
4/1 (土) 4/2 (日) 4/8 (土) 4/9 (日) 4/15 (土) 4/16 (日) 4/22 (土) 4/23 (日) 4/29 (土) 4/30 (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】 【テーマ】 【テーマ】

「真理」は汝を自由ならしめ
ん

嬉しい楽しい信仰生活 人生は学校である 悦びの先祖・流産児供養 人は生まれ変わる 人間関係調和の鍵 祈り合いの神想観 あなたの魅力を輝かせよう 「浄心行」 「真理」による本当の幸せ

15:35　終了予定

15:30 閉会の祈り 岡田　浩
二

15:00
「神を讃える神想観」 実修
　　　　岡田　浩二

    　　光明の生活法
　　      堀端　芳樹
　『日時計主義とは何か？』
　『聖経 続真理の吟唱』

    　すべての生命の
　　　　栄えのために
　　      清水　志郎
　『日時計主義とは何か？』
　『聖経 続真理の吟唱』

14:45
  　「感謝誦行」 実修
　　　　清水　志郎

15:15 閉会の祈り 清水　志郎

14:15   講話

14:00   講話

        神の愛の循環の中で
　　      清水　志郎
　『日時計主義とは何か？』
　『聖経 続真理の吟唱』

        あなたは輝く
　　　　　人生の主人公
　　      榎本　一子
　『日時計主義とは何か？』
　『聖経 続真理の吟唱』

13:45　休憩・笑い

13:00   体験談
　　　　　田野　明日香

15:20　終了予定

       神の子の自分に、
　 　　素直に、無邪気に
　　      田野　靖彦
『神と偕に生きる真理365章』
『森の日ぐらし』

    　真の幸福は
　　　万物との調和の中に
　　      岡田　浩二
　『日時計主義とは何か？』
　『聖経 続真理の吟唱』

15:00
  　「実相円満誦行」 実修
　　　　岡田　浩二

15:30 閉会の祈り 岡田　浩
二

15:35　終了予定

13:00   講話

        救われ済みの人生
　　      榎本　一子
『神と偕に生きる真理365章』
『森の日ぐらし』

13:45　休憩・笑い

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

14:45
  　「如意宝珠観」 実修
　　　　榎本　一子

14:15   講話

15:15 閉会の祈り 榎本　一子

15:20　終了予定

14:00　浄心行準備14:00　休憩・笑い

14:15   講話

    　　 心と運命
　　      堀端　芳樹
　　『日々の祈り』
　　『この星で生きる』

15:00
     「和解の神想観」 実修
　　　　田野　靖彦

　　　「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』

15:20 閉会の祈り 岡田　浩二

15:25　終了予定

14:00   講話

13:00   講話

10:15   聖歌・笑い

11:05　休憩・笑い

10:20 開会の祈り 岡田　浩二

10:25   講話 10:25   講話

        　実相のみ独在
　　      岡田　浩二
　 『女性の幸福365章』
　 『人生の断想』

10:20 開会の祈り 榎本　一子

13:15   講話

14:10

 　　 父母の愛に導かれて
　　　　新宮　一
　『人類同胞大調和六章経』
　『伸び行く日々の言葉』

11:15   講話

13:00   講話

        神の子日々新生する
　　      岡田　伊都子
　　『日々の祈り』
　　『この星で生きる』

14:00   講話14:00　休憩・笑い

13:15   講話

13:00   体験談
　　　　　小田　椋子

13:00   講話

        神の子の"光"の因縁
　　      清水　志郎
『神と偕に生きる真理365章』
『森の日ぐらし』

10:25   講話

10:15   聖歌・笑い

10:20 開会の祈り 岡田　浩二

      自分を縛るのは自分だけ
　　      岡田　浩二
　『日時計主義とは何か？』
　『聖経 続真理の吟唱』

12:55　 聖歌・笑い

      現象の奥にある神の愛
　　      清水　志郎
『神と偕に生きる真理365章』
『森の日ぐらし』

14:00　休憩・笑い

13:45　休憩・笑い

４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

        神の子は自由自在
　　      阿部　秀輝
　『日時計主義とは何か？』
　『聖経 続真理の吟唱』

10:15   聖歌・笑い

    　神の子を生きるのは
　　　　　　　嬉しいこと
　　      千羽　真平
　『日時計主義とは何か？』
　『聖経 続真理の吟唱』

    どんな境遇も
　 　魂を磨くための砥石
　　      榎本　一子
『神と偕に生きる真理365章』
『森の日ぐらし』

12:55　 聖歌・笑い 12:55　 聖歌・笑い

10:25   講話

11:05　休憩・笑い

12:00   食事の神示
　
 

　　　　昼食休憩

11:15   講話

      　祈りに始まり、
　　　　祈りに終わる
　　      榎本　一子
　『日時計主義とは何か？』
　『聖経 続真理の吟唱』

10:25   講話

10:20 開会の祈り 清水　志郎

11:15   講話

13:15   講話

