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第１１回 生涯学習セミナー 開催
心がつくる人生
自らが変われば運命が変わる
９月２０日（木）
、２１日（金）午後７時より、

気づき、ご主人に対して何か出来る事はないかと

御所市アザレアホールにて、モラロジー生涯学習

考え、蒸しタオルで毎日身体を拭いてあげた。そ

セミナーが開催されました。

してある時、ご主人は「これから毎日風呂に入る

「心がつくる人生」をメインテーマに、サブテ

よ」といって毎日風呂に入るようになった。今で

ーマを「自らが変われば運命が変わる」と題して、

は奥さんは「主人は家族のために一生懸命仕事を

群馬県からお越し頂いた三浦松次郎講師と、三重
県の服部浩二講師により、二日間熱の入った話を

してくれているんだ」と感謝の毎日だそうです。
●第２章、第３章は服部講師の講義

聞かせていただきました。受講者は１日目１９６
名、２日目は１７６名でした。
吉田実代表世話人の開会挨拶に続き、ご来賓を
代表して御所市教育長の上田貞夫様よりお言葉
をいただきました。
●第１章は三浦講師の講義

親の背中を見て子供は自分自身がだめで否定
的な人間になるか、前向きで肯定的な人間になる
か決まる。親が前向きで一生懸命生きているか、
エゴで否定的な考えで生きているかで子供の考
え方が決まる。親の勝手エゴで子供を育てると道
徳心のない子供になってしまう。自分が親になっ
一組のご夫婦の例をお話しです。

て本当にそう思います。

仕事から帰っても風呂に入らない夫が、汗臭い。

●第４章①は服部講師の講義

奥さんはそれが嫌である人に相談に行くと、その

服部講師の体験談でした。

相談を受けた人は奥さんの話を聞いて「奥さんの

私は養子です。子供が６歳の時、突然歩けなく

お話を聞いているとご主人のすべてが嫌いな様

なり死の宣告を受けました。目の前に問題が起き

に聞こえますが、どうなんですか？」と問われ、

てからどうして？どうして？と思うばかり。私は、

「汗臭いのだけが嫌いなんです」と答えた。でも、

結婚したあくる日から両親にいじめられる日々

心のどこかですべてが嫌いな気がしてきた。そし

でした。そのため家族は不仲でした。そんな環境

て奥さんは、ハッとして自分自身を振り返って見

が子供の病気を招いてしまったのだと、ある相談

たら、ご主人に求めることしか考えてなかったと

者に教えていただきました。人が嫌がることをし
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なさい。人が嫌がる仕事をしなさい。人のために

