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発行責任者／吉田 実

新年の抱負
みなさん、明けましておめでとうございます。

おります。

さて、私、代表世話人として 1 期３年を終え

そして新しい仲間づくりとして、新加入維持員を

ようとしております。振り返って見ますと、この

増やしていくのも我が事務所の課題であります。

3 年間、御所モラロジー事務所として何一つ仕事

それには徹底してお世話活動も必要と思ってお

を出来なかった事、深く反省しております。です

ります。他、ニューモラル誌も少しずつでも増や

から、もし皆様があと 1 期３年をお許し願うな

していこうではありませんか。これは私たち事務

らば、何か一つでも仕事が出来たら皆様が平和、

所の目標であり、｢ノルマ｣ではないことを理解し

幸せになっていただける様に一生懸命努力した

ていただき、個人開発の原点に立ち戻り、お互い

いと思っております。そして平成２０年度モラロ

が伝統尊重の精神を間違えずに受け継いでモラ

ジー教育活動方針が出ております。

ロジー創立１００年に向かって進んで行きたい

〔私たちの目標〕

と思っております。
代表世話人 吉田 実

道徳日本の建設に向けて
・家庭、地域の教育力再生をめざします

今年で、維持員加入に許可を頂き四十四年目に

・学校における道徳教育を支援します

なる。その間一人でも、真に救済された方をお誘

・道経一体思想の普及を推進します

い出来ただろうか？ 疑問である。むしろ今日ま

それに伴い、去年からの目標であります①新加入

で皆様にお世話になり又、ご迷惑をかけている。

維持員増に取り組もう!!②次の世代の育成!!③め

神、諸伝統に対し謝罪あるのみ。

ざせニューモラル１００万部!!これらの目標を達

論文に「自己の救済されし程度もしくは範囲内

成するためには、我が事務所も世話人制度の定着

においてのみ他人を救済し得」論文⑧P257 と

と充実を図っていきたいと思います。世話人制度

ある。

は、事務所全体でお世話活動に取り組む｢仕組み｣

今年から、初心に立ち返り個人開発と社会の道

であり、事務所のメンバーの力量アップと血の通

徳化に重きを置き、自己の品性向上に努めたい。

ったネットワークづくりをめざすものでありま

参与 細川家成

す。ですから我が事務所も最重要課題として｢次
代を担う青年育成｣に努力したいと思っておりま
す。我が事務所の子弟、麗澤会員等今までにモラ
ロジーに少しでも縁のある青年をリストアップ
して青年育成にあたっていただきたいと思って
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目覚しく激動する社会、それはわが国のみなら

