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平成２２年 伝統の日感謝の集い
く責任がある」。さらに義務と責任を果た
し、
「人類の安心、幸福、平和の実現」に
向かって社会に貢献していくことなど話
されました。
最後に麗澤中学、高等学校吹奏楽部に
よる廣池千九郎讃歌 交声曲｢稀人｣の演
奏と合唱、全員で｢ひびけ世界の荒磯に｣
を合唱して、午後１２時３０分閉会とな
りました。
午後からは、中央広場で行われている
《柏会場》
アト ラク ショ
今年も６月６日(日)は快晴になりました。
ンの 数々 を見
千葉県柏市の公益財団法人モラロジー研
ながら、昼食の
究所の『平成２２年伝統の日感謝の集い』
お弁 当を 美味
に参加して来ました。全国各地をはじめ、
しく いた だき
台湾、韓国、ブラジル、ナイジェリアか
ました。
らの参列者を含め、約１１,０００名のモ
食事を終えてから、９月の生涯学習セ
ラロジアンが参集しました。
ミナーに出向してくださる、木村好雄講
『感謝の集い』は、午前１１時に開会。
師(Ｂ講師)と久野信夫講師(Ａ講師)に挨
国歌斉唱、多くの恩人の恩恵と諸伝統に
拶するため、細川家成実行委員長と共に
感謝し黙想。
『この一年の歩み』のビデオ
会いに行きました。
上映後、廣池幹堂理事長の挨拶がありま
そうこうしている間に帰りの時間にな
した。
廣池理事長は、内閣総理大臣から認定
を受け、平成２２年４月１日からスター
トした『公益財団法人モラロジー研究所』
について「維持員の誠意に感謝するとと
もに、原点に立ち戻り偉大な先人の精神
と事績を受け継いでほしい」。また、国の
伝統である皇室について、
「お守りしてき
た先人たちに感謝し、次世代に伝えてい
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り、午後 3 時研究所を後に帰路に着きま
した。
前日の６月５日(土)には、功労者慰霊
式が霊堂で、精神伝統に学ぶ会が第２体
育館で行われたようです。
今年も柏会場の『伝統の日感謝の集い』
に参加するため、５日(土)に出発。そし
て東京の親戚でお世話になりました。す
べてが〝ありがたい〟〝感謝〟です。ま
た来年も参加しようと思っています。
南 貞好
《瑞浪会場》
6 月 13 日（日）会場である瑞浪は、梅
雨の合間の時折日差しも出る天気に恵ま

歌斉唱に始まり先人先輩へ黙祷し、理事
長の挨拶が始まりました。
理事長は日本を作り上げた伝統の恩恵
に感謝しつつ、現在の日本の行く末や政
情を憂い、より良い日本にするためには
モラロジーの教えがますます必要になっ
てきたと力説され、世界に誇れる日本人
として、またなくてはならないモラロジ
アンとして社会に貢献していくことが大
切であると叱咤激励されました。最後に
は全員で「ひびけ世界のあら磯に」を大
合唱して閉会しました。
午後からは
中学生や高校
生の体験発表

れた日となりました。
私と妻は午前 9 時半頃到着し、まず麗
澤館に挨拶に行き、時間までセンター内
の展示を見たり、物産展に立ち寄り味見
をしたりしながら開会式を待っていまし
た。10 時 30 分に時間通り開会され、国

があり、井出
元先生の講話
が予定されて
おりましたが、
私たちは午前の部で瑞浪を後にしました。
冨士俊隆

公益財団法人としてのセミナー
生涯学習セミナー開催打ち合わせ会が
5 月 30 日(日)大阪講堂で行なわれ、細川
家成セミナー実行委員長他 5 名が参加し
た。少し早めに大阪講堂に到着、車を駐
車、桃谷の
商店街を散
策して食事
をとる。
午後 1 時
前に会場に
入ると、正
面の看板が
目に付く。
公益法人と
しての新し
い試みで、セミナー会場の看板見本にも
なるように考えられ製作されていると酒
井副部長の話し。
参加者は 20 事務所、90 名。先にポス
ターやリーフレットなどを受け取り、車

