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平成 21 年度事務所総会開催される
当事務所の事業年度は毎年 4 月 1 日に始まり、
翌年 3 月 31 日に終わります。事業報告や決算、
次年度の計画などが審議される会員総会を、当事
務所は定められた通り、資料を作成し定期的にき
っちりと開催されてきました。
今年も、4 月 12 日（日）19 時より事務所講堂

案通り承認さ
れました。
第２部は大
阪住吉モラロ
ジー事務所の
梶進参与さん

に於いて総会が開催され、31 名が出席（会員総
数 99 名、委任状 49 通）しました。
杉村洋さんの司会で開会され、吉田実代表世話
人の挨拶（別記）があり議長に山田幸雄さんが選
出されました。２０年度の事業経過報告、決算報
告。２１年度の活動方針、事業計画、予算案の発
表があり、一部その他の項で 21 年度の活動方針
や日ごろの活動について質問がありましたが、原

にご講話をい
ただき、
「自然は人間に『あげるだけ』で、
『貰う
だけ』の人間にならないように」と報恩の大切さ
を教えていただき、その後代議士の奥野信亮さん
から「最近の国会報告」と「京奈和道の状況」の
お話を聞かせていただきました。
懇親会では柏餅とお菓子をいただき楽しく歓
談させていただき、9 時 30 分予定通り終了しま
した。
上田 均
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は一段とハイテンションに・・・・。
午後 4 時前川村館長さんや奥さん、
職員の方の
出迎えを受け畑毛記念館に到着。綺麗に整備され
た古風な建物が目に飛び込んできました。富岳荘
です。
まず、お天気ならば富士山を眺望できる休憩所
で、館長奥様から温泉水とお茶・お茶菓子の接待
を受けました。温泉水は無臭で実に美味しくチョ
コレートと合う。広池博士と時を越えて何か伝わ
ってくるものがあり、心が洗われる思いがしまし
た。大きな池のある庭を通って、永久保存した論
文執筆の部屋、富岳荘の見学へ・・・。
富岳荘の門表右側に(友遠方より来る)、左側に
(皆自ずから道を得て還る)。建物は質素なもので
すが、家として一番大事な梁や敷居には良い材料

◆吉田代表世話人挨拶
4 月 5 日地方責任者研修会に、また、昨日
は事務担当者研修会に参加してきました。ひ
ごろ、本部の方針などを聞いて来ましたが、
今後モラロジー研究所が公益法人になるにつ
いては、公益法人に相応しい事業や、きっち
りとした会計処理などが義務付けられ大変だ
と感じています。
また、平成 38 年はモラロジー研究所の百
周年に当たります。これに向かって、毎月わ
ずかづつでも報恩するよう努めています。
本年当事務所では本部主催の維持員研修会
を 9 月 18 日、19 日に予定していますし、中
日本センター50 周年にあたり記念品も頂い
ています。本部の受講用教科書もモラロジー
概論に新しく変わり、私には少し難しく感じ
ました。年内には概論講座を、出来るだけ多
くの皆さんをお誘いして受講したいと思って
います。代表世話人として、今年の目標に向
かって頑張って行きたいと思っています。

が使われているとか。
最も費用がかかったという、
『論文』執筆時の
様子を再現した縮尺模型（写真）
、資料や書物、
執筆中の博士
の様子、富岳荘
より三尺高く
した場所に永
久保存された
琴景舎（論文を
執筆した高橋
旅館の離れを譲り受けた部屋）
、その横にある学
習室を見学した後、館長さんから富岳荘で講話を
聞きました。
モラロジーは人の助かる道を書く(論文)総合
人間学、心づかいと行い、生涯学習、累代教育、
生きがいと喜びの学問、博士を偲ぶ私たちにとっ
て時代を超えて命と魂を打ち込んだご苦労が、教
えが、館長さんのお話しから大変有難く伝わって
くるものがありました。モラロジーの教えを実行
したいという意思を固める場として博士の遺志
である畑毛記念館訪問の意義、最高道徳の真の姿

論文執筆の地 畑毛記念館を訪ねて
4 月 18 日(土)〜19 日(日)女性クラブ8 名で畑毛
記念館へ行ってきました。
午前 8 時アザレアホー
ル前をバスで出発。広々とした座席、贅沢な旅で
す。途中富士川付近では厚い雲のあいだから、富
士山の中腹あたりが車窓から眺められ、バスの中