事務官。さぞかし、どこやらの人の如く絶大な権

ず世界的に大きく変動し、
特に近年、
政治、
経済、

力を有し、接待が待ち構えているかと思いきや、

教育、治安、福祉、環境問題等と諸問題が山積し

先日も事務所入り口の鍵が開閉困難につき、自宅

ている。

に持ち帰り、せっせと油を差し手入れをする有り

私達の身近な地域、社会、家庭はどうだろうか。

様。

やはりその影響は大きいと言わざるを得ない。然

モラロジーの総務は縁の下のそのまた下。皆さ

しながら、良くも悪くも、私達自由主義社会に生

んが人心開発救済を行うため、人知れず動くこと

きる一人ひとりの責任問題であるといえるので

が寛容と肝に銘じたり。
総務委員長

はないでしょうか。
幸いにしてモラロジーを学ぶ私達は、どのよう

米田德七郎

会計委員をさせていただいて昨年はなんとか

な時代が来ようとも天地の行動に基づく人間の

無事、勤めさせていただきました事、会計委員会

生き方を学び自ら切磋琢磨し祖述していくなか

一同、有難く感謝いたしております。

で、諸伝統に対して感謝報恩の生活を続けて行く

皆様のお心のこもった、貴重な研究費や事務所

事が極めて重要と考えます。

協力費などを毎月集計させていただき、書きとめ

私は本年も伝統報恩を心掛け人々の幸せを願

る一行一行に頂きました方々への感謝を込めな

うと共に役職や立場を生かし謝恩奉仕を続けて

がら記帳させていただいております。

参ります。

また、出費に対しましても間違いの無いよう有

副代表世話人 倉本佳洋

意義にご使用いただきますように、正確に出納さ
この３年間は、吉田代表世話人の補佐役の一人

せていただいております。

として｢何が出来るのか｣、｢足を引っ張っている

本年は会計処理の仕方に変更があるようにも

のではないか｣と思い悩む｢反省｣の日々でした。

聞いておりますが、引き続き迅速、正確、公正を

６０歳の還暦を迎えます今年からは、言われた

モットーとして委員会一同協力してまいりたい

から義務でやるのではなく、自ら進んで行動した

と存じますので、御協力よろしくお願いいたしま

いと｢誓い｣を立てさせて頂きました。具体的なこ

す。
会計委員長 山下幸則

とは、これから考えます。
本年もよろしくお願いいたします。

昨年度、社会貢献委員長に任命して頂き、早一

副代表世話人 藤本元祥

年が過ぎようとしています。
与えられた役割をまっとう出来たか？と毎年

一年を振り返り、社会貢献委員として何をさせて

年末になればそう思い自身に問うてみた時、忙し

いただいたか？結局９月の敬老キャンペーンで

い、忙しいで行事に参加することが少なく、代表

のニューモラル配布だけに終わりました。

世話人や会員皆様のサポートをするどころか多

何か社会に貢献できることは無いか、
「事務所

大な負担をお掛けし、また借財が増えた一年とな

近辺の空き缶拾い」
「カーブミラーの清掃」
「葛城

ってしまいました。

山ハイキング及び清掃奉仕」等々、単発的に実行

今年はこの借財を少しでも返済するべく、本部

するのではなく、継続して奉仕活動をやってみた

受講に行きたいと思います。

いと考えています。皆様の良きアドバイスをお待

副代表世話人 冨士俊隆

ちしています。
本年こそ、新しい活動を企画出来るよう、頑張

平成 20 年、2008 年の幕開けです。
「総務」という言葉を広辞苑で引いてみると、
「全体の事務をつかさどること。また、その職あ

ります。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。
社会貢献委員長 上田 均

るいは人」とあり、私は御所モラロジー事務所の
-２-
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日割表の担当をさせて頂き 1 日、1 ケ月、1