佛種縁起 是故説一乘

に積み込む。事前に取られているアンケ
ートによると、芦屋事務所の 6 月 27 日を
最初に 11 月の岸和田事務所まで各事務
所のセミナーが続き、それぞれ新人の受
講推進に力をいれている。
先ず前田道弘部長は、
「公益財団法人と
してのリセットをして頂きたい。良い物
は良い物として残し、改善すべきは改善
する。新しい取り組み、試行錯誤で望ん
で欲しい」として、意識の改革と資質の
向上を訴えた。近畿ブロックとして 6 項
目の申し合わせ事項を話され、その中で
「維持員の家族を重点にお誘いをする」
「セミナーの終了はセンター講座の同行
受講をもって終了とする」
「セミナーのス
タッフに新しい方を登用する」など是非
実行すべきと感じた。
また、酒井副部長がセミナー開催の留
意点を説明、本部のホームページを確認
の上公益財団法人化後の対応に注意し、
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分らないこと、疑問に思ったことなど何
事もすぐに相談するよう話された。その
後、ＤＶＤ「かけがえのない人生どう生
きますか」を視聴し、忠岡事務所前川知
恵子さんの事例発表、最後に都島事務所
山上克さんの「開催に際しての心構え」
を聞いた。
法華経のなかの佛種縁起 是故説一乘
（佛種は縁より起こる、是の故に一乗を
説く）から話をされ、大変難しく到底理
解に及ばなかったが、何か勇気が湧いて
きた、また松浦香先輩の「博士の弟子と
なるには」の話を紹介された。
なるほど、セミナー開催にあたっては、
この開催打ち合わせ会に、代表的な役割

伊勢神宮祈願参拝
今年もセミナーの開催祈願に伊勢神宮
に参拝します。出来るだけ多くの方、
初めての方、一緒にお参りしましょう。
日時：7 月 31 日（土）
問合せ：細川家成実行委員長まで
の少人数の参加でなく、出来るだけ多く
の者、出来れば全員が聴きに来る位の意
気込みが無ければ、真の借財返済、人心
開発救済のセミナー開催はおぼつかない
と思う。
広報 米田德七郎

ツアーガイド（7）
オープン 4 月から 5 月に入る。平城宮
跡会場に 5 月 3 日は 69,000 人を記録し
た日も、きびしい緊張感の渦中で汗だく
となって右往左往させられていた。
昨年の 8 月 22 日からガイド養成に携
わってきた幾人かの協会役員は、私達を
よく面倒みてくれながらも、自然の草原
に羊飼いが羊たちを放ち、その羊群を協
会の詳細なルールで油断なく縛りつけな
がらも、互いが信頼を寄せあっていた。
その協会側に身を寄せて、見え隠れし
ながら一人の毛色を異にした 60 歳台の
存在を、何となく気をつけて見ていた。
彼は衆人の前で話をする役割の人物で
なく、しかし
前歴の重み
を感じられ、
経験者とし
ての資格を
持ってして
いるようで
あった。彼は
チョビ鬚を蓄え、メガネをかけていた。
そしてそれとなく顔全体の輪郭に特別な
影響を与えていた。きっと彼の意思によ
って或る印象的な創作により顔立ちを生
かしているのだろうと思われた。彼は専
門ドクターとして、アドバイザーとして
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詩人

この場にいるのだろうと勝手に解釈した。
その日私は、朝からメインガイドとし
て 1 時間半、昼からサポートガイドとし
て 1 時間半の勤めを終えて、レポート等
の後始末を机の上で整えていた。それか
ら自然と平生の自由の身に戻ろうとして
いた時、例の彼がすぐ隣に座っているこ
とに気がついた。
一言、二言と挨拶がわりに言葉をかわ
しているうち、不思議と興味湧く話へと
引き込まれていった。彼はなんと忘れ得
ぬ人物群の一人「坊ちゃん」こと森口武
男の娘婿であることを告げてくれていた。
そして或る時期、彼らの詩誌「地虫」の
編集発行人であったとも、順々と話して
くれた。
1 日とんで 5 月 5 日の朝、騒々しい会
場の事務所で、彼に『やすらぎ』に投稿
した例の森口、大上先生の記事が載せら
れた「エッセイ」のコピー文章を手渡し
た。その日もゴールデンウイークの最終
日で混雑していた。ツアーガイドから戻
ってくると、彼は分厚いコピー書類を持
って待っていてくれていた。その表紙に
は、吉本隆明の論文集であることを示さ
れていた。
吉本隆明は、一般に知るべき人物であ
るが、枯葉のように脳髄の奥で眠ってし
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まっている存在でもあった。
青年時代彼の詩も、時に難しい論文も
読んだことのある学者で、そのコピーの
文章の中に「西村博美論」のページがあ
った。その文章の存在で、彼の詩文壇に
於ける評価を知らねばならないのだろう
と考えて見た。
奈良には国初からの長い歴史と豊かな
自然、そして人々の営みがあり、奈良固
有の風土が作り出して来た。明治以降の
近代、現代の文学者たちがこのような風
土を愛し、慕い、求めて奈良を訪れ様々
な文学の花を咲かせて来た。
その中にあって、昭和初期に民俗学者
折口信夫がいた。彼は歌人釈超空として、
長らく作歌歴を持ち、奈良を愛した。だ

