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モラロジー生涯学習講演会
１１月１８日（日）御所モラロジー事務所講堂

ってやってんのよ、

で９月のセミナーにお越し頂いた、三浦松次郎講

言いたいことばか

師を再度お招きし、講演会を開催いたしました。

り言って」と反抗す

事務所清掃を行った午前中はまずまずの天気

るか「主人は疲れて

でしたが、午後１時の受付開始時刻から寒風と小

いるにちがいない、

雨が降り出しました。数分で雨は上がりましたが、

だから心が荒れて

寒風の中お客様をお迎えすることになりました。

いるんだわ、今こそ私を必要としているんだわ」

講演会は、吉田代表世話人の開会挨拶から始ま

とさらに優しく接する選択をするかも、また自分

り、三浦講師の講義を休憩を挟みながら２時間３

の心そのものです。不平・不満・反抗・反発の毎

０分拝聴しました。

日、喜び・感謝・思いやり・報恩の生活、どちら

「人生は選択の連続である」と言われます。

の人生を創造するかは、わが心がものごとをどの

時々刻々と遭遇する避けられない問題、現象、条

ように選択するか、捉えているかの繰り返しで決

件と対面して、我が心がそれをどのように選択し

定されます。

ていくか、それによって今日が決定し、その積み

その意味で人生は選択の連続であり、人生の答

重ねが自らの記す人生の答案である。朝食の食膳

案（幸・不幸）は自分の心が書くと申せます。リ

に向かって、
「またこんなおかずか？」と不満に

ハーサルのない人生を案内するのは自らの心で

思うか「ありがたい」と妻の努力、自然の恵み、

す。その心に正しい人生の地図、正しい選択の標

生産者の苦労に感謝するかを選択をするのも我

準を与えることが、永続する喜び、生きがいある

が心。懸命に働いているのにお姑さんに叱られて、

人生を形成する基本です。広池千九郎先生の創建

「口やかましいお姑さんだ」と批判するのも、
「実

されたモラロジーこそ、リハーサルのない人生を

家で父や母に教わらなかったことを、こうして教

案内する、わが心に与える人生の地図であり、選

えていただける、ありがたい」と受け取るかは自

択の正しい標準です。又最高道徳の実行には勇気

分の心です。内づらの悪いご主人に「何よ、私だ

が必要です。つまり、人に率先して道徳を実行す
る本当の勇気を必要とします。人と相談してから
実行しようとか、今は時期が悪いのでしばらく実
行を見合わせようなど、ためらっていたら、実行
の機会を失います。
「今ここで、私が実行しない
で、誰が実行するか」という気概がいるのです。
三浦講師の講義に３７名の受講者は、真剣にメ
モを取りながら聞き入っていました。休憩時間も
三浦講師は皆さんと一緒にお茶を頂き、楽しそう
にお話をされていました。
上田実行委員長の閉会挨拶で、無事講演会を終
了することが出来ました。
実行委員
-１-