本年は、我が国の年号が昭和から平成に変わっ

年、月日の立つのが早く感じられます。

て２０年目の節目の年にあたります。この節目の

当番者の人材不足。今年こそは？昨年同様事務

年に昨年より引き継ぎ、御所モラロジー事務所女

所で当番者が勉強できる機会を持ちたいと思っ

性クラブのリーダーとしての責務を承りました

ております。

事、今さら乍ら責任を感じ新玉の年を迎え、６０

今年もご指導宜しくお願いします。

代の老体に鞭打ち女性活動の雑々を一歩ずつ焦

研修委員長 山田幸雄

らず、駒を進めて行きたい所在でございます。
昨年は、本部の大きい行事の１つでありました

昨年古稀を迎え、年月の早さに只々驚いていま

『２００７女性クラブ全国大会』に我が女性クラ

す。

ブも１１名の参加を頂き、その式典に臨み、講演

５０、６０は花なら香れ

を賜り実のある体験をさせていただきました事

７０、８０は働き盛り

に感謝申し上げ、有意義なる思い出の１ページを

９０に成って迎えにきたら、１００まで待てと

飾れました事を本当に嬉しく思います。ところで、

追い返せ

昨年を象徴する文字が何と〝偽〟だそうです。建

１００になったら、こちらから電話するまで迎

設業界から始まり、食品業界に至るまで偽り嘘の

えに来るな

オンパレードです。こんな悲しい嘆かわしい事は

と言われる話があります。

ありません。日本の国のモラルの欠如を物語って

私もこれを機に初心に返り、尚一層伝統に感謝

おり情けない一言に尽きると思います。

し、人心開発救済に精進努力させていただきたい

そこで我々モラロジアンは、今ここで何をなす

と思っています。

べきか？女性は、母親は、祖母は、可愛い子、大

今年もどうか宜しくご指導いただきます様お

切な孫をしっかりまっすぐに教育、躾していく事

願い申し上げます。

こそが女性クラブの使命だと思います。家庭での

地区委員長 川﨑 徹

地域社会での希薄になりつつある昨今!!常日頃、
誓いの言葉を合唱していますが、ただ流し読みに

昨年４月から広報委員長兼やすらぎ編集委員

終わらずその目標に向かって手短かな所から取

を選任されました。

り組んで行きたいと思います。

事務所が統合して９年目の７月、原稿を書いて
いただいた皆様のおかげと協力で、一度も途切れ

最後になりましたが、昨年に頂きました御厚悟

ることなく続き第１００号の〝やすらぎ〟を発

に熱く御礼申し上げ、本年の意気込みに対し、会

行することができました。

員皆々様のご協力を宜しくお願い申し上げ終わ
りにさせて頂きます。ありがとうございました。

また、インターネットでは、モラロジーネット

女性クラブ長 山原百合子

(個人維持員専用ホームページ)の事務所だより
に掲載、御所モラロジー事務所のホームページも

昨年は、いろいろと青年活動にご協力頂きまし

リニューアルされ、たくさんの方からのアクセス

てありがとうございました。本年は、二月にモラ

があります。

ロジー研究所で全国青年大会 in 関東が開催され

これからも事務所行事、サークル活動、報告事

ます。今回も事務所のメンバーと参加したいと思

項等多くの投稿と新しい企画で充実した紙面づ

っております。事務所の皆様には、何かとご協力

くりをしていきたいと思います。｢無理なお願い

をお願いする事もあると思いますが、本年もどう

をして原稿を依頼するより行事が終わればすぐ

ぞ宜しくお願い致します。

原稿を書く｣気持ちで…

また、昨年より青年クラブの参加者も増えて参

今年もよろしくお願いします。

りました。本年は、青年クラブ活動の３本柱「よ

広報委員長 南 貞好

き学び・よき活動・よき仲間づくり」を念頭に置
-３-
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き、モラロジーの学習や社会奉仕活動の実現に向

にがんばって行きたいと思っております。

けて取り組んで行きたいと思っております。なか

今年もよろしくお願い致します。
青年クラブ長 細川成樹

なか難しい年代ではありますが、地道にお誘いを
続け、一人でも多くの方に参加してもらえるよう

人権学習会
挨拶と自己紹介の後、おもむろにフォークギター
を抱かれ「戦争とメッセージソング」の中では♪
♪戦争を知らない子どもたち♪♪を演奏され、私
達も一緒に歌いました。その後は「部落問題とメ
ッセージソング」
「朝鮮半島とメッセージソング」
と話は進み♪♪長崎の鐘♪♪手紙（由紀さおりさ
んの歌ではありません）♪♪竹田の子守歌♪♪イ
ムジン河♪♪ふるさと♪♪。殆どが皆さんの知っ
ている歌で、参加者全員大きな声で歌いました。
歌の間に人権のお話があり、作詞された人たちが
どのような気持ちでこの歌を作られたのかを考

１２月４日（火）事務所に於いて、御所市人権

えながらの合唱になりました。

教育推進協議会 浦一志事務局長をお迎えし、人
権問題研修会が行われました。参加者は２１名。

ただ講義を聴くだけの勉強会が多い中、歌を歌

各テーブルには、トーク＆ライブ『メッセージ

いながら物事を考えるって面白いと感じました。
上田 均

ソングと人権』というプログラムが配られており、
中には歌詞カードが印刷されています。浦局長の

女性クラブ 料理教室
１２月７日(金)、御所市食生活改善推進員連絡

参加者は１８名でグループに別れ、皆で一生懸命

協議会会長赤塚友子氏の指導で、いきいきライフ

取り組んできれいに盛り付け、皆でご馳走を楽し

センター内料理教室でクリスマスやお正月にも

く試食しました。

よい、手近かな材料で次の料理を実習しました。
○押し寿司（牛乳パックを使って）

今日の料理教室に誘ってもらって有難うと言
って戴きました。

○鶏のつくね

これからも家族のためにバランスの良い食生

○大根のカレーきんぴら

活で、健康で幸せな生活を送りたいと思いました。
仲原朝子

○きんとんカナッペ

食生活指針

平成１２年:文部省･厚生省･農林水産省 決定

■食事を楽しみましょう
■1 日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを
■主食、主菜、副菜を基本的に食事のバランスを
■ごはんなどの穀類をしっかりと
■野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて
■食塩や脂肪は控えめに
■適正体重を知り、日々の生活に見合った食事量を
■食文化や地域の産物を活かし、ときには新しい料理も
■調理や保存を上手にして無駄や廃棄を少なく
■自分の食生活を見直してみましょう
-４-
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歩こう会サークル

