『愛と希望のメッセージ』

２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 11:05　休憩・笑い

        神想観は素晴らしい
　　      清水　志郎
　　　『日々の祈り』
        『詳説神想観』

10:15   聖歌・笑い 10:15   聖歌・笑い

11:05　休憩・笑い

10:20　開会の祈り
　　　　　清水　志郎

10:25   講話 10:25   講話

11:05　休憩・笑い

10:20　開会の祈り
　　　　　清水　志郎

10:25   講話
　

10:20　開会の祈り
　　　　　岡田　浩二

        実相独在の教え
　　      岡田　浩二
　　　『日々の祈り』
        『詳説神想観』

15:25　終了予定

   　　愛と祝福の言葉を
　　　　　　　雨降らそう
　　      榎本　一子
　　　『日々の祈り』
        『詳説神想観』

13:45　休憩・笑い

14:00   講話

        　真理と生活
　　      堀端　芳樹
　　　『日々の祈り』
        『詳説神想観』

14:45
　　「実相円満誦行」 実修
　　　　岡田　浩二 15:00

　「祈り合いの神想観」実修
　　　　榎本　一子

15:20　終了予定

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

14:10

13:00   講話

　 　ご先祖様と共に
　　　　　歩む幸せの道
　　　 　岡田　伊都子
　　 『46億年のいのち』
　　 『栄える生活365章』

14:00　休憩・笑い

14:15   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』

15:00
 「四無量心を観ずる神想観」
                              実修
　　　　田野　靖彦

15:15　閉会の祈り
　　　　　岡田　浩二

15:15　閉会の祈り
　　　　　岡田　浩二

13:00   体験談
　　　　　岡田　多美子

13:15   講話

　　　光明の生活法
　　　　堀端　芳樹
『生長の家ってどんな教え？』
『聖経 真理の吟唱』

14:00　休憩・笑い

14:15   講話

　　　使命を生きる悦び
　　　　岡田　浩二
『生長の家ってどんな教え？』
『聖経 真理の吟唱』

15:00
  「神を讃える神想観」 実修
　　　　榎本　一子

15:00　閉会の祈り
　　　　　岡田　浩二

15:05　終了予定

15:35　終了予定

15:20　終了予定 15:30　閉会の祈り
　　　　　田野　靖彦

15:35　終了予定 15:35　終了予定

15:20　閉会の祈り
　　　　　清水　志郎


