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伊勢神宮お礼参拝

10 月 4 日伊勢神宮へ第 12 回生涯学習セミナ
ー終了のお礼参拝に山下実行委員長、冨士副実
行委員長、川崎徹総管理指揮、米田徳七郎会計
担当、私の 5 名で行ってまいりました。
8 時に事務所を私の運転で出発し、10 時に外
宮に到着。御垣内参拝、神楽殿での御神楽奉納
と内宮でも同様に伊勢神宮参拝のフルコースで、

森を守っていると思うと、大自然の偉大さとス
ケールの大きさに感動させられました。また、
20 年に一度の式年遷宮を繰り返し、文化と伝統
とそれに携わる人々の命とともに代々受け継が
れてきた証である本殿の御垣内参拝をさせてい
ただくと、伊勢神宮の大自然のパワーで身も心
も清められたように思います。
帰りの名阪国道で覆面パトカーを時速 70km
で追い抜き、列の先頭に入ると、その横を時速
100km 以上のスピードで追い越した車が捕まる
のを見て、これも伊勢の神様のおかげがあった
のかと思い、以後安全運転で無事帰らせていた
だきました。
岡川 福弘

お参りしてだきました。秋の好天にも恵まれ、
参拝される方々も多数おられ、外国人の方々も
たくさん参拝されていました。
内宮の千年以上の樹齢を重ねた巨木に囲まれ
た参道の中に、まだ、数年の若木が大切に守ら
れ、大地に根を下ろしていました。この木もま
た千年後にはみごとな巨木になり伊勢の神宮の

我が家の家庭座談会
９月２７日（土）８時から９時３０分まで、五
條事務所の樋口一氏、兵藤征紀氏に来ていただき、
有意義な話を主人と私が聞かせて頂きました。
「お仕事の景気はどうですか？」
「お陰で好調
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です」とのやり取りにびっくり。
景気の悪い次期は逆転の発想で信用を得た経
験や、じっくりと将来を考えることが出来る、社
員のやる気を興させる発想など、なるほどと感
銘・感動を受けました。
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「モラロジーの教え、三方良しの経営をして
ます」との言葉に自信が伺えました。
また、努力を続けるコツは、毎朝の神仏に対
する祈誓の方法のプリントを唱和し、神仏に自
己目標を誓い、自己を向上させる生涯勉強を続
けること。生涯現役で生きる為に絶対欠かせな
い、朝晩の祈りの大切さを教えていただきまし
た。
お話を聞かせていただいたことに感謝し、我
家も実行に意欲が沸いてきました。
杉村 洋

歩こう会秋の遠足
天理・龍王山より長谷寺へ
龍王山から長谷寺へ遠足？に１０月１２日
（日）５名で出かけました。
長岳寺を８：３０に出発し龍王山を目指す。
頂上は大和平野が眼下に広がり稲の穂が金色に
輝きすばらしい眺めです。少し早いが昼食にす
ることに。
ゆっくり休んだ後、オオスズメバチを横目に笠
へと降りる。途中、山の恵みに出会った。紫色
のアケビがポッカリ口を開けてたくさんぶら下
がっている。さっそく４人が木をたぐり寄せて
採っている中で、１人だけ「方向がおかしい・・・」
と頭を抱えている。が、４人は柴栗を拾う人、
ミョウガを見つけ草むらへ入って採る人と自然
の贈り物にわいのわいのしている。やがて民家

たようで逆戻り。それでも又むかごを見つけ採
るのに夢中！なかなか前に進めない。
やがて笠そば処へ到着！！休日のため店は混
雑していたが、タイミングが良かったのか食券
を買って待つこと１５分程でソバを食べること
が出来た。お腹も満腹になり（これも昼食？）
いよいよ長谷寺へ。と、あまり歩く人がいない
のか、所々道が途切れていたり、道がガサに埋
もれていたりで悪戦苦闘。歩く、歩く、歩く。
やがてお寺の屋根が見え、長谷寺に到着。
今回は食べて、採って、はしゃいで、笑って、
歩いて、とめまぐるしい位に楽しい遠足でした。
上田雅代