やすらぎ

世話人委員会に参加して
１１月８日(木)２０:００から事務所に於いて、

で話し合い、参加しやすい会場づくり、ネットワ

第３回世話人委員会を８名の参加で行いました。

ークづくりを進めていく。冷え込んでいる地域や

始めに世話人各自のお世話状況の体験で、①〝

出てこられていない維持員、会員のお誘いに繋げ

挨拶〟ができない人やしない人が会社勉強会を

ていく。家庭訪問や座談会等の発表当番者は、で

続けているうちに何かに気づき、挨拶やお礼を言

きるだけ事務所内の方向で行い、当番者の増強が

う礼儀作法が身についてきた。②ニューモラル誌

必要とされる等話し合いました。

の郵送を継続中。③お世話を続けているうちに

私は、皆さんの体験やお話を聞かせていただき、

｢感謝｣｢ありがとう｣とお礼を言ってくださる。創

〝前向きにプラス発想で積極的に取り組む〟そ

意工夫をしながら前向きに取り組むことで、世話

して身近なお世話を無理せず、していこうという

人としての自覚とステップアップになることを

気持ちになりました。

話し合いました。

次回は平成２０年１月１８日(金)２０:００か

また、課題の中に初心者を対象とした勉強会

ら開催します。
南 貞好

(家庭座談会や家庭訪問)には、各地区の世話人会

ゴルフサークル
参加者は元気いっぱい、青空の下プレーしました。
奈良若草 CC はトリッキーなコースで特にグリ
ーンは難度が高く、グリーン内での起伏がプレー
ヤーを苦しめました。ハーフラウンドを終えた昼
食時には宴会の様相を呈し、楽しさを増しており
ました。そのような難コースを制して準優勝・竹
川直文さん、３位・冨士俊隆さん、幹事の私、山
下幸則が優勝してしまいました。
（ゴメン）

11 月 23 日(勤労感謝の日）
、第 3 回御所事務

表彰式は夕食を兼ねて ごっつぉや吾妻 で、

所ゴルフサークルコンペを奈良若草カントリー

さらに楽しく実施、各自それぞれの賞をもらって

クラブで開催いたしました。

ゴルフ談義に花を咲かせました。

今回は充分なお誘いが行き届かなかったせい

山下幸則

か、参加者が 7 名といつもより少ないでしたが

歩こう会サークル

〔鉄山に登る １５６３ｍ〕

１０月２８日（日）快晴、今回は、てっせんに

って行く。本当は下山してから、とんでもない事

登った。ステキな花の名前の山と思いきや「鉄山」
と書くそうな。

が分かる。その事は後ほど。
２時間程急坂を登るとやっと明るい雑木林の

そろそろ紅葉が始まっているかなと、心うきう

尾根に出た。
「すごい！」
「きれい！」疲れが吹っ

きと出かけた。８時３０分から登り始める。と、

飛ぶ。山に来て良かったと心から思う瞬間。遠く

いきなりの急坂、時々両手も使っての登りはまる

に金剛山、葛城山、目前の山は色づき錦の衣をま

でハードなアスレチック。しんどい。気が抜けな

とい、見上げれば青い空。青、緑、黄や赤のコン

い。でも楽しい。

トラストに声が出ない。下は落ち葉のフカフカの

植林の木に、何やら白くて太いテープがそこ、
ここに付いている。
「あれはきっと間引きする時

ジュウタン、その上で昼食タイム（頂上まであと
２０分という場所）
。

残す木に印を付けてるんかな？」と言いながら登

ここで二組に分かれる事に（６人健脚）
（３人
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並？）私は当然３人組、私達はまず頂上へ。この

健脚組は鉄山を越えて弥山頂上〜行者還トン

登りも又きつい、立木、根っ子、岩の角、クサリ

ネル西口への下山をめざす。残り５時間の予定で、

等を両手両足を使い頂上へ。

昼食後ピストン組みより一足早く出発。
12：００鉄山、木の根っ子を持って登るよう
な道なき道をルートを探しながらの登山。コブを
三つ越えたところで鉄山平に、紅葉が綺麗で稲村
ヶ岳、大普賢山が一望できすばらしい。
ここからは地図上にルートのない苔むし、うっ
そうとした獣道らしき道を迷いそうになりなが
ら弥山の方角にひたすら登る。６人いるからなぜ
か心強い。
弥山手前では大倒木帯が広がり弥山小屋のエ
ンジン音がする方向に倒木との格闘が始まる。２
時１５分弥山山頂。ここからはひたすら２時間の

