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『家族の愛』
女性の集い開催される
７月１１日（金）事務所に於いて参加者６７
名で、モラロジー近畿ブロック長の前田道弘社会
教育講師をお迎えして、テーマ『家族の愛』女性
の集いを開催しまし
た。
講師夫妻の人生の
合言葉（キーワード）
「親孝行に徹する夫
婦に」
（れいろう２０
０７年５月）を参考
に、体験談を交えて
の講演を皆さん熱心
に聞き入りました。
昼間喧嘩をした日
などは、奥さんの寝
顔になら素直な気持
ちで語りかけられ、ストレートに詫びることが出
来たこと。相手に求めるより自らが反省して気持
ちを切り替えた体験や、夫婦仲良く暮らすには、
わずかの食い違いなどは大らかに許し、嗜好や趣
味の違いは人生の幅と思い干渉し合わず、思いや
りの心を尊重していますと。良い心づかいで生活
する大切さに深い感銘を覚えました。夫婦の心づ
かいのあり方が、妻と夫の幸福を左右し、家庭の
空気を決めていきます。その空気を吸って子供た
ちは育っていくのですから、子供達の心や人格を
育てるには、家族の愛情や心づかいが不可欠です
と話されました。
まとめでは、1 親孝行に徹する。2 世の中の為
に益する。そうだね、そうだろうね、むりもない
よ、大変だね、しっかりやろうよ、ご苦労様のよ
うに許す心、ねぎらいの言葉、相手に満足を与え
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る言葉づかいで和やかな家族、家庭が築かれる。
今回学んだことを家庭に取り入れて実行するこ
と、また広く人としての生き方として日々努力を
重ねていく大切さを痛感しました。
引き続き防災の話では、市役所総務課野尻修氏
から防災の心得や注意事項を教えていただきま
した。五条市から
和歌山にかけて
中央構造線断層
帯が走っていて、
地震が発生した
場合、御所市は震
度 7。まず寝てい
る場所で物が落
ちてこないか安
全確認を。頭を守
る。避難場所や家
族との連絡の確
認も。まずは自分の身の安全を守ることが大切で
あると教えていただきました。
コーヒータイムの後散会となり、皆さん桃をお
土産に家路に就きました。
御世話になった皆さん有難う御座いました。
杉村 洋

や す ら ぎ

第１回

親学勉強会

先月 6 月 29 日（日）
、奈良県モラロジー協議
会青年クラブが運営する『第１回 親学勉強会』
が開催されました。御所事務所からは 1９名の方
に参加して頂きました。
今回開催の目的の一つに、各事務所青年クラブ
の活性化と活動メンバーへの勧誘があるため、開
催場所もモラロジーを知らない方にも安心して
もらえるようにと、香芝市立香芝北中学校の多目
的ホールをお借りしました。地元のふたかみ事務
所が、生涯学習セミナーで使用させて頂いている
事もあり、全面的な協力のもと、大人 130 名、
子供 18 名の多くの方に参加して頂く事が出来ま
した。
今回は我々青年世代（40 歳未満）が身近に感
じられるテーマを選び、
『親学』
・・・
「親になる
ための学習」
「親が親として育ち、力をつける学
習」としました。講師には『親学のすすめ』
（モ
ラロジー研究所）に執筆されておられる渡辺晋三
講師に来て頂きました。
10 時より開会、奈良県モラロジー協議会山田
悦雄会長が開会の挨拶をし、
『親学』の重要性や
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我々青年クラブに大い
に期待していると温か
いエールを送って頂き
ました。続いて、渡辺
晋三講師の講義にはい
り、第 1 講「現代の日
本の状況と道徳教育」
では、現代人の人生の
目的がお金重視になっ
てしまい、本当の幸せ
を見失いがちになっている。子供の教育に熱心な
親は多いが、道徳教育（生き方）については、何
一つ教えていない親が多い、と指摘されました。
第 2 講「これからの日本の歴史教育と家庭教
育のあり方」では、私達の世代が、なぜ、道徳教
育ができないのか？それは、道徳教育を受けてい
ないから出来ないのである。戦後教育の弊害であ
り、今後の家庭教育の大きな課題である。道徳教
育（生き方）の一つに『神話』があることを教え
て頂きました。まず、子供の教育の前に親自身が
『神話』を学び実践する姿（慈悲寛大自己反省）
が、真の教育になるのだと気づきました。
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昼食後、第 3 講「これからの日本の歴史教育
と家庭教育のあり方」があり、この時間は、子供
の発達課題と具体的な子育てについて講義して
いただきました。子供の問題行動には、必ず親に
何らかの原因がある。子供を救えるのは、親自身
しかいない。また、具体的な例として、
「花壇に
花のない学校は、荒れている」
「子供は、愛を求
めている」など身近な事柄の中から問題解決の糸
口があるのだと気づきました。分かり易い話題だ
ったので、親として何をなすべきかのヒントを得
た方も多かったのではないでしょうか？
『親学勉強会』は 2 回シリーズで、次回は 9