してあげられない」と悔いが残り、つらい思いを

なる事をしなさい。そういわれて実行しました。

します。子供を思う気持ちは、愛情を注いで育て

その姿を子供が見ていたのか、病気を克服するこ

てくれた親にも負けないものがあります。と講師

とができました。

は体験を通じてそう感じたそうです。

１２年かかったそうです。１２年間家族は大変

講義の後はお楽しみ抽選会で、３０名の皆様に

だったと思います。

花のプレゼントがあり、最後に上田均実行委員長

●第４章②、まとめは服部講師の講義

の閉会挨拶で終了しました。２日間のセミナーが

三浦講師は４歳の時、お父さんを亡くし、それ

終了し、例年ですと講師は宿に戻り、少しのスタ

からはお母さんと二人の兄妹と離れ離れで、講師

ッフと懇親会を行っていましたが、今回は会場の

は東京で暮らすことになりました。親は子供に対

片付け終了後残ったスタッフみんなと事務所で

して何でもしてあげたい、愛情も注いであげたい、

講師を囲んでの懇親会となりました。

と思うものです。愛情を注いで何んでもしてもら

翌日事務所の後片付けと、事務整理を行い、そ

った親には当然、恩があります。ところが事情が

の後の反省会では、
「両講師がお互いを良く知っ

あって離れ離れになった親は「子供に対して何も

ているため呼吸が合い、講師間の話のキャッチボ
ールが良くできていて、話の流れに繋がりがあっ
て良かった。
」
「両講師ともテキストだけでなく参
考資料を配付し、幅広く解説していただき良かっ
た。
」
「周りの人に対し気配りをしていただいた。
」
両講師への感想は良いことばかりでした。
講師をお見送りの際「２日間のセミナーは終了
しましたが、これからが始まりですよ」と笑顔の
三浦講師のことばが心に残りました。
無事セミナーが終了出来ましたことを皆様に
深く感謝いたします。ありがとうございました。
亀谷勇二

ご長寿をお祝い申し上げます

廣池理事長から記念品

毎年「敬老の日」に、廣池理事長から長寿の維
持員の方へ記念品が贈られます。
維持員に加入されて 10 年以上の方のなかで、
今年 99 歳（白寿）の方には「扇」が、88 歳（米
寿）の方には「木杯」が、77 歳（喜寿）の方に
は「長寿杖」が贈られます。また、維持員加入 3
年以上で、今年 70 歳（古希）の方には「廣池千
九郎博士の遺墨の色紙」が贈られることになって
います。
今年は次の 11 人の方々に贈られてきた記念
品を、9 月 4 日の「感謝の集い」の席で吉田代
表世話人より出席者に手渡されました。

喜寿のお祝い：杉本耕二様、弓場昭治様
古希のお祝い：亀谷馨様、川崎徹様、栗本美佐子様、田村公男様、冨士秀子様、
坂東和佐子様、細川家成様、南英一様、村田良彦様
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「敬老キャンペーン」ニューモラル誌配布
これから始めようかと思ったとき、
「狐の嫁入り」
。
太陽光線の中からパラパラと雨が。三並さんの奥
さんが、「傘持って行きー」と言ってくださった
時には、雨が上がっていました。
南側と北側の出入り口を、10 人の大人ががっち
りと取り囲み、 誰も逃さない ってな調子で行
いましたので、1 時間くらいで全部（５００部）
配布を終了しました。
地元での配布ということで、知り合いが多く
「なんでんのー」「まーいっぺん読んでみてー」
「そうでっかー」。こんな調子でニコニコしなが

9 月 15 日（土曜日）敬老キャンペーンの一環

ら、楽しく配布が出来たのが大変良かったです。

として、ライフ御所店におきまして、ニューモラ

9 月に入って少しは涼しくなってきましたが、

ル誌配布を行いました。

やはり日差しの中で、かなり汗をかきました。

午後 3 時 30 分、三並さんのお店に吉田代表
とお邪魔し、ライフの店長に「これから始めさせ

終わってから、喫茶店で喉を潤し、そのまま現地

て頂きますと」お願いを済ませ、4 時頃からニュ

解散と致しました。
社会貢献委員

ーモラル誌の配布を行いました。

歩こう会サークル

西大台駆け込み登山

平成１９年８月２５日、９月に計画していた西

自然を保護するネットがところどころに張られ

大台登山を急きょ変更して８月に。９月から西大

ていて、環境を守って頂いているご苦労がうかが

台の自然環境を守る為入山規制になり、平日は１

えました。

日３０人、休日は５０人しか入山できません。ま
た入山料１０００円も必要になります（3 ケ月前
から予約できます。当日入山は出来ません）
。
７時過ぎ三光丸さんの会社に集合して、初めて
参加される米田さんの妹、栗山さん（三光丸行事
冬の観音峰登山では一緒になったことも）
、お友
達の谷口さん、松本さん、私たち歩こう会 3 人、
合わせて 6 人が 1 台の車で大台ガ原へ。
山上は気温 23℃。５月頃の気候で空気がカラ
ッとしていて、実に爽やかで気持ちが良い。登山
日和と言っても過言ではないようです。
「下界は