後は気合いを入れて下る。先程のジュウタンの

下山開始。うんざり気分。

上で少々日なたぼっこをしていると、二組の夫婦
が登ってこられた。登りのアスレチックもきつい
が下りはもっときつい。ずるっと誰かがすべる、
「あかん、足がたらんわ」ロープにすがる。四苦
八苦しながら下山した。途中で出会ったご夫婦も
降りてこられ、奥さんが「命かながら下りました
わ！」と言われたので、
「どうして？」と聞くと、
私達が間引きの時の印のテープと思っていたの
は、実はクマよけのテープで、クマが出るらしい。
「え〜〜！！」
。今は冬眠前で食事の時期。
「ひぇ
〜〜！！」
「無事下山出来て良かった〜」
３人は車３台を行者還トンネルまで移動し６

でもやっぱり山は好き、楽しい一日でした。車

人が下山するのを待って、無事９名の楽しい、そ

を下山場所まで回送していただいた上田さん有

してヒヤヒヤした一日が終わりました。

難うございました。感謝の一日でした。
ｙ.ｓ.

まさよ

運営委員会報告

平成１９年１１月２２日(木) 20:00〜22:00

【報告事項】

また、役割のほうも明確にしていきたいと思

１．大阪講堂大掃除について（代表世話人）

いますのでご協力お願いいたします。

12 月 23 日、大阪講堂の大掃除がありますの

３．ユニセフ募金について（青年クラブ）

で多くの方の参加をお待ちしています。

12 月 16 日 AM11:00〜12:00 の間、橿原神

２．生涯学習講演会について（上田均実行委員長）

宮前駅西出口付近で行います。事務所では

11 月 18 日、三浦松次郎講師をお招きして開

12 月 4 日、12 月 12 日に募金を行いますの

催いたしました。参加者は 37 名と少なく残

で、ご協力お願いいたします。

念でした。次回は 2 月頃を予定しております。
多くの方が参加しやすい日程で検討します。
-３-

４．12 月 4 日は人権学習会を開催いたしますの
で、多くの方の参加をお待ちしております。
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講師は御所市教育委員会人権教育課 浦一志

研修委員会に一任する。会費は 3,000 円。次

先生です。

回運営委員会にて企画・予算等を報告いたし

【審議事項】

ます。

１．代表世話人推選委員の選出について

３．その他

委員：細川参与、米田徳七郎、上田均、山下

・12 月 8 日、料理教室を開催。場所は「い

幸則、山原百合子、冨士俊隆の 6 名が選出さ

きいきライフセンター」
。会費は 500 円と

れました。委員長は米田徳七郎氏を選任済。

なっていますので多くの方をお誘いくだ

11 月 27 日、第 1 回委員会を開催します。

さい。
（女性クラブ）

２．新年会開催について（研修委員会）

・皇室カレンダーを事務所においてあります

来年 1 月 12 日（土）
、13 日（日）
、14 日（祝）

ので申し込まれた方はお持ち帰りくださ

のいずれかの日に行います。場所及び企画は

い。

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３１９回 平成 20 年 1 月 8 日(火)〜1 月 13 日(日)
第３２０回 平成 20 年 1 月 22 日(火)〜1 月 27 日(日)

原典研究講座 ５泊６日
第１１３回
第１１４回
第１１５回
第１１６回

平成 19 年 12 月 6 日(木)〜12 月 9 日(日)Ａ 講師限定
平成 20 年 1 月 8 日(火)〜1 月 13 日(日)Ｂ
平成 20 年 1 月 8 日(火)〜1 月 13 日(日)Ｓ
平成 20 年 1 月 22 日(火)〜1 月 27 日(日)Ｃ

中日本生涯習センター（瑞浪生涯学習センターから名称変更）
基礎講座
第１３０回 平成 20 年 1 月 11 日(金)〜1 月 14 日(月) ３泊４日
第１３１回 平成 20 年 1 月 23 日(水)〜1 月 27 日(日) ４泊５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。

行事予定
●人権学習会
１２月４日(火) ２０:００〜２２:００ 事務所講堂
講師：御所市教育委員会人権教育課 浦一志先生
多数の方、ご参加ください。

●事務所年末大掃除の日
１２月１６日(日) ９:００〜１１:００
皆さん、ご協力をお願いいたします。

-４-