月 7 日(日)に開催を予定しています。会場も開始
時間も変更する予定で準備を進めています。詳細
が決まれば、またご案内させて頂きます。是非、
若い方にもご紹介していただきますよう、宜しく
お願い致します。
※次回の予告、第１講「家族の発達課題と夫婦の
役割」
、第２講「夫婦の生き方、道徳観と子育て」
です。
青年クラブ
細川成樹

た後、食卓がつなぐ「家族の絆」をテーマにニュ

女性部ミニサークル

ーモラル誌中心に話し合いました。

梅雨の晴れ間の 6 月 24 日、女性部ミニサーク

マスコミで報道される家族間のトラブル、何が

ル当番で久しぶりに山下美智代家を訪問させて

その様にさせるのでしょうか。家族、友人そして

いただきました。

近隣の人とのコミュニケーションのとり方の上

参加者 5 名で、ニューモラル 466 号を輪読し

手下手が感情のもつれを引き起こすのでしょう
か。
家族が共に食事をし、我が家の食事の思い出、
我が家の食文化について話していく事が大切で
すネ。健康についての話し合い、これも食事につ
ながりますネと和気藹々のサークルでした。
私達も子供、孫の健康を考え、少しでも家族一
緒に食事をとり、話し合いの場をもてる様頑張り
ましょうと誓い合って終了致しました。山下様、
お世話になりました。
冨士秀子

一角講師との打ち合わせ
平成 20 年 7 月 6 日、9 月のセミナーの講師を
お願いしている一角昌博講師が大阪講堂におい
でになるとの事で、挨拶と打ち合わせに御所事務
所から吉田代表、藤本、上田、岡川の副実行委員
長と実行委員長の私、山下の 5 名で面会させて
いただきました。
一角講師は兵庫県加古川市にお住まいです。外
見はすごく優しそうな７１歳。以前加古川モラロ
ジー事務所の代表世話人を勤められていました。
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ご縁のあった方々との手紙出納帳をきっちりと

所事務所のセミナーに対してのご指示、ご要望な

整理されておられ、毎年 5 月の本部講座は 30〜

ど承り、お別れ致しましたが、最初に感じた優し

40 人のご縁の方々と一緒に受講されておられる

い講師から厳格な講師という印象に変わりまし

とか・・・

た。

「本部受講を勧めるのは、地方での活動だけだ

それだけ敬虔なモラロジアンの先生ですから、

と、どうしても我流のモラロジーになってしまい

深みのある有意義なお話をしていただけるもの

ます。本物のモラロジーではなく、道楽モラロジ

と楽しみにしております。

ーになってしまうからです」とおっしゃる一角講
師、強固なモラロジー哲学をお持ちの様です。御
セミナー実行委員長 山下幸則

セミナー開催打合せ会に出席
9 月 18 日（木）
、19 日（金）に開催する第 12
回生涯学習セミナーの前に、7 月 13 日（日）大
阪講堂において生涯学習セミナー開催打合せ会
があり、吉田代表、山下実行委員長、山原、岡川、
冨士、私の 6 人が行ってきました。
近畿ブロック前田部長から、開会挨拶と開催の
手引きの中から次のように解説頂きました。
「廣池博士は全国各地で相次いで講習会を開
催されました。受講者数も回を重ねるにつれて増
え、昭和 7 年は年間 5 千名でしたが、僅か 4 年

