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発行責任者／吉田 実

世話人委員会 開催
７月１８日(水)午後8時から本年度第１回世話
人委員会を開催いたしました。
はじめに吉田実代表世話人より、｢本部の方針
を踏まえ、御所事務所の取組みと具体的実践につ
いて｣と題し、
「自らの幸せづくり、品性向上と力
のある事務所づくりには、今まで以上に一歩踏み
込んだ個人開発を行い、行事中心からお世話活動
中心への心掛けと実践が試されている。御所事務
所の特色、カラーを生かした活動をして参りたい
と考えています。私は現在数名の家庭を訪問して
います。皆さんもしっかり取り組んで頂きます様

みについて前向きに語り合い自覚を深めました。

お願いします」と新たな決意で話されました。

更に実践と課題について意見交換があり、パー

続いて委員会や研修会等の開催及び方法につ

トナーについての質問には委員長は「御所事務所

いて協議の結果、常の実践を踏まえて、今年度中

では基本的にご夫婦としていますが親子兄弟等

は講師を招かず体験発表や意見交換を中心に実

も可とし、対象者が男女、年齢、職業等異なる場

践と研修を相互に委員会を２ヶ月に１回、毎回１

合が多く他人をパートナーにすることも自由に

８日に開催する。９月は生涯学習セミナーの関係

選択して頂き、その旨は委員会に報告して頂きま

で７日(金)に開催することに決定しました。

すが、開発活動を容易に出来る体制が必要です」
。

次に、世話人としての抱負や各自の計画、決意

また、委員会提供の活動記録用紙の記入方法や活

等の意見交換の結果は、次のようです。

用の説明し特に注意事項として、
「個人情報保護

○自分を誘ってくれた当時の先輩お二人に書

法を厳守し、黙秘の徳を心掛ける事が重要であり、

籍等届けていますが、現在は全く出て来られま

世話人は責任をもって管理して下さい。本紙記録

せん。何とか復帰して頂ける様粘り強く努力す

は委員会や研修会時に必ず持参して下さい」と話

る。

しました。

○現在行っている家庭訪問や座談会を契機に

当面の共通課題は、来る９月２０日(木)〜２１

対象を定めて個人開発をする。

日(金)開催の生涯学習セミナーへのお誘いに世

○家庭訪問実践中で今後はもう一歩踏み込ん

話人として全力を傾注する事を確認し、閉会しま

だ開発をする。

した。

創意工夫をし、無理なく、根気強く続ける事が大

世話人委員会

切。出席者７名は自らの立場と現状、今後の取組
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女性の集い

雨の中、大勢の方が熱心に…
いただきました。
第 2 講では、マザーテレサの言葉より｢親は、
子供にとって最初の教師である｣ということから
始まり、親自身の価値基準をしっかり持っている
か。親の生き方が子供たちの最高の手本であるこ
と。親が正しい人間性の向上を目標にした生き方
をし、夫婦が共に同じ気持ちで夢と希望を持って
育てる。そして夫婦円満で親子兄弟姉妹が仲良く
することこそ、親と子の深い結びつき、即ち親子
の絆であると結ばれました。
最後にまとめとして、見返りを求めない。感謝