から彼を中心とする仲間を作り出し、母
校國學院大學卒業生として同窓の文学者
とも交流しその縁を繋いだ。彼の作品中、
中将姫をモデルとした『死者の書』があ
る。
だから大上敬義たち「地虫」の人たち
はその仲間たちである。
5 月 12 日、遺族会「19 桜会」15 名が
午后 1 時に近鉄奈良駅に集合することに
なっていた。幹事として時間たっぷりに
東向き通りへとやって来て、「はぎの家」
でめしを喰った。尚時間があったので北
通りの「大学堂」へと出かけて来て、小
説家の主人に古本『手袋を脱ぐ』西村博
美著をさがし出してもらった。
トーマス

運営委員会報告
「昨日は、夏至でした。また小惑星探査機〝は
3.各クラブ・他
やぶさ〟が先日、７年ぶり帰還しました。行方不
教育者研究会
明になった時、科学の最先端の方でも神に〝祈り
開催日：平成２２年８月２２日( 日) 、
〟をすると奇跡も起こる。祈りは大切である」と
会 場 ：奈良県社会教育センター、
吉田代表世話人は挨拶し、運営委員会は始まりま
講 師：太多和聡宏氏(開星中高学校長 モラ
した。6 月 22 日（火）の出席者は委員 17 名中 10
ロジー教育者講師)・
名と寂しい。
梶田叡一氏(兵庫教育大学長)。学校の先生方
≪報告事項≫
にお薦めをよろしくお願いします。
1. 伝統の日感謝の集い６月５日(土)〜６日(日)
女性クラブ
の柏会場へ６名参加、１３日(日)の中日本会
近畿ブロック女性クラブ代表者研修会が、６月
場へ５名参加。
１９日(土)大阪講堂で開催され、冨士秀子さん
2. 第 14 回生涯学習セミナー準備状況について
と山原百合子さん参加。女性のみの生涯学習セ
・ テーマは、
「心がつくる人生」
、募集は新
ミナー開催を提案される。また、６月２４日(木)
人２００名目標。
女性の集いを開催予定。小房観音(橿原市)と飛
・ ７月８日(木) セミナー事前打ち合わせ
鳥万葉文化館行。３１名の参加予定
を開催します。スタッフは全員参加。講
青年クラブ
師に川上暢造氏(吉野) にお越しいただ
６月１３日(日) 伝統の日感謝の集い中日本会場
く予定。
へ奈良県青年協議会から２名参加。
・ ７月３１日(土) 祈願参拝 伊勢神宮行。
≪審議事項≫
・ ８月２日(月) 事務所開き 前田道弘氏
1. 次期代表世話人について、推薦委員長は細川
(近畿ブロック部長)にお越しいただく。
家成さんに決定済み、９月中旬に他の推薦委
・ 講師の宿舎は、木村好雄講師が冨士俊隆
員を選出する。
さん宅。久野信夫講師が米田徳七郎さん
2. 研究費（報恩）の「セキュリティー」につい
宅に決定。
て、郵便局の振替口座開設を急ぐ。振込手数
・ セミナー終了後の生涯学習講演会は、１
料は事務所で負担する（料金加入者負担）
。
０月２０日(水)と１１月１８日(木)の２
報恩箱を急ぎ整備し、毎月 4 日、5 日、12
回。
日に使用する。
・ 受講者と同行で中日本センター講座受
講を予定。（１２月９日(木)〜１２日
(日)：３泊４日）
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