逆川(さかさまがわ)や逆峠(さかさまとうげ)は

暑いでしょう・・・・」と口々に。

地元の言葉で迷うことを逆さまになるとといっ

９時１０分、まず大台教会で登山の安全をお祈

たところから名付けられたそうで、秋の落ち葉の

りし、お神酒を頂いていざ西大台へ。

頃は迷いやすい道だそうです。しかし今回は登山

西大台は３０年前の大台ケ原のようで、とちの

道もはっきりと人も多くまったく心配なし。大蛇

木の大木、ウラジロモミ、ブナが群生し静寂で原

嵓(だいじゃぐら)を展望できる丘で、米田さんの

生的な雰囲気。水量が豊富で透き通る谷川の水で

双眼鏡で人の気配を確認したり、樹齢５００年位

口を潤し「冷たくて美味しい」登山の醍醐味。又

のミズナラの大木に誰か「メタポリック症候群
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や」など木々の名前を楽しんだりして・・・皆で

たり、お土産にペットボトルに水を入れようと川

おそばの昼食。 実に美味しく頂きました

へザブン・・・・。午後３時大台教会で無事登山

今日は私達だけの入山ではと思いきや、来るわ

できたことに感謝して駐車場へと戻りました。

来るわ、数珠つなぎ、
「バス１０台で来てますか

豊かな自然が多く残る貴重な森林の登山が出

ら後からまだまだ来ます。先に進んだほうがよろ

来た事に感謝。またマイナスイオンで体がリフレ

しいです」とアドバイスを頂き、こんなに人の多

ッシュでき楽しい一日でした。御世話になった皆

い登山は富士山以来でした。駆け込み登山、人皆

さん有難う御座いました。

思うこと同じだなと感心。帰路は原生林の下側の

ｙ.ｓ.

登山道を川遊びしたり、おたまじゃくしを観察し

佐藤薬品 NMC 青年セミナーに参加して・・・
8 月 31 日（金）19：00 から 9 月 1 日（土）
14：00 まで、佐藤薬品 NMC 青年クラブ主催

きたいなぁ。と思いました。
その後は、懇親会で夜遅くまで交流を深め合い

の青年セミナーに御所事務所から、米田豊高くん

ました。

と細川成樹の 2 名で参加させて頂きました。 社

翌日は、9：00 から講義で、近畿ブロック青

外からの参加者が 10 名程で、ほとんどが若手社

年育成担当の福本宜男講師に来て頂きました。講

員で女性の参加者も多く全員で約 80 名になり

師は、歯科医であり「歯の健康も心の健康もケア

ました。会場は、五條市大塔町の「大塔コスミッ

が大切である。
」と言われました。

クパーク星のくに」で開催されました。仕事を終

歯の健康は、日頃の生活から予防を心掛けないと

えてからの参加になるため、初日のプログラムは、

すぐに虫歯など健康を損ねてしまう。日頃の予防

21：00〜プラネタリウム観賞から始まりました。

と歯医者さんに見てもらう事を、習慣づけようと

プラネタリウムを観るのが初めてだったので、
すごく楽しみにしていました。夏の大三角など、

アドバイスして頂きました。
心の健康も気付かないうちに、自分中心になっ

遠い昔に聞いたことのある言葉を耳にし懐かし

てしまい悪い運命になって行く危険性があると

いようで、でも新しい発見（気付き）がありまし

指摘して頂きました。その為にも、モラロジーの

た。私自身、いつのまにか夜空を見上げることを

行事や講演会に積極的に参加して、自分の心は、

忘れていた事に気付きました。改めて、星の凄さ、

大丈夫か？という反省を習慣づけるように、努め

宇宙の偉大さを感じることができました。

ていくことが予防の第一歩であると教えて頂き

これからも、心に夜空を見上げる余裕を持ってい

ました。日頃の生活で想う様に行かない事が多く
なった時は、
「利己心に蝕まれている。
」心の黄色
信号だというバロメーターにしなさい。とアドバ
イスして頂きました。
講義終了後、バーベキューの昼食で、汗をかき
ながらおいしい肉をお腹一杯頂き、お腹も心も大
満足で想い出に残る最後の夏休みになりました。
佐藤薬品の皆様、STAFF の皆さんいろいろと
お世話して頂きまして、ありがとうございました。
学んだことを、青年クラブで実践して行こうと思
っております。
青年クラブ長 細川成樹
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９月運営委員会報告

