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感謝の集い
を聞き、昼過ぎには本部を後にしました。
冨士 俊隆

本部奉斎式に参列
今年度伝統の日「感謝のつどい」が開催され
る前日の 5 月 31 日午後 2 時より本部・霊堂にお

中日本センター

いて、平成 19 年度に亡くなられた 71 名のモラ
ロジアンの奉斎式が雨模様の中、厳粛に執り行
われました。
私は亡き父豊弘の遺品を納めていただくため、
母と妹の 3 人で参列させていただきました。
今年度ご一緒に納めさせていただく方の中に
は本部の大澤俊夫先生や永安幸正先生など大先
輩もおられ、研究所としても大きな痛手だった
ことと思います。式典は厳かに行われ、今年度
亡くなられた方のお名前をお一人お一人読み上
げられ、それぞれが遺骨や遺品を霊堂の中に納
めさせていただきました。
はじめて霊堂の中に入らせていただきました
が、奈良では岡本先生や下井先生のお名前があ
り亡き父もこのような立派な方々とご一緒でき
ることを心より喜んでいることと思います。こ
れからは本部へ行くことが楽しみになり、出来
るだけ受講するよう心がけたいと思います。
そして、その晩は偲ぶ会があり細川参与ご夫
婦とお目にかかり、御所から離れた地で会うな
んてなんとなくうれしいような懐かしいような

6 月 8 日（日）午前 6 時 45 分、中日本センタ
ー目指して御所事務所を出発しました。
今回の参加者は川崎 徹さん、村田良彦さん、

藤本元祥の少数精鋭の３名。川崎さんの運転で
亀山サービスエリアでトイレ休憩を挟み車はひ
たすら走り続けました。雨が心配でしたが、瑞
浪に近づくにつれ天気も良くなり、センターに
着く頃にはすっかり晴れ上がりました。
10 時 10 分センターに着きました。到着後、

気持ちになりながら一日を終えました。
翌日は前日とは一転して晴れやかな天気とな
り、台湾・韓国・ブラジルそして日本各地から
モラロジアンが集い、物産展や模擬店などが軒
を連ね賑わいを見せていました。理事長の講話

麗澤館に行き記帳し、ご挨拶させて頂き、メイ
ン会場の体育館に向かいました。今年の「感謝
の集い」は、国歌斉唱、参列者代表の「感謝と
誓い」を述べ、参列者全員で黙祷を捧げ、
「この
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なくなったが、8 日の瑞浪会場に参加することに
なった。今日の柴田先生の勉強会を楽しみにし

一年の歩み」のビデオ上映、廣池幹堂理事長の
挨拶、そして「ひびけ世界の荒磯に」を合唱し
ました。廣池理事長は、挨拶の中で、
「今日、人
間生活の基盤である家庭と国家が揺らいでいま
す。私達モラロジアンの使命は、次世代に伝統
尊重の心を伝え、家庭と国家を盤石なものにす
ることです。
」と説明して頂きました。参加者全
員、心新たなる思いにモラロジー教育の大切さ
を感じました。
昼食後、芸術展を見学に行きました。俳画サー
クルの方 4 名（杉村宣義氏、森戸美代子さん、

ている」と挨拶し、勉強会が始まりました。

安川美代子さん、神橋君子さん）の作品が出展

前回に引き続き、博士の「大正 4 年の自己反

されていました。また、物産展ではマット 3 枚

省」について学びました。廣池博士の天理教真

買う等してショッピングを楽しみました。
午後 2 時 30 分、中日本センターを出発し帰

柱追悼講演会が大きな問題になり、政治的な圧

りも川崎さんの運転で、6 時頃無事事務所に到

力も加わったことから、反省し自分から身を引

着。すぐに市長選の投票に駆けつけました。

く、という「自己反省」についての解説です。

川崎さん、村田さんお世話になり有り難うご

天理教のおかれている立場、時代背景、神から

ざいました。

与えられた試練、天理教教祖の真の教えなどに

6 月 4 日は学祖廣池博士の命日ですが、実は私

ついて詳しく丁寧に話されました。

の誕生日でもあります。しかも還暦の６０歳

天理教を退団されてからも天理教の講演を続

を迎えて時間の流れを重く感じる伝統祭でし

けられ、労働問題に関心を示され解決に腐心さ

た。

れたという。また、大正 7 年、モラルサイエン
スという言葉が出てくるが、このころから道徳

藤本 元祥

科学の論文の執筆が始まった。
柴田氏は、
「博士の行かれた各地の温泉にも行

熱のこもった月例伝記勉強会

ったことが多いが、そのころは博士について深

6 月の廣池博士伝記勉強会が 4 日事務所で開

く勉強しようということもなかったので、惜し

催されました。これは昨年の７月より、柴田修

いことをしたと思っている。皆さんも博士につ

講師を招いて実施されているもので、8 回目にな

いて関心を深め、事跡なども訪れて見ると良い」

ります。

と話されました。この勉強会のために、再度調

毎月 4 日は感謝の集いを開催していますが、

べなおし、学習され、分かり易く皆に伝えよう

ちょうどこの日は廣池博士の命日。午後 8 時に

とされている柴田氏の熱意がよく感じられた。

は 15 名の会員が参集していました。
吉田代表世話人は、皆と誓いを唱和した後、
「6
月 1 日の本部で開催される伝統祭には参加でき

次回は「栃尾又の大患」について勉強したい
と、9 時半勉強会は終了しました。
広報 米田德七郎
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の集いが事務所に於いて近畿ブロック長前田道

