No.76

（体験集通算 426号）

陽春をむかえて

生長の家宇治別格本山 宮司・総務

芳

樹

ました。四月四日は暦上の二十四節気の一つ

端

宝蔵会の皆様方におかれましては、日頃よ

で、清明（清く明るい気が満ちるの意）であ

堀
り大祭、新年祭でのご奉仕をはじめ、宇治別

ります。

現在世界的規模のコロナ禍のなか、感染拡

る大切な働きをなされたのであります。

生は、生長の家宇治別格本山開山の機縁とな

子先生の三十三回忌であります。谷口輝子先

さて、来る四月二十三日は、大聖姉谷口輝

格本山の諸活動にご愛念ご協力を頂いており

大防止の為の様々な対応をされておられるこ

ますこと、感謝申し上げます。

とと思います、ワクチン接種も具体的に進め

さ寒さも彼岸

堂の伝統行事「お水取り」も無事終わり、「暑

が訪れるといわれる、古都・奈良東大寺二月

ところで、関西ではこの行事が終われば春

介されて、予定になかった宇治の地を訪れら

途中で、京都の誌友の幹部の方から宇治を紹

れたのでありました。そして同大社から帰る

東京から京都の伏見稲荷大社に御使いをなさ

荷大神の神霊を勧請する使命を受けられて、

災で焼けてしまったのを復興するために、稲

今から六十九年前の昭和二十七年四月

まで」と言われ

れたのでありました。そして風光明媚な宇治

二十七日に、
谷口輝子先生が、
東京の赤坂道場

ますように、春

の地が大変気に入られまして、宇治川を回遊

られてきており、新型コロナ感染による混乱

のお彼岸も過

する木船に乗って景色を眺めながら「こんな

が一日も早く終息することを誰もが願ってい

ぎまして、いよ

綺 麗 な と こ ろ を 谷 口 先 生 に （次頁に続く）

の近くに建てられていました稲荷神社が、戦

いよ本格的な

る今日であります。

春がやって来
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習会を宇治の地で行うのがいいのでは、

雅春先生におこし頂くには、京都の講

こで早速、幹部の方が協議され、谷口

所であったのであります。そしてこの

現在宝蔵神社本殿の建てられている場

しゃり、その時に指さされた場所こそ、

治別格本山を建てようと思う。
」
とおっ

て回られたときに「ここに生長の家宇

ばならない

わらなけれ

い生涯で終

がこんな短

な優しい子

「何でこん

であったか。

との結論に達しましたので、谷口先生

ときから宇治別格本山の歴史が始まり、

生が、輝子奥様と山王荘の奥域を歩い

のご許可を頂き、その年の秋に予定し

そしてこの講習会の際に、谷口雅春先

練成会」
「入龍宮幽斎殿行事」の三つの

れからも「宝蔵神社の先祖供養」
「宇治

コロナ禍のなかではありますが、こ

たご両親は、その中で練成会を受けに

しみと後悔の念に悩み苦しみ続けてい

か。何でこんなことに・・・」
。深い悲

けさせてあげたらよかったのではない

れなかったのか。もっと別の治療を受

理に触れ、神の子の生命は常に百点満

なに安らぎを与える存在でした。その

柔らかい雰囲気の持ち主で、常にみん

んなことは少しも感じさせない明るく

彼は重い病に罹っていたのですが、そ

この真実を心の奥底から受け取ること

悦ぶことこそが真の供養であること。

燦然と輝き続けている彼の生命を讃え

象の彼に想いを寄せ続けるのではなく、

してくれていること。仮の姿である現

らに生命を燦然と輝かしご家族を守護

私自身もとても悲しい想いになりま

私達であった！拝み尽くされている生

ている私達であった！感謝されている

清水 志郎

したが、ご両親の悲しみは如何ばかり

課長

最高に素敵な青年の研修生がいました。

いつもニコニコ微笑んでいる笑顔の

2

希望を失わずに進んで行けば、必ず道が開かれる