      あなたは制限なしに
　　　幸せになっていい！
　　      千羽　真平
　 『女性の幸福365章』
　 『人生の断想』

12:00   食事の神示
　
 

　　　　昼食休憩

13:00   体験談
　　　　　高　千穂

12:00　食事の神示
　

　　　　昼食休憩
      浄心行用紙記載

12:00　食事の神示
　
　

　　　　昼食休憩

12:55　 聖歌・笑い

13:00   体験談
　　　　　藤本　和博

10:15   聖歌・笑い
10:20 開会の祈り 榎本　和
子

　　　無常なる現象と
　　　　 永遠なる実相
　　      岡田　浩二
『神と偕に生きる真理365章』
『森の日ぐらし』

11:05　休憩・笑い 11:05　休憩・笑い

11:15   講話

         劣等感を打ち破れ
　　      清水　志郎
　 『女性の幸福365章』
　 『人生の断想』

10:25   講話

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

10:20 開会の祈り 清水　志郎

11:15   講話

12:55　 聖歌・笑い

11:15   講話

　　  みんな一つの生命
　　～神・自然・人間は
　　　　　本来一体なり～
　　　　田野　靖彦
　『人類同胞大調和六章経』
　『伸び行く日々の言葉』

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

12:00　食事の神示
　
　

　　　　昼食休憩

12:55　 聖歌・笑い

10:20 開会の祈り 岡田　浩二

　　  すべては神の導き
　　　　榎本　一子
　『人類同胞大調和六章経』
　『伸び行く日々の言葉』

12:55　 聖歌・笑い

11:15   講話

　　 新たに生まれ変わる
　  ～浄心行の意義・説明～
　　　　鵜飼　俊光
　『人類同胞大調和六章経』
　『伸び行く日々の言葉』

11:05　休憩・笑い

12:00　食事の神示
　
　

　　　　昼食休憩

10:25   講話

　あなたは神に生かされ、
　　　　　満たされている
　　　　岡田　浩二
　『人類同胞大調和六章経』
　『伸び行く日々の言葉』

10:25   講話

      悦びを味わって生きる
　　      清水　志郎
　　『日々の祈り』
　　『この星で生きる』

14:45
  「蓮華日宝王地観」 実修
　　　　清水　志郎

15:15 閉会の祈り 清水　志郎

15:20　終了予定 15:30 閉会の祈り 田野　靖
彦

10:15   聖歌・笑い

10:20 開会の祈り 岡田　浩二

11:15   講話

      あなたには
　　あなたの美しさがある
　　      岡田　伊都子
　 『女性の幸福365章』
　 『人生の断想』

11:05　休憩・笑い

15:35　終了予定

14:00　休憩・笑い

13:00   体験談
　　　　　岡田　多美子

13:15   講話

すべての生命を生かしたとき
　　　　あなたは一番輝く
　　      岡田　浩二
　 『女性の幸福365章』
　 『人生の断想』

      　常に祈りと共に
　　      小野　大作
　 『女性の幸福365章』
　 『人生の断想』

14:15   講話

       祈りは必ず叶えられる
　　      榎本　一子
　 『女性の幸福365章』
　 『人生の断想』

15:00
 「祈り合いの神想観」 実修
　　　　榎本　一子

15:30 閉会の祈り 榎本　一
子

15:35　終了予定

14:00　休憩・笑い

14:15   講話

       　悦びの三正行
　　      堀端　芳樹
　 『女性の幸福365章』
　 『人生の断想』

15:00
 　「浄円月観」 実修
　　　　田野　靖彦

15:30 閉会の祈り 田野　靖
彦

15:35　終了予定

10:15   聖歌・笑い 10:15   聖歌・笑い

10:20 開会の祈り 清水？ 10:20 開会の祈り 榎本　一子

10:25   講話 10:25   講話

      神の子の「真理」に
　　　　　　幸せであれ
　　      清水　志郎
　『人類同胞大調和六章経』
　『伸び行く日々の言葉』

13:45　休憩・笑い

      人はいつでも変われる
　　      新宮　一
　　『日々の祈り』
　　『この星で生きる』

        現象に捉われず
　　　　　本質を観よ！
　　      榎本　一子
　　『日々の祈り』
　　『この星で生きる』

11:15   講話

    　「今」が時である
　　      鵜飼　俊光
　　『日々の祈り』
　　『この星で生きる』

      みんな神の子の
　　「生かし合い」の世界
　　      阿部　秀輝
　　『日々の祈り』
　　『この星で生きる』

12:00　食事の神示
　
　

　　　　昼食休憩

12:00　食事の神示
　
　

　　　　昼食休憩

13:15   講話

      　　真理と生活
　　      堀端　芳樹
　『人類同胞大調和六章経』
　『伸び行く日々の言葉』

14:45
   「基本的神想観」 実修
　　　　清水　志郎

15:15 閉会の祈り 清水　志郎

15:20　終了予定

14:00   講話

12:55　 聖歌・笑い 12:55　 聖歌・笑い

13:00   体験談
　　　　　村上　麻衣

13:15   講話

      　自分が変われば
　　　　　世界が変わる
　　      岡田　浩二
　　『日々の祈り』
　　『この星で生きる』