平成１９年９月２２日（土）午後８：００〜１０：００

■出席者：吉田実、倉本佳洋、冨士俊隆、南貞好、

日時 平成１９年１１月１５日（木）

山下幸則、山田幸雄、上田均、山原百

ＡＭ１０：００ 外宮参拝

合子、
細川成樹、
森戸清重、
細川輝美、

ＡＭ１１：００ 内宮参拝

田村佳世、上田雅代（以上１３人）

申込 １０月１０日（水）までＦＡＸにて

■代表世話人挨拶

受付中（一般対象）

セミナーのお二人の講師が、喜んでくださいま

連絡先 吉田実代表世話人まで
TEL 0745-62-2615 FAX 0745-62-8886

した。フォローアップセミナーを通して事務所
に繋がっていただく方の育成を目指したいと

・｢全国女性大会｣（１０月１３日〜１４日）

思います。

参加について（山原百合子女性クラブ長）

■報告事項

１１名参加予定。また事務所より助成金

1)生涯学習セミナーについて（上田均実行委員

を頂き、御礼申し上げます。

長）

■審議事項
1)フォローアップセミナー開催について（上田

・申し込み者総数は２２３名（参加者合計が
２１１名）

均実行委員長）

・反省会では、有意義な意見が出され、今後

・１１月と２月の開催予定です。講師は、生

のセミナーの参考にします。

涯学習セミナーを担当くださった講師に、

2)敬老キャンペーン（上田均社会貢献委員長）

会場は事務所に於いて、テーブル席で半日

・９月１５日（土）午後４時よりライフ御所

ぐらいの予定。後日案内をします。
2)ゴルフサークル（山下幸則氏）

店前に於いて、ニューモラル誌を５００部
配布しました。参加者１０名

・１１月２３日（金）御所事務所主催のゴル

3)世話人委員会について（倉本世話人委員長）

フコンペ開催予定
3)人権学習会（冨士俊隆氏）

・個人への開発状況を知ることで開発のあり
方が学べると共に参加者からは、今後の課

・１２月４日（火）の予定です
4)奈良県モラロジー青年協議会の研修会（細川

題と開発に関する提案の意見が数多く出
された。

成樹青年クラブ長）

4)その他

・９月１５日（土）〜１６日（日）に開催さ

・平成１９年度廣池幹堂理事長伊勢神宮参拝

れ、事務所から宿泊２名、日帰り３名が参

の参加について

加しました

生涯学習講座日程
柏生涯学習センター
概説講座 ５泊６日
第３１８回 平成 19 年 11 月 6 日(火)〜11 月 11 日(日)
原典研究講座 ５泊６日
第１１１回 平成 19 年 10 月 23 日(火)〜10 月 28 日(日)Ｓ
第１１２回 平成 19 年 11 月 20 日(火)〜11 月 25 日(日)Ｃ
中日本生涯学習センター（瑞浪生涯学習センターから名称変更）
基礎講座
第１２５回 平成 19 年 10 月 5 日(金)〜10 月 8 日(月) ３泊４日
第１２６回 平成 19 年 10 月 18 日(木)〜10 月 21 日(日) ３泊４日
第１２７回 平成 19 年 11 月 1 日(木)〜11 月 4 日(日) ３泊４日
第１２８回 平成 19 年 11 月 14 日(水)〜11 月 18 日(日) ４泊５日
第１２９回 平成 19 年 11 月 29 日(木)〜12 月 2 日(日) ３泊４日

●講座受講の参考として、ご活用ください。詳しくは、事務所まで。
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