お見せしたい！」といわれました。そ

ていました京都の講習会を宇治市公会

今日に至っているのであります。

生のお宿に当てられたのが、現在の宇

働きをとおして、神・自然・人間の大

のか。何故もっと早く気づいてあげら

堂で行うこととなったのであります。

治別格本山智泉荘の前身である山王荘

調和する人類光明化運動・国際平和信

来られました。

大阪の北浜で福田将軍といわれた福田

仰運動の発展のために、精進努力して

でありました。この山王荘は、かつて
正之助氏がその全盛時代に、巨費を投

まいりたいと思います。

そこで、神の子・人間の光一元の真

じて建設された別荘であります。そし
て、講習会二日目の早朝、谷口雅春先

彼は、研修期間が終わると、地元に帰

ができたご両親は、「あ～息子に悦ばれ

点の人生であり、彼は今、霊界にてさ

り療養を続けていたのですが、一年程

生命の輝き

後に霊界に行かれました。

練成部・研修課

今からもう十数年前になりますが、

合掌ありがとうございます

随想
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供養であった！」と、実感されたので

命を悦ぶことが、息子と共に悦ぶ光の
す べ て が ム ス ビ 合 い・ 生 か し 合 う

れが神の子の当り前の生活なのですね。

永遠なる神意の光、永遠なる法燈継

んでいきます。

す！」と言われていた安らぎに満ちた

とのびのびと遷り行く自然界の流れと

りの希望の光そのものです。ゆったり

うちのチビ君と一緒で、生まれたばか

治より礼拝合掌三昧しております。

す。
神の子の皆さまの光輝く生命を、
宇

福三昧の姿を味わい飛び跳ねていきま

も生命の声なき歓喜の声を、姿なき祝

活動も真象顕現の悦びの展開です。 承の光に悦び全開で中心帰一し、今日
PBS

お顔を思い出しますと、この御教えの

共に、ていねいにほっこりと取組み育

す。「練成会を受けて本当に良かったで

素晴らしさに、感動感激いっぱいで心

講話体験の感想
代）
〈男性〉

でした。

に居ながらにして受講できることは素

（

晴らしいことに違いはありません。し

を通しての真理講話も、自宅
Zoom
久々に対面式の講話に本日参加でき

かしながら、本日のように対面式での

れて、心身ともに浄まって、真理に触

の息吹を直接に受講者の魂に注ぎ込ま

講話は、
講師の方々の肉声を通して、
魂
いずれの講師の方々の講話は素晴ら

れることの有り難さ、素晴らしさを改

長田講師、榎本講師、岡田浩二講師、

ありがとうございます。

ましたことに心から感謝申し上げます。

F．D

に振動していることが体感できるほど

が奮えます。
「神様に感謝しよう感謝しようと努
力する前に、神様の方が私達の存在自
体に感謝してくださっている真実を
しっかり受け取ることが大切ですよ。
それが感謝の本質ですよ。
」
素晴らしい
講師の光一元の言霊の響きを機縁とし、
私もまた大安心の信仰に蘇ることがで
歓喜踊躍して手の舞い足の踏む所を

きました。
知らない生長の家の信仰は、光輝く神
の飛躍し続けたそのまま、今ここを生

しく、真

印されて、

深くに刻

意識の奥

というコトバは、実相世界から神さま

に至ります。
「ありがとうございます」

達する予定で、一億回の折り返し地点

三月末には、感謝誦行も五千万回に

めて自覚させていただけます。

魂が喜び

バが潜在

理のコト

様の生命の世界へ素直に飛び込み、そ

50

きれば良かったのですね。そこからま
た、 因 果 の 世 界 に 引 き 返 す 必 要 は な
かったのですね。そのままで感謝せず
におれない生命に、今感謝する。礼拝
せずにおれない生命に、ただ礼拝する。
人生を、
希望満点で湧く湧く生きる。
こ

