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女性の集い開催
平成２３年７月８日、伊賀講師を招いて女性
の集い「今私たちに出来る事」をテーマに講義
をしていただきました。昨年おふさ観音に出か
けましたが、今年は日差しの強い中、午後から
52 名の出席がありました。
伊賀講師は著名な方々のお話を引用しなが
ら楽しくそして印象的なお話をされました。そ
の中でも特に、東日本大震災の話より、いつも
の生活の中で私たちは当たり前のように生き
てきました。その「あたりまえ」という事がど
れほど日々生活の中でありがたいかというこ
とを改めて感じさせられました。そして自分た

活の中で、次世代へ変わることのない仁愛の精

ちは、生かされていることに気づかせてくれま

神を持ち、継承し続けていくことが何より大切

した。

です。」とお話しされました。

今私たちに出来る事は「物にあふれる今の生

M・Ｏ

長寿会員を祝う
現在、当事務所の８０才以上の会員は 7 人お

月 12 日で満 98 歳になられました。

られます。最高齢はあの奥野誠亮さん。この 7

一昨年よりこれら長寿会員にお誕生祝いを
贈ることになりました。ところが今年になって
少し滞っており、この度皆さんにお詫びしお祝
いに伺った。
亀谷音一さんは、この日は雨天で予定してい
たグラウンドゴルフは 1 日延期となり在宅。
にこにこ顔でお祝いの紅白饅頭と観葉植物
を受け取って頂きました。

（今回お祝いに行った人 安川美代子さん 88 歳、
岡本俊子さん 91 歳、亀谷音一さん 97 歳、八川マツ
エさん 87 歳、奥野誠亮さん 98 歳）
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７月から御所事務所が変わります!!
毎月４日は、感謝の集いで、他の事務所から、

平井代表世話人は、毎日廣池博士の

当番に来て頂くことになりました。

辞世の句を読み博士の思いを片時も忘れない
ように生活していることを紹介して頂きまし

７月は、五條事務所の平井末治さん

た。

福岡一郎さんに来て頂きました。

福岡さんは、人生のピンチの時モラロジーに
繋がり救われた体験を紹介して頂きました。

8 月 4 日(木)の感謝の集いは、
奈良県佐藤薬品より、結城 保さん、佐藤雅

事務所の皆様も是非、感謝の集いに参加して下
さいね!!

大さんに来て頂きます。

毎月１２日は、ニューモラル勉強会です。
７月はニューモラル No.503 を 10 名の参加者で

皆さんで話し合いました。

輪読し今月の当番、冨士俊隆さん
田村佳代さん、細川成樹さんの感想や体験談な

No.503 の特集

どを聞かせて頂きました。その後は、

「安心」を生む親孝行

8 月 12 日(金)のニューモラル勉強会は、
米田徳七郎さん、松村豊啓さん、杉村 洋さんが当番です。
No.504 の特集

「和」の心を考える

日頃聞けない疑問を
聞いてみました。

やすらぎアンケート!!
7 月 12 日のニューモラル勉強会の参加者 10 名の方にアンケートを取ってみました。

１．今までにモラロジーにつながって
a.すごくよかった 9 名

ｂ.よくわからない

1名

２．あなたはモラロジーに対し現在、
「本当によかったなぁ」と思いますか？何か
魅力を感じていますか？
a.すごく魅力を感じている

7名

ｂ.よくわからない

3名

この企画は不定期に行って参ります。読者の皆さまも日頃疑問に思っている事、一度皆さんに聞い
てみたい事柄がありましたら、やすらぎ編集委員に気軽にお声を掛けて頂きますようにお願い致し
ます。
2

やすらぎ

６月１９日

玉置山へ（歩こう会）

あいにくの雨模様、なれど玉置山へ。

3000 年とも言われ

今日行く山は、国道 24 号線を五條に向かい、

ている。驚くばかり

本陣を左にとり大橋を渡って 168 号をひたす

である。

ら南へと南下して十津川村にある玉置山。

境内を通り過ごし、

十津川村は日本一大きな村で、また奈良県の

山を巻きながら、石

５分の 1 の面積を占めている。その山また山の

をご神体とする玉石

折り重なる渓谷や滝や吊り橋を見ながら縫っ

社の横を通り、登る

て行く。その中の一つ、谷瀬の吊り橋に寄り道

こと 10 分程で 1076

をする。

ｍの頂上にたどり着いた。ここで一休み、展望

全長 297ｍ、歩行者の為の鉄線橋として日本

は熊野三千峰と呼ばれる山々を望めるそうだ。

一長いそうだ。ワイヤーで両端を繋いであるた

雄大な景色が見られなくて残念。一息ついたら

め一歩一歩足を進めるたびに吊り橋がしなや

神社まで戻る。

かに揺れる。他者のリズムと自分のリズムが不

玉置神社には素晴らしい絵があると聞き、社

協和音だと上下の振動がアンバランスで背筋

務所内の襖絵を見せていただいた。狩野派の筆

に冷たいものを感じる。長く、高く、踏み板越

だそうだ。

しに見下ろす清流は昨日来の雨で増していた。

襖絵は部屋の仕切りとして杉の一枚戸で、両
面に描かれ 60 枚余あり、すべて花鳥絵図。今

だが、深く悠然と流れ行く様は吸い込まれそう

はすすで黒ずんではいるが、当時はまばゆいば
かりの豪華さが偲ばれる。名残りを惜しみなが
らその場を辞し駐車場に戻る。
少し遅い昼食を昴の里にて食す。美味しかっ
たこと。施設の中の川べりに足湯あり、皆とは
ずれて「野猿」にチャレンジする。１人人力ロ
ープウェイというか、自分の力で籠ならぬ屋形
を引っ張って川を渡る道具。猿が蔓で木々を渡
るのを真似たもので、昔はれっきとして渡岸の
乗り物として使用されていたそうです。どんな
ものかと体験。行きはよいよい、スルスルと川
でスリル満点であった。