の情熱が伝わり、事務所で行なった伝記の勉強会
と重ねあわせ、とてもよい経験をさせていただき
ました。
今夜の宿は、源泉に最も近く記念館から 2、3
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今後の人生において指針となる 4 日間でありま
した。
また私の周りでも壁にぶつかっている者がい
れば、是非参加を勧めたいと思います。
三光丸配置研修部御所営業所長 奥 忠記

分のところにある つるみ旅館 。博士も入った
であろうお湯で疲れを癒しました。誰かさんは４
回も入ったらしい。
翌日は快晴。富士山が裾野から頂上までクッキ
リ、絵のように。
富士山や箱根山等に降った雨や雪が 80 日かけ
て湧き出す、柿田川湧水公園を見学。口に含むと
クセ無く美味しい。帰途途中なばなの里で、色と
りどりの花に心が華やぎ癒されました。
午後６時３０分過ぎ無事帰ってきました。心も
身体もリフレッシュ出来ました。今回お世話にな
った皆さん感謝申し上げます。すばらしい２日間
でした。
女性クラブ 杉村 洋

今回このセンター講座を3泊4日で受けさせて
いただいた事に感謝します。
まず、スタッフの方の笑
顔と親切な出迎えを受け、
不安な心が吹飛んだ事を思
い出しました。
吉村センター長から、
日々の当たり前の生活にありがたみを感じる事
を学び、細野講師から「生かされて生きている」

中日本センター講座受講感想
今回センター講座を受講さ
せていただき大変、感謝して
います。受講するまでは緊張
と不安がありましたが、受講
し終わった今は、何か成長し
たような気持ちになりまし
た。
特に報恩。目に見えた恩は解りやすいのですが、
目に見えぬ恩を人間は生まれた時から受けてお
り、これを返さなければならないと言う事に気づ
かせて頂きました。
これを返す為には自分自身の成長。徳を積み、
品性を成長させねばならず、このため
には今回学んだことを、頭だけではな
く行動に移していこうと思います。
まず初めに親を大事に、家庭を大事
に、地球を大事に、会社を大事に、色々
な事に対し慈悲の心を持って接してい
こうと思います。
また部屋長初め同部屋の皆様には仲
良くして頂き、またセンターの職員様
にもお世話になり、そして一緒に受講
した皆様にも良くしていただき、講師
の皆様にも親身に相談に乗って頂き、
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認識を深めることと義務の先行を学び、加藤講師
からは「自我から自由になるには、自分の考え方
を変えなさい。
」と教わり、6S 活動にも繋がる話
しをしていただきました。
「感謝報恩」することの重要性や命の繋がりを
学び、それが品性向上の土台になる事を教えてい
ただきました。
仕事や日常生活の中で、良い習慣を軽視せずコツ
コツ前向きにやっていくこと、相手を変えたけれ
ば自分の相手に対する接し方を変えることなど
を頭に置き今後の生活や営業活動に役立ててい
きます。
三光丸配置研修部静岡営業所長 江原 智昭
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みると、恥ずかしい限りです。
特に受講の中で感じたことは、
「感謝」の心を
モラロジーという道徳からの観点で持つことの
難しさでした。これまでは、自分目線で「ありが
たいこと」が「感謝」であったと思います。しか
し、モラロジーでは、自分が生かされていること
に感謝し、自分を変えることで品性を高め、慈悲
の心を持つことの大切さと同時に難しさを説か
れていたと感じました。
これからの自分自身への課題として
① 「なぜ？」
「どうして？」などの自分の価
値観に対してマイナスに働く事は、まず自分自身
を振り返り、それでも気付かなければコミュニケ
ーションを図り解消する。
② 人の良い点を毎日 1 つは必ず見つけ伝え

今回、初めて３泊４日で、中日本生涯学習セン
ターにて、モラロジー講習を受講させて貰いまし
た。
毎朝、月刊朝礼を読んでお
り、考えさせられる事が多々
ありましたが、今回の受講を
体感する事で、モラロジーの
奥深さを実感しました。
今までの自分が、普通道徳
＝利己的な考えだと気づき、モラロジーは、最高
道徳＝利他心と言う言葉を初めて聞きました。相
手からの見返りを求めず、恩恵を返す、その為に
行動を起こすと言う事で、本当に難しい事と実感
しました。
今回は、第１章〜８章までを学びましたが、全
部を理解する事が出来ませんでしたが、頭から離
れないのが、
第２章の細野眞子講師の言葉で、
「親
の価値観が子供の価値観」
「子育てが親を育てる」
の２つです。子供の前での何気ない言葉、行動が
そのまま子供の価値観になると気づかされまし
た。営業所で言えば、社員の前での何気ない自分
の言葉、行動が社員の価値観になると気づきまし
た。子供に対し、育ててあげてると言う気持ちが
ありましたが、逆に親として、大人として子育て
を通じ成長させて貰っていると気づきました。
３泊４日で学んだ事が、２つと少ないですが、
自分では十分と感じています。教科書を読み返し
少し続つでも理解し、今後に役立てて行きたいと
思います。
三光丸配置研修部四日市営業所長 増山 悟