四国八十八ヶ所霊場めぐり ―シリーズ４―

〔第２３番札所 薬王寺〕
歩こう会では四国八十八ヶ所の巡礼を徒歩で

賽銭をお願いします」と言って小銭の入った袋を

達成しようと、平成１７年から取り組んでいます。

私達に渡された。

１１月３日（土）夜明け前に事務所集合。ワン
ボックスカーに６人乗り込み徳島県最後の札所
「薬王寺」に向けて出発。約４時間かけて前回お
参りした「２２番札所平等寺」に車を置き、お遍
路衣装に身支度を整え歩き始める。
ここから薬王寺まで国道５５号線に沿って歩
くか、旧遍路道を歩くかで相当距離が変わる。結
局、旧遍路道と国道の双方を使いながら南下する
ことにする。
ウミガメの産卵で有名な、日和佐海岸を左手に
見ながら、右手奥には待ちに待った「薬王寺」
。
仁王門をくぐり少し進むと、石段に１円玉が何枚
も置かれている。女厄坂３３段の石段、続いて男
厄坂４２段。厄年の男女は厄落としの祈願をこめ
て上るのがならわしだそうな。早速私達もお参り
をする。お預かりした大事なお賽銭も上げさせて
頂く。帰りには石段に置かれたお賽銭を、小さい
サライで回収される光景を目にしました。
お昼近くになり、食堂を探すものの、ＪＲ由岐

お寺から日和佐駅は近い。ＪＲに乗り車の待つ

駅近くで開催されている町民体育祭に町民の殆

新野駅、平等寺まで移動。車に乗り込み徳島県を

どが参加しているため、どのお店も休業状態。た

後にしました。

またま出会った奥さんに開いているお店が無い

本日の歩行距離約３０㎞、歩行時間約７時間、

か聞くと、知り合いのお店を開けて頂いた。
「よ

私には少しきつい行程でしたが、お参りの時、
「や

ろずや」状態のお店で賞味期限？？のパンを各自

っとここまで無事来ることが出来ました、有り難

買い求め、海岸の堤防で頂く。その後は海岸沿い

うございました」と心から御礼が言えました。皆

を歩くことになり、足は痛いが見晴らしがいい。

様有り難うございました。

途中、門口にご夫婦が立たれ「薬王寺さんにお

上

〔空（くう）と海（かい）を悟る 24 番から 28 番礼所〕
5 度目となる遍路歩きは、24 番最御崎寺（ほ

どこまでも紺碧の空、青い海で、奈良の住民に

つみさきじ）から、28 番大日寺までを歩こうと

は全くの異国に来たよう。有名な室戸岬灯台の更

いうもの。

に上にたたずむ最御崎寺まで、海岸から 40 分余

11 月 24 日、あたりは暗いが、空には満月が

りの急登である。一汗かいて虚空蔵菩薩を拝み、

煌々と照る 4：30 御所出発。参加者 7 人。1 台

大師堂にお参りする。その後、また海岸線まで降

の車で 6 時間かけて高知県室戸岬にたどり着い

りて、前回の食堂がなくて苦労した事に懲りて、

た。これから太平洋に面した海岸歩きと、急峻な

ともかく昼食。カレーとどんぶり、そばとおにぎ

山登りで 2 日かけて 5 ヶ寺をお参りする。

りなど健啖。
-５-
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空気を吸いながら、どんどん高度を稼ぐ。大型バ
スは上がれないが、小型車、タクシーがどんどん
登ってくる。急坂が続く土佐の関所寺神峯寺（こ
うのみねじ）は有難きかなである。
本日の昼食はホテルのお接待（サービス）によ
るおにぎり。それに現地で勝手に頂いた渋柿をデ
ザートに・・・
大日寺にお参りして、帰りは南国インタから高
速に乗り、吉野川サービスエリアで松村さんの逢
引を済ませて、徳島市でいつものとんかつ屋さん
ハイビスカスの咲く海岸線を黙々と歩く、歩く。
海上安全のお寺、25 番の津照寺（しんしょうじ）

