やすらぎ

発 行／御所モラロジー事務所

平成２０年２月１日 ≪第１０７号≫

〒639-2241 奈良県御所市茅原１１８-１
TEL/FAX 0745-６４-３０３０
E-mail gose-mc@m5.kcn.ne.jp

発行責任者／吉田

実

新年研究会
１月１２日（土）午後６時から奈良県社会教育
センター宿泊施設『かつらぎ』にて、御所モラロ
ジー事務所新年研究会が開催されました。参加者
２４名。
最初に吉田代表世話人から、
「今年は会員同士
仲良く助け合いながら楽しい一年にしていきた
い」と話され、また「ネズミ年でもあり、鼠算式
に会員数やニューモラルの購読部数が増えれば
いいんですが・・・」と冗談交じりの本音をも話
されました。
続いて細川参与が次のように話されました。よ
り、
平成２０年度モラロジー教育活動方針が３項目
出ています。
①家庭、地域の教育力再生をめざします
②学校における道徳教育を支援します
③道経一体思想の普及を推進します
この目標に向けて努力します。また、
①一生懸命だと知恵が出る
②中途半端だと愚痴が出る
③いい加減だといいわけが出る
と印刷された用紙を提示しながら、
「年の初め
に自分自身に自己反省を！」とお話をされました。
その後岡川参与さんの音頭で乾杯しで懇親会
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ユニセフ募金

の始まりです。新年研究会には毎年ご出席の奥野
信亮代議士より、最近の国会でのお話を楽しく興
味深く聞かせて頂きました。
鍋を囲んでの宴席ですが、お酒やビールを持っ
てあっちこっちに出張する人ので、鍋の無いとこ
ろで神妙な顔で話をする人、同業者同士での話し
合う人い、ここでは政治の話をする人といろいろ
です等々。
お腹が膨れたところで、カラオケタイムに。飲
んで、騒いで、歌を歌って、十分楽しんでお開き
に。
本年もどうぞよろしくお願いします。
研修委員

―三方善の実践―

今年も年末恒例の第 29 回ユニセフ募金を近
鉄橿原神宮前駅で青年クラブメンバーだけで行
いました。例年は、事務所から次代リーダーの冨
士さんに協力して頂いていましたがたのですが、
今年は、伊勢神宮へ参拝されせるため所用があり、
参加して頂けませんでした。今回初めて、青年ク
ラブメンバーだけだったので、多少の不安もあり
ましたが毎年トラブルもなく無事に終わってい
たので、何も起こらないと信じて事務所に集合し
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準備をしてから橿原神宮前駅に向かいました。
12 月 16 日（日）AM11：00 今年は、桜
井 NMC から 3 名、佐藤薬品 NMC から 1 名の
参加協力があり合計 10 名で募金活動をするこ
とになりました。
橿原神宮西出口に行くとってみると、小さい子
供たちが「ユニセフ募金にご協力下さい」と大声
で叫んでいました。私はすぐ、
「どこかの団体と
重なってしまった」と思いました。その団体は、
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少林寺拳法白橿スポーツ少年団の子供たちでし
た。私は、少年団の責任者に会い、相談させて頂
きました。
初めは、
「もう私たちがやっていますから」とい

う態度でしたが、よくよく聞いてみると毎年 12
月の第 4 週目に実施しているのをに、今年は都
合が悪くなり一週間繰り上げたそうで、す。
「実
施 3 日前に神宮駅に報告に来ただけで、警察の
許可も取っていない」と話されました。
「私達は、11 月末にから警察の許可をも取り、
1 週間前にも神宮駅に報告に来て事前の準備も
しています」と話すと相手の方も困ったという雰
囲気でした。
その時、昨晩御所事務所で行われた青年対象の
佐藤薬品 NMC 原典研修会での講義の中で、博士
の「大正四年の困厄」を勉強した事を思い出しま
した。
博士は、正義だけでは衝突を招いてしまう。黙し
て、自己に反省された姿を思い出し、私は相手の
方に、
「どうされたいですか？」と聞いてみまし
た。すると、
「子供たちも喜んで 3 つの出口に分
かれています。お客さんの多い東出口と西出口だ
けは、させてあげたい」と言われました。
私の本心は、人通りの多い東出口か西出口のどち

歩こう会サークル

らか一方をあけて頂きたかったのですが、
「わか
りました。私たちは中央出口でさせていただきま
す」と言う事で、青年クラブのメンバーも快諾し
て快く引き受けてくれて、中央出口で募金活動を
させて頂きました。
いざ、募金を始めてみると、やはりお客さんも
少なくなかなか募金をしてもらえませんでした。
それでも、みんな一生懸命声を出していました。
声を出しながら周りを見渡すと吸殻やゴミの多
いことに気づきました。
そこで、急きょ清掃奉仕もしようと言うことに
なり、3～4 名でナイロン袋にゴミを入れてみる
とゴミの多いこと。募金は少なかったが、その分
ゴミをためることが出来ました。
「一生懸命やっていると、知恵がでるものだ」と
悟らせて頂きました。
短い時間の出来事ですが、いろいろと考えさせ
られ、実行することが出来ました。参加協力して
頂いた青年クラブのメンバーに感謝しています。
その後、昼食を食べて無事解散させていただきま
した。
●報告●
事前に御所事務所の皆さんに協力して頂いた
募金
小計 １０，３２４円
当日募金して頂いた金額＋冨士さんとクラブ
メンバーの募金
小計 ８，４８７円
ユニセフ募金に送金させて頂いた募金合計
合計 １８，８１１円
協力して頂いた皆様、ありがとうございました。
来年も宜しくお願い致します。
青年クラブ