午後からは大阪都島、生駒、大和宇陀の各代表

後の昭和 11 年には約 5 万名になりました。平成

世話人さんの事例発表を聞き、最後に岸和田事務

18 年のセミナー受講者数は 6 万 7 千余名ですか

所楠本惣一参与さんより、
「開催に際しての心構

ら、廣池博士たったひとりで聴講者が 5 万名と

え」の講義がありました。
30 事務所 180 名の参加者で、1 事務所 22 名の

いう数字は驚異的といえます。今回のセミナーで
は初めての参加者を 30 パーセントはお誘いして

参加というところもありました。
9 月のセミナーまで 2 ヶ月、自らの心遣いの勉

下さい」
酒井副部長からは、講師との報告・連絡・相談

強をさせていただく場です。事業的にならないよ

を綿密に行いながら準備を進めること、報告書の

う努力させていただきます。

記入漏れや間違いが有るので、本部に送る前に近

上田 均

畿ブロックにＦＡＸを送り確認することを指摘
されました。
女性の集い開催祈願と講演会参加

参拝しました。

6 月 26 日（木）午前、私達 3 名が御所事務所

奈良県モラロジー協議会「女性クラブ講演会」

女性クラブ「女性の集い」開催祈願に橿原神宮へ

の集合時間に余裕があったので、池の周辺を散歩
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義な 1 日を過させて頂きました。

することにしまし
た。１本の大きな山

上田雅代

桃の木が目にとま
り、今が食べ頃と鈴
生りに実がなって
いる枝をゆすって、
日傘を逆さにして受ける。自然の恵み？に顔がほ
ころびます。ごちそうさま。
12 時 30 分に 7 名が合流して 10 名で郡山講堂
へ。杉本蓉子講師より「家族のきずな、家庭力の
再生」のテーマでお話を聞かせて頂きました。
親の愛情は膝の上で育つ

話は最後までじ

っくり聴く姿勢 の二つの言葉が心に残り、有意
パソコンサークルを訪ねて

皆さん和気あいあいと楽しそうにパソコンを

7 月１８日（金）はパソコンサークル。８時か

練習しているのを見て思わず私もパソコンをい

ら始まってましたが、少し遅れて久しぶりにのぞ

じりたくなり触らせてもらい、一緒に楽しんで来

かせてもらいました。４名の方は、エクセルを練

ました。南先生は１０年続いてるかな・・・・と

習する Y さん、葉書を製作するＢさん、パンフ

何人もの卒業生を送り出し活躍してるであろ

レット作成を練習するＮさん、初めてのＫさん、

う・・先生の自信が伺えました。私も南さんに教

南先生は初めての方の指導を・・・・

えていただいた一人です。感謝しています。

私はビスタの最新の機種で練習していたＢさ

洋

んに眼が。

ひと言…
「理解できているかなぁ？」現在、男性２名、
女性３名でパソコンサークルを続けている。
仕事や趣味でパソコンをしていて、
「こんなの
を作りたいから教えて欲しい」
「家でしていると

生徒のＹさんが最新の機種と教えてくれまし

ここがわからない」等、いろんな要求に教える方
は四苦八苦。サークルの参加者同士でお互い協力
しあって理解している時もあります。
これからも楽しく和気藹々で続けていきます。
パソコンサークルリーダー 南 貞好

◆7 月運営委員会報告
た。まずツールバーの配置が内容が・・・今まで

7 月22 日
（火）
定例の運営委員会が事務所で開催され、
15 名が出席した。代表世話人は開会にあたり「今日は、
暦の上で『大暑』です。連日暑い日が続きますが、セミ
ナーに向かって身体を壊さないようにかんばっていきま
しょう」と挨拶した。