「山かつ」へ。2,380 円也の「鹿児島産黒ブタ
ロースかつ定食」を頂く。

から、更に歩くこと 5 キロ、急坂を上がると金

また、今回もリーズナブルな費用でした。1 泊

剛頂寺（こんごうちょうじ）に到着。ここのご本

2 日のお遍路の旅がいっさいがっさい合わせて、

尊は私たちおなじみの薬師如来。
「おんころころ、

たったの 18,000 円。有難くて涙がちょちょ切

せんだりまとうぎ、そわか」とお参りして、本日

れます。

の日程は終了。後は車で宿舎、二十三士（にじゅ
うさんし）温泉へ直行。
今回のお遍路は良いことずくめ。天気よし、宿
泊よし、食事よし、温泉よしである。まだある、
適度な歩きよし、安全運転よし、結構な接待よし、
コースとスケジュールよしである。
翌 25 日、2 日目の朝も快晴である。清々しい

今回の道中に、御厨人窟（みくろど）と言う洞
窟があります。青年時代の弘法大師が修行し悟り
を開いたところ。真っ暗な洞窟の中から見えるの
は空と海だけ。空海の名の由来。私たちはとんか
つを「食う」と食べ過ぎの後「悔」
。
渋滞気味の高速道路を大阪へそして御所へ帰
ってきました。めでたしめでたし。
とく

事務所年末大掃除
１２月１６日(日)９:００から恒例の事務所年

上げました。

末大掃除を行ないました。

終了後、女性クラブが作っていただいた、ぜん

参加人数は少人数でしたが、各自備品の片づけ

ざいを美味しくいただきました。ごちそうさま。

備品を持ち出した時は、必ず元の場所へ戻すこ
と。使用した時より美しくを心がけましょう。

と不要物の処分、窓拭き、エアコン、床、トイレ
の掃除、駐車場の草曳き等に２時間余り美しく仕
-６-

やすらぎ

運営委員会報告

平成 19 年 12 月 22 日(土) 20:00〜22:00

【報告事項】

1 月 12 日(土)奈良県社会教育センター宿泊

1.近畿ブロック「新年のつどい」について（代表

施設「かつらぎ」に於いて、新年研究会を開

世話人）

催いたします。

1 月 4 日(金)大阪講堂において「新年のつど

6.その他
・12 月 7 日(金)料理教室を開催いたしました。

い」が行われます。参加希望者は代表世話人

参加者は 18 名（内初めての方 7 名）
。
（女

まで申し込んでください。
2.地方責任者研修会について（倉本副代表世話

性クラブ）
・女性クラブ「新年の集い」を 1 月 25 日(金)

人）
12 月 2 日(日)大阪講堂にて開催されました。

開催いたします。場所は、なんば花月にて

事務所から 5 名参加いたしました。事務所行

行います。
（女性クラブ）

事日程を 2 月 25 日までに提出。

【審議事項】

3.ユニセフ募金について（青年クラブ）

1.代表世話人推選書について

12 月 16 日(日)AM11:00〜12:00 の間、橿原

次期代表世話人として引き続き、吉田実現代

神宮前駅中央口付近で行いました。参加者は

表世話人を推薦し、11 月 28 日に協議会長宛

10 名、募金総額は 18,811 円でした。ありが

に報告いたしました。
2.その他

とうございました。
4.12 月 4 日(火) 講師に御所市教育委員会人権教

・平成 19 年度第 2 回生涯学習講演会を平成

育課 浦一志先生をお招きして、人権学習会

20 年 2 月 9 日(土)に開催する予定。
（上

を開催いたしました。
（冨士俊隆）

田実行委員長）

5.「新年研究会」開催について（研修委員会）

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１１４回 平成 20 年 1 月 8 日(火)〜1 月 13 日(日)Ｂ
第１１５回 平成 20 年 1 月 8 日(火)〜1 月 13 日(日)Ｓ
第１１６回 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) 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
●新年研究会
１月１２日(土) １８:００〜２１:００
奈良県社会教育センター 宿泊施設かつらぎ 葛城市寺口 1096-1 ℡ 0745-69-6911
多数の方、ご参加ください。

-７-