る。
を実践したいと強く感じました。
今年度の目標であります「明るく楽しい職場作
り」を達する為にも、まずは自分自身を変えるこ
とが一番であり、
それには上述しました 2 点は今
の自分にとりまして最も必要なことと感じてお
ります。
今回このような機会をお与えいただきまして
本当にありがとうございました。
三光丸配置研修部岡山営業所長 西山 肇
初めての受講ということ
もあり、学習内容について不
明な点を多々抱えたままの
参加であった。いざ参加して
みると、職業・年齢・身分・
性別の領域を越えていろん
な方々と接することができ、
また講師陣にいたっては、笑いあり、感動ありで
考えさせられるお話がたくさん聞けて本当に有
意義な 3 泊 4 日であった。

日々の朝礼で「月間朝礼」を
朗読し、感想を思い聞いたりし
ているにも拘らず、その教えが
身体に染み込んでいないこと
をこの受講で改めて思い知ら
されました。
その時に感じていることのほんの 1 つ 2 つで
も実行できているのだろうか？と自問自答して

このセンター講座で学ばさせていただいたこ
とは、
「心の学習」
（＝「心づかい」と「行い」
）
であった。日々における「心づかい」と「行い」
がものの考え方や行動を変え、人生を方向づけて
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いくことが分かった。振り返って反省するばかり
である。
また、
「高い品性」を備えることは、公平で公
正な判断ができ、何事に対しても常に建設的に取
り組み、すべてを受け容れ、おおらかで安らかな
心を持つことができ、周囲に感化を及ぼすことも
学べた。まず、この世の中に生かされていること
を自覚した上で、いろんな恩恵に感謝する慈悲の
心が身に付くよう日々「心のあり方」について見
つめたい。
三光丸本店製造係長 中島 宏保

いつもの隊列で何か欠けると思って順に見た
ら、杉村洋さんがいない。あの人には入会の時か
らお世話になってきている。今回は、マラソンと
植物観察の共通の趣味を持たれている久米ご夫
妻が参加され、その二人の会話が時々自然と耳に
入ってきた。
かすみをすい、雲
にのるといったき
びしい高山でなく、
ただの里山の登り
口に立つとき、いつ
もどうしてか記憶
にない遠い昔のふところへたち戻って来たよう
ななつかしみが身の内をひたす。この近くの里山
にのぼった記憶がない。

３泊４日の日程で参加させて頂き、勉強する中
で日頃日常的に仕事、日常生活の中で知らず知ら
ずに、自我にとらわれて気づかずに過ごしている
自分を認識させられ、自我に捕らわれた自分では
家族、仲間、お世話になっている人々または御先
祖様に対しても感謝報恩の気持ちが薄れている
自分に気付かされました。
また色々な方々と共に３泊４日と短い時間で
はありましたが、集団生活を送らせて頂いた中で
も今後の生活に役立つ事が沢山発見出来ました。
この事も含め今回、勉強させて頂いた件を教訓
に、自我を反省して慈悲の心を養い、勉強するだ
けでなく今後の生活、社会の一員としてに少しで
も実践して取り得れるようにしていきたいと思
いました。
至誠堂製薬株式会社 小笠原 吉樹

飛鳥、藤原の都の裏山で、推古・持統女帝にこ
の地方の風景を愛され、したしく薬草狩りされて
いる。そして数々の万葉歌人が数多くの万葉歌首
を残して来ている。であるからこの辺の文化は案
外遺漏なく調べた過去がある。
万葉集に五十首の歌を残した自然歌人の山辺
赤人は、「春の野に すみれ摘みにと来し我そ
野をなつかしみ 一夜寝にける」
。たしか、
「東の
野に かぎろひの立つ見えて かえり見すれば
月傾きぬ」と阿騎野で柿本人麻呂が歌って数十年
后、この山裾に赤人が草地を永久の地とした。
里山の頂上から下界は箱庭に見え、天満台・榛
原の町並みやその無数のバックの山々は少しか
すむ。春の里山の美しさ、愉しさを知って、歓び