女性クラブ委員会

弘講師の講演会が開かれます。行事の役割やス

おおいに盛り上がり幾度となく脱線

ケジュール、お弁当、景品などを脱線をしなが

６月７日夜８時から毎月恒例の女性クラブ

らもお手のもので時間内に決める事が出来まし

委員会が 9 名出席のもとで開かれました。

た。脱線も皆さんの情報を聞く楽しみがあり、

お茶菓子は御土産を持参していただいたり、ま

お喋りや、笑いあり女性クラブ委員会は大いに
盛り上がりました。
次回は６月２２日景品持ち寄りでということ
で散会。
杉村

歩こう会

槙尾山ハイキング
ＡＭ６時３０分前事務所着、いつも早くから
待っていてくれ
たまためずらしいお菓子を持ってきてくださっ

るＭ村さんがい

たり皆さんの心遣いに感謝します。御土産話を

ない。今日は会長

聞かせていただくのも楽しみのひとつです。

のＳ村さんが不

案件は６月２６日郡山事務所で開かれる奈良

参加とのことで

県モラロジー協議会女性クラブ主催の杉本蓉子

Ｍ村さんに電話

講師の講演会に、事務所から７名が参加する為

してみる。
「今日

の時間等の打ち合わせ、７月 11 日（金）に女性

は忙しくて参加
できません」との

均とマサヨの独逸見聞録

こと。Ｋ田さんとＵ島さんが来られる、Ｙ井さ

その２

フランクフルトで乗り換えの時も、目的地
ハンブルグ空港到着の時も、シートベルト使

んが「行けないので見送りに」と来てくれた。

用のランプが消えないうちから通路に立ち
上がって棚の荷物を下ろし始める。
「日本人といっしょや〜」
。
マルクト（市場）での買い物や、スーパー
デパートでのレジ待ちは案外落ち着いてい
る。前でモタモタしていると日本やったら
「はよしてや〜」と怖い顔されるところが意
外！！ニコニコ笑顔で待ってくれる。
ドイツ人。気が長いのか？？短いのか？？
次回につづく

さんのセルシオで優雅に出発。

健脚２名と、ちょっと心配なＵ田２人。Ｋ田
河内長野辺りを走っていると『ガソリン１７
０円！！』
『ハイオク１８０円！！』の看板が・・・。
今日は６月１日、ガソリン値上げの日？。Ｍ村
さんが忙しいのがやっと分かった。
お寺の下に車を止め、歩いて西国４番札所施
福寺にお参りをする。
2 年前、Ｋ田さんはここから４７㎞先の二上山
までのダイヤモンドトレールを歩き通しました。
人間業ではありません。
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施福寺から槙尾山山頂目指して歩き始めるが、
あまり多くの人が歩いていないのか足の踏み跡
が少ない。２０分程で山頂を踏む。
下山途中看板があり、
「ここから上は危ない」
と書かれてある。人が少ない訳が分かったが、
別に危ないところは無かった。途中で早い昼食
を食べ、グリーンランドという家族連れが遊ぶ、
芝生の広場に出た。
「一緒にお風呂に行こう」と、
ここまでＹ井さんが迎えに来てくれた。ともに
車まで帰る。
帰途、橋本市に廻り「きらくゆ」で、今日の
疲れを取り、無事事務所に帰りました。
今回は、登山と云う程のことは無かったです
が、Ｕ田２人は次の日、足が痛かったです。運
動不足です。反省。
うえだ

・ 当日のスケジュール案でお楽しみ抽選会に
例年の通り｢花のプレゼント｣を予定してい
ます。
（当選者…30 名程度）
・ 一角、山田両講師は宿舎を会員宅でお世話
になりたいと希望されています。宿泊家を
募っていますので、申し出てください。
・ 6 月 18 日代表世話人と実行委員長で御所市
教育委員会へ後援の申請に行ってきました。
・ 8 月 4 日(月)セミナー事務所開きです。詳細
は後日、案内します。
2. 世話人委員会について（倉本世話人制度委員
長）
・ 5 月 29 日 16 名の参加で実質スタートしま
した。ビデオを見て、いろいろな意見が出
て有意義な委員会になりました。
・ ６月 29 日(日)は、山田悦雄講師をお招きし
て講義を行います。体験発表を 2 名予定し
ています。多数ご参加ください。
3. アルミ缶回収､売却について（上田社会貢献
委員長）
平成18年度から現在までの売却代金45,410
円をセミナーまでに市へ寄付することを承
認。
4. 女性の集いについて（山原女性クラブ長）
7月11日(金)に事務所において開催しますの
で、7 月 4 日(金)感謝の集い終了後、会場設
営にご協力ください。
編集後記

今回やすらぎ編集委員長から﹁キンちゃん︑どんなんでもいいか

ら﹃やすらぎ﹄つくってみてよ﹂ですって︒

以前から﹁この様な事が出来れば﹂とは思っていましたが︑パソ

コンの基本操作も分からない私には重荷でした︒

米田さん︑杉村さん︑南さん・・・に聞きながらの一ヶ月間︒や

っと出来たのが︑今回の作品です︒

原稿は︑みなさんから戴いたものを︑コピーして貼り付けるので
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すが︑レアウト時に色々思うようにいかず︑変にいじってみたりす

きん

1. ｢第 12 回生涯学習セミナー｣について（山下
実行委員長）
6 月12日(木)に第2 回実行委員会を行いまし
た。

るもので︑益々変になってくる等々︒

6 月 22 日事務所にて 6 月度の運営委員会が
13 名出席して開催されました。吉田代表世話
人は「事務所活動に尽くしていただいた芳村利
定参与がお亡くなりになりました。今後は一層
の維持員開発にがんばっていきたい。また、29
日は、山田悦雄講師をお招きして世話人委員会
が開催されます。奮って参加してください」と
挨拶しました。

文字のずれ等で読みにくいとは思いますが︑長い目で見守ってや

ってください︒

◆6 月運営委員会報告