のと違って、私だったら、使いこなせるようにな
るには時間がかかるだろうと思いました。
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≪報告事項≫
1. ｢第 12 回生涯学習セミナー｣について（山下実行委
員長）
① 外に向けたセミナーで初受講者を 30％以上お
誘いする。
② リーフレット、役割、当日スケジュール、講師
スケジュールを全員で確認。
③ ｢心がつくる人生｣(テキスト、１冊 280 円)につ
いては、紹介者の確認で、初受講者は無料。紛
失者は有料とする。
④ 事務所会計より 200,0000 円仮払いを承認。
⑤ 伊勢神宮セミナー祈願参拝を８月２日（土）に
行きます。現在４名参加予定。その後、山田講
師宅（愛知県海部郡）を訪問予定。
⑥ 御所市長、御所市教育長、御所警察庁舎所長と
市内各小中高校の校長へ今月号のニューモラ
ル誌を添えて、招待状を持って行く。
⑦ 8 月 4 日(月)20:00 から事務所開きを開催しま
す。当日スケジュールは、代表世話人あいさつ、
実行委員長決意発表、講話（巽基悦氏、大和葛
城事務所代表世話人)、懇親会の予定です。案
内状は、会員宅へ今週中に発送します。
⑧ 講師の宿舎が未定のため、実行委員長と代表世
話人がお願いに訪問します。
2. 受講推進担当冨士俊隆さんより、センター、本部講
座の受講案内あり、集団受講を来年２月頃予定して
います。
≪審議事項≫
1. ｢敬老キャンペーン｣を9月15日(月)敬老の日にライ
フ御所店で行う。
2. 大阪講堂日直については、8 月 20 日(水)吉田実代表
世話人があたり、植木の剪定作業の予定。
≪その他≫
1. 青年クラブ（米田青年クラブ長）
8月24日(日)17:00〜20:00事務所駐車場でバーベキュ
ーをします。参加対象は、クラブ会員とその家族で参
加費は 1,000 円。
2. トイレリフォームの要望が出ており、佐藤薬品の改
造許可は取ってあるが、まず村田良彦さんに設計を
依頼して、見積もりを取り、運営委員会で相談する。

均とマサヨの独逸見聞録 その３
ホームステイ先の近所を散歩する。日本での
お寺のように教会が多くある。物珍しいのでファ
インダーを覗く。
視界の端にポリツァイ（警官）が自転車にまた
がってこちらを見ているのが分かった。
「＃・＆♪※∞」私に向かって何かを云って
る。
横を見ると車が止まっている。私は迂闊にも
横断歩道前で写真を撮っていた。すぐ運転手に
会釈し、渡りたくない歩道を足早に渡る。ポリツ
ァイはもういなかった。
ドイツでは、信号機の無い横断歩道は人優
先です。車が止まってから渡りましょう。

編集後記
今年の我が家の百日紅は
７月８日に咲き始めた︒そ
の名のとおり︑百日咲くの
かと思えばそうでなく︑２
ヶ月︑六十日以上は咲いて
いる︒小さな花が次から次
へと咲いて行くので︑ずー
と咲 いているよ うに見え
る︒暑い盛夏に私たちを慰
めてくれる︒これから９月
初めまで︑どれだけ暑い日
が続くのか▼やすらぎ編集
も皆に助けてもらえる︒あ
りがたい︒だれでも編集が
出来るように︑簡単なもの
にしたい︒間違いや︑不都
合が多々あるだろうが︑お
許しを▼歩こう会の参加者
が減少している︒体調が勝
れない︑忙しくなった︑親
の面倒を見るなどで常連が
どん どん参加で きなくな
る︒そう︑元気なときに︑
行けるときに積極的に・・・
▼行けるときにと言えば︑
先日乗鞍岳に登ってきた︒
３年前に本部の皆さんとメ
モリアルケルンを尋ねて登
山したのをもう一度︑と︒
今回は山上のホテルに宿泊
し︑満天の星空とお花畑を
満喫した︒
とく
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