歩こう会 額井岳＆戒場山
晴天、一緒に出発したもう一台の自動車は、数
分後、雲かすみとどこかへと見えない。いつもな
がら母にはぐれた幼児のうろたえをおぼえる。
女性 2 名を含む総勢 7 名で、
「御所モラロジー
歩こう会」が 3 月 29 日の朝 8 時発、今回も開催
されていた。行先は、いにしえの小野の榛原の在
では、
「大和富士」と呼ばれつづけてきた額井岳
（ぬかいだけ 標高＝816ｍ）と東隣りの戒場山
である。
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を吉井さんを先頭に、必ず最後尾の米田さんの前
に雅代さん・均さんご夫妻がいて、尾根道を戒場
山へ、そして急斜面を無事戒長寺へおりてくる。
用明天皇（父）が聖徳太子に建てさせた戒場薬
師の戒長寺には、
「おはつきイチョウ」と 12 神
将を鋳出した逸品の銅鐘が、平安時代後も栄えた
なごりを知る。
150 段の石段を下りて野に出たら、まだツクシ
が沢山帯びたところで 15 分間ほど、
「春の野に
ツクシ摘みにと来し我そ 七草のモラロジー
袋に入りけり」と迷句を残し、ひる 2 時の林の中
を自動車で走り下った。
トマス・マツムラ

≪審議事項≫
1. ６月１４日(日) 伝統の日、
感謝の集い瑞浪会
場に参加します。４月２９日(水)地区委員会で
案内を配布しますので、多数のご参加をお待ち
しております。
集合時間／午前６時
集合場所／至誠製薬株式会社社員駐車場（御
所市南十三）
参加費／3,000 円 不足分は、事務所会計よ
り負担
募集参加／２０名〜２５名（バスの都合）定
員になり次第締め切り
申し込み締め切り／5 月 12 日(火)
申し込み先／事務所へＦＡＸまたは吉田代
表世話人、冨士研修委員長

◆運営委員会報告
4 月の運営委員会は 4 月 22 日（水）午後 8 時
より事務所で開催され、委員 11 人、オブザーバ
ーとして岡川福弘さんが出席しました。
吉田代表世話人は「平成 21 年度最初の運営委
員会です。心新たに進めていきたいと思います。
藤本さんから体調が優れないため、副代表世話人
を辞退したい旨の申し出がありました。しばらく
は、しずかに見守ってあげてください。また、冨
士俊隆さんが（財）モラロジー研究所社会教育講
師に委嘱されました。事務所にとって大変喜ばし
いことで、これからの活躍に期待します」と挨拶
しました。
≪報告事項≫
1. 受講推進担当者会議が開催され、講座受講を

2.
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編集後記
定額給付金なるものが舞い込ん
できた︒疫病神のようなものなの
で︑即刻︑懐から足して︑皆に振
る舞った︒勿論︑市内で買い物を
して︒▽モラロジーをかじり出し
た頃︑よく︑
﹁不徳を取ってあげ
よう﹂と飲食の費用負担をしたこ
とがある︒また︑お宅の宗派は︑
寄付や費用負担が度々ありよろ
しいなと︒▽それでも︑昨日︑南
阪奈道路で高速料金三百円が二
百五十円になって︑得した思いを
したのはいかんともし難い︒
とく

促されました。当事務所は 10 月、11 月、平成
22 年 2 月のいずれかに 10 名目標で本部講座集
団受講をしたい。詳細は、来月まで持ち越しの
審議とする。
2. 4 月 16 日(木)〜19 日(日)の 3 泊 4 日で中日
本生涯学習センターの講座を 4 名で受講して
きました。事務所からの受講見舞いをいただき、
ありがとうございました。講義内容が大変よか
ったし、気づきをいただきました。佐藤進氏(佐
藤薬品ＮＭＣ会長)が講師を務めておられまし
た。

会費（前期分）の徴収について、５月中に総
務委員会で領収書を作成して、６月に地区委員
が徴収します。
3. 岡川福弘さんがセミナー実行委員長に決定
（３月２６日準備実行委員会を開催）今後運営
員会に出席する。
4. 副代表世話人交代の件については、代表世話
人、副代表世話人、参与で相談。
5. 梶進さんの入会を承認。
6. 事務所旗が、行方不明になっていますので、
心当たりのある方は総務委員会備品施設係ま
でご連絡ください。
7. ５月１７日(日)事務所清掃の日にクリーンキ
ャンペーン(事務所近辺の清掃奉仕)を行います
ので、多数ご参加ください。