７月１３日(金)１０時から事務所講堂に於い

で受け止める。相手の良いところを見つける。相

て、女性の集いを開催いたしました。(財)モラロ

手を好きになる。相手を理解しようと努力する。

ジー研究所社会教育講師 川端信子氏をお迎えし

『許す心、補う心、学ぶ心』この３つの心を大切

て『今、必要な親子の絆』と題してご講話いただ

に。そして、地域社会に貢献しましょう…とまと

きました。

めていただきました。

第１講は、｢心の持ち方について｣自分中心では

当日は、雨にもかかわらず、８０数名の参加が

なく、常に相手の心を思いやる道徳的な心、人を

あり、講話後はコーヒータイムとビンゴゲームで

育てようとする心、すべての人に思いやりの心を

楽しんでいただき、皆さん喜んでお帰りください

持つこと、かたよらない、こだわらない、とらわ

ました。大変有意義な一日であったことに感謝い

れない、広い心で接する。自分が今していること

たします。

に心を添える。そして、常にマイナス発想をプラ

坂東和佐子

ス発想に変えていくことが大事であると教えて

感謝の集い

＜第２回廣池千九郎伝記勉強会＞

７月４日(水)２０:００から事務所講堂に於い

運命的な出会いと富岡鉄斎(とみおかてっさい)

て、感謝の集い(第２回廣池千九郎伝記勉強会)を

との交流がありました。

柴田修講師((財)モラロジー研究所社会教育講師)

明治２７年前半には、住吉神社(大阪)で『５か

をお迎えして参加者２３名で行ないました。

条の誓い』①国のため、天子のためには生命を失

廣池博士が郷里(中津)を出て京都時代を過ご

うも厭(いと)わず②親孝行③嘘を言わず、正直を

された理由は、歴史の資料や史跡が多く歴史家に

旨(むね)とす④人を愛す⑤住吉神社のご恩を忘

適していると考えてのこと。まず『史学普及雑誌』

れず参拝、祈りを捧げた。また８月には、井上頼

を発行(明治２５年９月２１日)するが、社会的情

囶(いのうえよりくに)との出会いもあった。
『平

勢(日清戦争勃発)のため売れ行きが悪くなり生

安通志』の編纂(へんさん)で大金を手にすると両

活も大変苦しい状況だったようです。しかし春子

親を京都見物に招き、親孝行を忘れることがなか

夫人の協力と金銭的な犠牲を払うという困窮(こ

ったようです。

んきゅう)生活でありながらも勉学と雑誌の編集

今回もたくさんの資料に基づき、わかりやすく

に全力を投入。また、歴史研究の成果として『皇

お話していただき、参加者も熱

室野史』を発行(明治２６年５月)。歴史家から法

心に聴いていました。

律家を志すようになった夏には、穂積陳重(ほづ

広報委員

みのぶしげ))博士の論文『法律五大族の説』との
-２-
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生涯学習セミナー