奈良大仏お陰参り 40 キロを歩く

12 月 15 日（土）伊勢のお陰参りの向こうを
張って、奈良県民は大仏さんへお参りしなくっち
ゃ。歩こう会のメイン（迷）イベント、奈良大仏
さんまで 40 キロを歩きましたく。
12 月 15 日（土）6：00、事務所に集合した

のは精鋭？たったの 5 人、見送り 1 人。皆元気
だが、少し寂しく、多少不安で出発する。本当に
奈良まで歩けるのだろうか？
あたりは真っ暗だが、どうやら空は雲ひとつ無
い晴天。気温は 5 度前後と低いが、絶好の歩行
-２-
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日和。本日の最高気温は 9 度までしか上がらな
いそう。
驚いたことに、松
村さんは置手紙を
残して、1 時間前に
出発し、すでに 5
㌔先を歩いている。

ャーハンを頂く。50 分ゆったり過ごす。
このころ、松村さんは「うなぎ」を食べ、我々
を待つつもりで 1 時間 40 分その食堂にいたと
言うことだが・・・・それが事実だとすると、平
均速度は私達より速かったことになる。
山元本さん、里菜奈ちゃんは稽古事あり、隊を
離れ筒井駅から電車に乗る。里奈ちゃんは戦列を
離れるのを大いに渋るが、後ほど電車で追いかけ
て大仏参りをすることで納得。
12：00 横田を出発。シャープを過ぎ、奈良
北ノ庄を過ぎ、大安寺、大森町をへて。旧 24 号

7：00 近鉄坊城駅到着。上田夫妻の友人山元
本さん、孝一君（小 6）
、里菜奈ちゃん（小 3）
と合流。このころにはすっかり明るくなっていた。
8：05（9.7ｋ）近鉄八木駅。本田先生合流、
9 人になりにぎやか。先発の松村さんは、田原本
鏡作り神社近くの喫茶店でモーニングを食して
いると、携帯で連絡あり。
9：10 田原本チェックポイント（太子道と交
差）通過。飛鳥川沿いから東に離れ、国道 24 号
の 1 本西側の旧道を探して歩くことになる。こ
れを国道横田の交差点まで。
10：30（22.7ｋ）近鉄二階堂駅でトイレ休
憩。
11：10 横田交差点に到着。昼食を取ること
にする。中華料理屋さんで、ラーメン、餃子、チ

線を歩くので交通量は多いが、殆ど歩道が完備し
ているので不安は少ない。時々通行する自転車の
ほうが要注意。
13：50ＪＲ奈良駅到着。この時、松村さんは
既に南大門に到着していた。
とうとうやってきました奈良の町。三条通を歩
く、春日大社のおん祀り、が開催され、賑やか。
興福寺の五重塔付近を歩く。この時既に足が痛み、
関節がきしみ、腰がおかしい。
14：30 南大門到着。結局、松村さんには追
いつけず、南大門で待って貰っていて合流。恐る
べき最年長、侮るべからず○○歳。
大仏殿前は人で溢れている。拝観料を払って、
「びるしゃなぶつ」にお参り。線香とローソクを
あげ、般若心経を 1 巻声を揃えてあげる。孝一
君は柱くぐりも難なく。
鹿せんべいを買って、鹿と戯れ、近鉄奈良駅前
で喫茶店に入り、大休止とする。お互いに、奈良
まで 40 キロ、歩きとおせた感激にふける。どな
たかの「冗談」が真実になった。ひょうたんから
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コマである。
16：33 近鉄奈良駅から帰る。上田夫妻、孝
一君は、山元本さん里菜奈ちゃんを待って、再度
奈良公園へ。橿原神宮まで吉井さんに迎えに来て

貰う。
次回は「お伊勢さん 100 ㌔」に挑戦とか。歩
く凡人に幸あれ。
とく

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３２１回 平成 20 年 2 月 19 日(火)〜2 月 24 日(日)
第３２２回 平成 20 年 3 月 11 日(火)〜3 月 16 日(日)
原典研究講座 ５泊６日
第１１７回 平成 20 年 2 月 19 日(火)〜2 月 24 日(日)Ｄ
第１１８回 平成 20 年 3 月 11 日(火)〜3 月 16 日(日)Ａ
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１３２回 平成 20 年 2 月 8 日(金)〜2 月 11 日(月) ３泊４日
第１３３回 平成 20 年 2 月 20 日(水)〜2 月 24 日(日) ４泊５日
第１３４回 平成 20 年 3 月 12 日(水)〜3 月 16 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
●モラロジー生涯学習講演会
２月９日(土) １８:００～２１:００ 事務所講堂
多数お誘いの上、ご参加ください。
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