で道を尋ねると、やっぱり反対方向に歩いてい
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第２回親学勉強会
社会人としても、父親としても、みんなから『敬』される人になることが目標
9 月7 日私は奈良県モラロジー協議会青年クラ
と気づく事が出来ました。
ブ第 2 回親学勉強会に参加しました。場所は広陵
この敬の実践が子供への良い手本となり、父親
町グリーンパレス、参加者は１０５名でした。
の背中（後ろ姿）で、教えられる道徳教育なのだ
今回の渡辺晋三講師の講義を聞いていた時、私
と確信することができました。
はハッ!!と気づくことがありました。それは講義
また家庭において、母親が父親を尊敬すること
の中で講師が、父親・母親の役割について話され
により、自然と子供にも、敬の重要性が伝わり、
た時のことです。
うやまう心が育ってくるのだ、と言う事も教えて
父親の役割は心に敬（けい）を持つことで、母
頂きました。
親は、愛を子供に伝える役目がある。敬とは、み
現在社会では、子供が敬と言う心を知らないた
んなから尊敬される生き方をする人であり、
「人
めに、人や自然に対し『畏敬の念』を持つことな
を敬う」
「神を敬う」そして「自然を畏れ敬う」
く、自分中心にしか物事をとらえられなくなり、
不登校、暴力、自殺、殺人などの根本の原因にな
っているのだと理解する事が出来ました。
今回の親学勉強会で、親としての心構えや人と
しての生き方など、大変貴重なヒントを頂くこと
が出来ました。目指すところは果てしなく遠くで
はありますが、少しずつ実践できるようにがんば
りたいと思っています。
スタッフの皆さん、第 1・2 回連続シリーズで
行われたのも、大変よかったと思います。お疲れ
様でした。こう言う機会を与えて下さった方々に
感謝しております。ありがとうございました。
青年クラブ
細川 成樹

という貴い謙虚な心で生きることである。父親の
真の役割は、敬の実践を積み重ねることで自身の
人格の向上を目指し、次の世代を担う子供達に真
理（道徳）を伝えると言う大きな役割があるのだ

家庭教育シンポジウムに参加して
奈良県協議会女性クラブ長福本さんの御骨折
ーツ姿で演壇中央に立ち、
「生きる力、家族のき
りのお陰で、10 月 18 日午前 11 時川崎さんの運
ずな」のテーマに基づき話が始まりました。
転で 4 名が御所を出発し、メルパルク大阪で開
ひとつ屋根の下で健康な人が15 人集まっての
催された家庭教育シンポジウムに参加する事が
家族生活だけでも大変なもの。それが三人の老
出来ました。
人（西川きよしさんの両親、ヘレンさんの母親）
開始の時刻より 1 時間も早く到着しましたが、
の御世話、介護の毎日をあたかも再現フイルム
見る見る間に人で埋め尽くされた熱気あふれる
を見るような巧みな話術で、聴衆全員を引き込
会場で、我々は 1F 中央の席をやっと確保できま
んでいきました。でもその話し振りは家族への
した。
愛情いっぱいで、時にはユーモアも覗かせ会場
開演 1 時 30 分、西川ヘレンさんがピンクのス
を沸かせました。本当に参加させて貰ってよか
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った。
2 部のトークセッションは田下昌明氏（小児科
医）
、野口芳宏氏（教育者）がそれぞれの立場よ
り家族の事、学校の先生との関わり、他国との

比較等を話されましたが、ヘレンさんの印象が
強く 2 部は頭に残りませんでした。
帰りも又川崎さんの安全運転で無事夕刻 6 時
頃の帰宅となりました。
山原百合子
女性クラブ 10 月定例会
10 月 7 日、予定通りＰＭ8：00 より実施しま
という意見もありました。
した。今月の議題は、セミナーを無事終え女性
来年はそろそろ女性クラブで本部受講をして
部の役割を充分果たす事が出来たかを皆で反省
はと提案いたしましたが、決定迄に至らず次回
致しました。また、次への注意点等話し合い、
に持ち越しと成りました。
セミナーや集いが終了した事で終わりにせず、
次に、例年１１月に実施しております料理教
これを踏み台として進まなければならない事を
室は、イキイキライフセンター内調理実習室を
遅巻き乍ら知りました。
お借りし、食推の赤塚先生と連絡を取り、１１
そこで我々女性クラブはニューモラル小冊子
月２５日（火）に実施することに。クリスマス
の学校配布に同行させてもらう事を提案し、時
やお正月等、大人数集まりました時に楽しんで
には先生方とも交流を持てたら。また、年に２
回開催の女性の集いの他にスタッフだけの少人
数で、身近なお方を招いての勉強会を開いたら

いただける料理をつくることにしました。どん
な料理がテーブルを飾ってくれます事やら今か
ら楽しみです。参加者への呼び掛けよろしくお
願いします。
その他れいろう創刊５０年記念事業家庭教育
シンポジューム、大和ふたかみ事務所が実施さ
れますセミナー（11/1、11/2）に参加、万葉あす
か主催のニューモラル講演会（11/30）にも出席
させてもらう予定です。60 代老体の脳細胞少し
でも蘇る様頑張って行って参ります。
山原百合子