＜講師との打ち合わせ＞

本年度の第１１回生涯学習セミナーは９月２

吉田代表に「センターに来たらまず、訪問するの

０日〜２１日で開催の予定をしております。実行

は御神檀だよ」と教えられ全員で参拝しました。

委員会の委員長、副委員長が決まり、何度かの委

御神檀はセンター横の静かな森の中にひっそり

員会を開き、準備を進めているところです。

とたたずんだ、神聖な場所にありました。その後、

そのような中、講師には、群馬県前橋市の三浦

三浦講師と面談、７７歳とは思えないお元気な先

松次郎様と三重県四日市市の服部浩二様にお願

生でした。服部講師は６１歳、奥様とお越しにな

いする事になりました。７月１６日に三浦講師が

っておりました。少々打ち合わせの話をさせてい

中日本生涯学習センターに来られる事がわかり、

ただいただけでしたが、人を飽きさせない話しぶ

ご挨拶と打ち合わせにお伺いする事に致しまし

りで引き付けられ、きっと御所のセミナーでも良

た。偶然ですが、服部講師も当日、中日本センタ

いお話が聞けるのではないかと感じました。

ーに来られるということで、我々としては大変都

また、吉田代表は瑞浪高校の卒業生で先生方と

合良く打ち合わせができる事となりました。

のお話でも色々な先輩方々のお話が次々出てき

朝、６時３０分に御所事務所を吉田代表、上田

て、先生方と我が御所事務所の距離も一気に狭ま

実行委員長、副実行委員長３名の５名で出発、９

り有意義な打ち合わせとなりました。
山下幸則

時５０分中日本生涯学習センター到着しました。

運営委員会報告

平成 19 年 7 月 22 日（日）午後 8：00〜9：00

◆出席者

2)「女性の集い」について（山原女性クラブ長）

吉田実、倉本佳洋、藤本元祥、米田德七郎、南

7 月 13 日に「女性の集い」を開催しました。

貞好、山下幸則、山田幸雄、上田均、山原百合

参加者は 82 名、20％の人が初参加でした。講

子、村田良彦、森戸清重、細川輝美、田村佳世、

義は普段の生活体験に基づいた分かりやすい

上田雅代（以上 14 人）

ものでした。垂れ幕の新調や役割分担について

◆代表世話人挨拶

意見が出ました。皆さんの協力ありがとうござ

セミナー開催の説明会に大阪講堂へ行ってき

いました。

ました。多くの事務所が事後開発に力をいれ、

3)第 1 回世話人委員会

世話人制度を活用されていることを発表され

7 月 18 日、出席者 7 名で世話人委員会を開催

ていました。私たちも世話人制度を積極的に推

しました。
（別紙）

進していきたいと思っています。

◆審議事項

◆報告事項

1)「敬老キャンペーン」ニューモラル配布につい

1)「敬老の日」記念品贈呈について

て（社会貢献委員会）

（吉田代表世話人）

・
「ライフ御所店前」にて配布できるよう交渉

廣池幹堂理事長より次の維持員の方へ「敬老

中。9 月 17 日（敬老の日）又は翌週を予定。

の日」記念品が贈呈されます。9 月 4 日の感

・アルミ缶売却金の使い方について皆さんの

謝の日にお渡しします。満 77 歳の喜寿の御

意見をいただきたい。

祝に杉本耕二さん、弓場昭治さんの 2 名に長

2)事務所退会のルールについて

寿杖、満 70 歳の古希の御祝に亀谷馨さん、

「退会届」用紙を総務委員会で作成し備え付け

川崎徹さん、栗本美佐子さん、田村公男さん、
冨士秀子さん、坂東和佐子さん、細川家成さ

ておく。
3)第 11 回生涯学習セミナーについて

ん、南英一さん、村田良彦さんの 9 名に遺墨。

（セミナー実行委員長）
・7 月 12 日三浦、服部両講師に挨拶に伺う。

-３-

やすらぎ

・7 月 22 日セミナー打合せ会出席しました。

4)その他

・8 月 4 日（土）は伊勢神宮へ祈願参拝し、そ

・ビジネスクラブに当事務所より 26 名加入あ

の夜午後 8 時より事務所開きを行う。講話は

り。新潟地震に義援金拠出を考えています。

柴田修参与に依頼済み。その後簡単な懇親会

・広報委員長より「モラロジーネット」閲覧の

（茶話会程度）を行う。

仕方について講習申し出があったが、活用者

・リーフレット案及び役割表案作成中、意見あ

見込み少なく、広報委員長や代表世話人で閲

れば言ってください。

覧し、必要部分は紹介やプリントして掲示板
へ貼付する。

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３１４回 平成 19 年 8 月 10 日(金)〜8 月 15 日(水)
第３１５回 平成 19 年 9 月 4 日(火)〜9 月 9 日(日)
原典研究講座 ５泊６日
第１０８回 平成 19 年 8 月 10 日(金)〜8 月 15 日(水)
第１０９回 平成 19 年 8 月 10 日(金)〜8 月 15 日(水)
第１１０回 平成 19 年 9 月 18 日(火)〜9 月 23 日(日)
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１２３回 平成 19 年 8 月 23 日(木)〜8 月 26 日(日) ３泊４日
第１２４回 平成 19 年 9 月 14 日(金)〜9 月 17 日(月) 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。

行事予定
第１１回生涯学習セミナー 事 務 所 開 き
平成１９年８月４日(土) ２０:００から 事務所講堂
会員の皆さんのご参加をお待ちしております。

-４-