の中央まで来ると自分の重さで静止。困った。

そこからまたＲ168 を折立まで走る。折立か

そこから力いっぱい、汗をかきながら引き返し、

ら登山と思いきや、今日は雨、玉置神社にむけ

何とか戻ってこられてホッと安心。やれやれ。

て七重八重の坂道を走る。やっと標高 1000ｍ

そこから、湯泉地温泉の滝の湯で一休み。露

程に位置する神社の駐車場に着く。駐車場から

天風呂で流れ落ちる滝を眺めながらの一風呂

の見晴らしは雨にもやっていて残念ながら視

は格別。良かったよかった。リフレッシュ。有

界ゼロ。

り難う御座いました。

大きな鳥居から神社までは 15 分ほど、森林

会員の皆様もこんな良いとこ一緒に次は行

浴をしながら参道を行く。境内一円の巨杉、ヒ

きませんか、お待ちしています。

ノキ群に圧倒される。その中の神代杉は樹齢

上島春香
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事務所トピックス
7. 大坂講堂夏期休暇は 8 月 12 日〜16 日。休暇中
は門扉も閉まっています。また、9 月 10 日（土）

先日、残り少なくなった事務所の封筒を印刷
するため、総務委員の皆さんが集まって会議を

ＰＭ７：００〜８：５０大坂講堂講話 寺西修
三講師、10 月 10 日（日）ＰＭ２：００〜３：
５０大坂講堂講話 井出 元講師などの案内
が来ています。
《審議事項》
1. 7 月 31 日大阪講堂でのセミナー打ち合わせに
参加できる方、現時点で 9 人の参加予定。
2. 事務所の書棚に整理されないままになってい
る本を、総務委員で整理します。また新しい本
が入ったときには、
「やすらぎ」で皆さんにお
知らせ出来るか検討する。
3. 学校へニューモラルを配布するため、教育者担
当山田さんと学校担当川崎さんが学校を訪問。
秋津小 20 部、名柄小 20 部、大正小 30 部、葛
小 35 部、掖上小 30 部、葛城小 15 部、合計 150
部 8 月より配布することになりました。各担当
が有効に配布されるよう努力し、半年くらい様
子を見る。
4. 事務所駐車場の車止めの木が腐り危険な状態
で、鉄道の古い枕木やブロックを使用するなど
の方法を検討して、みんなで修理が出来るよう
にする。
5. 青年クラブが 8 月 22 日（月）17：30〜18：30
親学勉強会（講師佐藤薬品結城保氏）
、18：30
〜20：00 バーベキューを行います。事務所か
ら 20,000 円の補助をすることが承認されまし
た。

行いました。事務所以外の人たちに郵送するた
め、封筒の色は？大きさは？事務所住所を封筒
のどの位置に印刷するか？また文字の大きさ
は？等々についてケンケンガクガク。
いろんな意見が飛び交ったのは、よいものを
つくろうとす
る皆さんの姿
勢の現れ。写真
に撮れました
ので、投稿しま
す。
お陰様でい
い封筒が出来上がりました。皆さん有効にお使
い下さい。

KIN
運営委員会報告

平成 23 年 7 月 22 日（金）20：00 から事務所で運
営委員会が開催され、11 名の委員が出席しました。米
田代表世話人は「日頃からモラロジーを勉強し、皆

さんの代表である私が、殺生をしてしまいました。
大いに反省し、今後はこのようなことの無いよう、
意識改革をいたしますのでお許し下さい」と挨拶し
報告、議事に入りました。
《報告事項》
1. 郵便振替口座の代表者名義を変更し、従来どお
り使用できるようになりました。研究費、協力
費の振込みにご活用下さい。
2. 生涯学習セミナーの実行委員長は松村豊啓さん
に決定しました。会場は御所市アザレアホール
で、予約済みです。
3. 9 月 19 日（月）敬老の日にライフ御所店で「敬
老キャンペーンニューモラル配布」を予定して
おります。
4. 事務所講堂のエアコンが故障し南さんに修理依
頼をしました。また、夜間照明のスイッチの変
更と合わせて、費用は 2 万円未満です。
5. 9 月 11 日「ふれあい人権学習セミナー」があり
ます。事務所に 3 名の参加要請が来ています。
6. 毎月 12 日に当事務所独自で担当者を決め、ニュ
ーモラル勉強会を行っています。皆さんふるっ
てご参加下さい。

８月誕生日

おめでとうございます

亀谷 馨さん、細川輝美さん
宮崎正宏さん、楠

幸雄さん

八川元洋さん、森戸清重さん
森戸美代子さん、冨士秀子さん
山下美智代さん、小笠原吉信さん
西内利弘さん

お詫び
先月号はプリントミスで読みにくい「やすらぎ」
になってしまいました。お詫び申し上げます。
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