「事務所清掃の日」れぽーと
毎月第 3 日曜は事務所清掃の日になっていま
食堂の片付けも大事なこと。今回はセミナー
す。10 月 19 日（日）9：00 参加は 8 人といつに
で使用したお茶などの、ペットボトルが山に。
なく大勢。
丁寧にラベルをはがし、キャップを取り除き、
机、椅子を動かし、床掃除。掃除機を丁寧に
分別してビニール袋はいっぱいになる。倉庫の
かける。机の上の拭き掃除、窓拭き、ホワイト
中の片付けも。
ボードや窓拭き。トイレ掃除なども丁寧に。駐
目標は「我が家よりも美しく、整頓して」で
車場の草引きもあるが、今はそんなに草も延び
ある。
ていない。物置の中のアルミ缶は少し溜まって
今日は参加人数も多く、40 分で終了し、後は、
いました。
皆で楽しい「お茶」になりました。
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し、散歩。我ら 7 人の来訪に大喜びで、
「嬉しく
て今夜は眠れない」との吉村さんの言葉でした。
皆さん、できるだけ話しに行ってあげて下さい。
米田德七郎

終了後、老健施設「秋津荘」にいる、吉村孝
一さんを全員で見舞いました。休日で、館内は
ひっそりしていて、吉村さんは個室で、くつろ
いでいました。車椅子を押して戸外にも連れ出

天気がよく、吉村孝一さんを戸外に連れ出しました（秋津荘で）
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均とマサヨの独逸見聞録 その６
今日は良い天気なので散歩に行こうと、バスでお気
に入りの場所へ連れて行ってもらった。
そこはエルベ川の堤防で歩道の両側はタンポポの
ジュウタンが続いている（黄色の世界）
。川の向岸は
小高い丘の斜面に白いおしゃれな別荘が並び（絵画の
様）
、反対側は下の道を隔て三角屋根の可愛い家が並
ぶ、その後ろにはリンゴ畑、淡いピンクの花が咲く（絵
本の世界）
。
自然にスキップしたくなる。行き交う人は笑顔で

「ハロー！！」
（山歩きと同じだ）どこまで続いてい
るのだろう。１時間ほど歩いて「む？？」
「道を間違
えたかな？？」
「ま、いっか」ステキな散歩コースが
増えたね。
堤防を降りバスに乗り昼食の為移動、庭にリンゴの
木や花の咲きみだれる店で川魚料理を頂く。ドイツ人
の食事の量には負ける、私達は半分ずつ。ジロジロ見
られた！！日本人はセコイ？？？

◆運営委員会報告
10 月度運営委員会は定例の 22 日事務所で開催され、12 人が出席しました。吉田代表世話人は、
「10 月 18 日(土)「れ
いろう」創刊５０年記念 家庭教育シンポジウムＩＮ大阪が、メルパルク大阪で開催され、御所事務所から 4 名参加し
ました」と挨拶しました。
≪報告事項≫
≪審議事項≫
1. 事務所会費（後期分）は総務委員会で領収書を作成
1. 平成 21 年度も９月に生涯学習セミナーを開催予定
し、
10 月29 日(水)地区連絡係に渡し、
11 月29 日(土)
として、文部科学省の後援の申請のため本部へ申し
までに各地区連絡係が徴収します。
（10 月 1 日現在
込みしました。
会員 101 名）
2. 新年研修会(平成 21 年度)について（研修委員長）
2. 青年クラブ全国大会は 9 月 20 日(土)〜21 日(日)北
１月１０日(土)または１月９日(金)として外部の会
海道で開催され、全国から 600 名余、奈良県から
場を探す。または会場を事務所講堂でする。第１部
15 名、御所事務所から１名の参加で、皆さんと交
講話細川参与(３０分)、第２部懇親会の予定。
流ができました。来年は四国で開催予定です。
3. セミナー事後開発について（セミナー実行委員長）
3. 第１回道徳教育研修会(中日本センター)が 10 月 11
(ア) 11 月 22 日(土)13：30 から事務所講堂で開催
日(土)〜12 日(日)に開催され、御所事務所から３名
(イ) 講師は、一角昌博氏
参加しました。
(ウ) 役割は、セミナーと同じで行なう
4. 女性クラブは 11 月 25 日(火)料理教室を、御所市い
(エ) 地区委員会で申込書の配布をし、
セミナーに来
きいきライフセンター、講師に赤塚友子氏(元御所
ていただいた初心者の方を対象にお誘い
市食生活改善推進員連絡協議会会長)を招いて開催
(オ) 受付係で参加者名簿を作成
します。
(カ) 駐車場を佐藤物産で借りる
5. 青年クラブは 11 月 16 日(日)清掃奉仕をします。ま
4. 平成２１年２月１９日(木)〜２２日(日)中日本生涯
た、12 月中旬ユニセフ募金の予定です。
学習センターの基礎講座を集団受講する。
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