真象が出よう出ようと飛び跳ねて来る

太陽の輝き、星々の煌めき、花の美しさは、神様の微笑である

3
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れ、ハッ

養を頂きました。

心から感謝いたします。大きな魂の栄

中の状況の中、ご講話をしていただき

としまし

気づかさ

バ、即ち生かされていること、神さま
た。全部

ばかりだったので、榎本講師の「して

思っていたこともあり、
「この世に顕

だろうか？私の我の心だろうか…〟と

子どもを変えよう、変わってくれれば

外のところに原因がある。親や、夫、

そして、いつのまにか、また自分以

心と喜びに包まれました。こんな世の

ていくと宣言していただき、大きな安

福していただいて、絶対に幸福になっ

今回、宇治に来させていただき、祝

かった自分に気が付き、そうではなく、

ただきました。神の子として自信がな

いた自分を見つけ、原点に戻らせてい

に、つい現象に振り回されてしまって

4

相手の幸福を祈る心は、自分にも幸せとなって返ってくる

の大生命から湧き出てくる喜びのコト
の大生命を押し抱いていることの喜び

代）
〈女性〉

のコトバにほかならないと実感してい

（

自分。そ

今日は午後からでしたが、参加させ

I．K

ます。ありがとうございます。

うだった、
そうだっ
うでした。小言を言う必要も、注意を

もらってうれしい事を先にする。否定

代）
〈女性〉

する必要もないんだ、と決意すること

して注意することはだめですよ」がす

（

待ちに待った講話の再開、本当に嬉

ができました。ただただ自分が神の子

ごく効きました。また、自分の仕事の

S．A

しく飛んで来させていただきました。

として喜んで、ひとつでも多くの「あ

子育て真っ最中で、子供に注意して

ていただきました。

生で聴く講話はどれも求めていたも

りがとうございます」の善き言葉を言
また、自信をもって「堂々」と生き

事でもやもやしていて、〝これは神の子
る、神の子として信念をもって良いと

い続けます。

良き習慣を作ることを実践していこ

らしかったです。

る！」という信念を頂きました。

れたものはすべて善。よくなるしかな
る勇気が湧きました。今まで失敗を恐

子〟
の自覚、
自分も全ての人も神の子で

い。
」の言葉に、勇気と、
「必ず善くな
れ、行動できないことが多くありまし

思ったことを躊躇せずに実践、新たな

る習慣があったのですが、またポケッ

たが、
〝今からでも遅くない、実践しよ

事にもチャレンジしていく生き方をす

トに聖経を持つ習慣に変えてみようと

ある真理からスタートする、という所

少しあいた時間も、ついスマホをいじ

思います。少しの時間でもしおりをは

う〟と思いました。

いいのにと求めていた自分の心にも

ブレない信仰生活のお話でも、〝神の

さんで聖経を誦みたくなりました。

うと、わくわく心が弾みます。今まで

したご講話の演題もとても新鮮ですば

がわかりました。新しくリニューアル

たと絡まっていた糸がほどけてゆくよ

40

のばかりで、魂が最高に喜んでいるの

40

りたいと思いました。そして、できた

きちんと堂々と理由を話せる自分にな
さんで続きからとか、少しずつの積み

した。聖経も読んだ途中にしおりをは

メな部分を

や自分のダ

ダメな部分

変えようと

を認めてい

することは

榎本講師、岡田浩二講師のご講話で

ることにな

重ねを三カ月続けて、習慣化していき

は、まわりではなく、自分自身が大事

り、暗い面にフォーカスして光明化で

たいです。

で、自分の信仰生活を振り返ることが

きていない。それよりも神の子の自覚

事を一つずつ積み重ねていって、自分

大切だということが心に残りました。

を深めることが大切だと学びました。

を褒めて、認めていきたいと思います。

今、家族のことで心配なことがあり

代）
〈女性〉

今日は参加できてとてもうれしいで

ますが、自分自身に目を向けて、こつ

（

す。直面で講話を聴けることは有り難

岡田浩二講師のお話は、神の子とし

E．M

いです。若い方々の参加が多く、皆さ

こつ信仰生活を努力していきたいと思

代）
〈女性〉

来れた、とうれしい気持ちでいっぱい

一年ぶりの宇治の講話です。やっと

（

の神想観や、聖経をいっき読みできな

S．Y

仰を深めていきたいと思います。

これからも気持ちを改めて、毎日信

いただきました。

自己讃嘆して暮らす大切さを学ばせて

て人に悦んでもらえるように行動し、

んの熱心な姿もすばらしいな、と思い

いました。
代）
〈女性〉

ました。講師の方々にも少しお話がで

（

今日は久しぶりに講話に参加させて

C．H

長田講師のご講話では、コトバで表

長田講師のお話では、日々良い言葉

くても、ふせんをはさんで読む読み方

一年前は大腸ガンが見つかり、練成

です。

言われ、その後、安心した気持ちで手

講師より、「ガンガン喜んだらいい」と

会に参加させていただきました。長田
榎本講師のお話は、講師の娘さんの

になることができました。

また改めてやっていこうという気持ち

などをお話ししてくださり、今日から

に触れる大切さとその為の方法として

いただきまして、ありがとうございます。

ことが大事だということが心に残りま

きコトバが出てくるように習慣化する

いな、と感じました。

とお話や相談ができるようになればい

きて、お顔を見ることができて、もっ

50

現したら必ず顕れるということと、よ

40

旦那さんの実体験の話をもとに、他人

祈るたび毎にあなたの魂は浄められる
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す。無事に帰るようにと祈りをこめて

とうございます〟と唱えながら帰りま

きました。

たと気付

〝我〟だっ

こ れ が

活を続けてください」との言葉をハガ
手を振って見送ってくれる両親の姿に、

すでに護

愛は神の愛、父の愛は神の愛。ありが

キで頂き、大変有難く、明るい気持ち

られてい

術を受けました。また、「毎日悦んだ生

で生活してきました。

毎回涙が出ます。ありがたいな、と感

今日の千羽講師の〝自分自身に和解
じる時です。

あります。なかなか自分を赦すことが

り、大変自分に厳しく赦せない部分が

たい、きちっとしていたいと思うあま

分、一面のみを観て全てと勘違いして

観ることの大切さを思いました。一部

の愛をしみじみ感じます。全相を知る、

ずを迷いと云う」でした。改めて両親

ませんでしたが、
「想い全相にいたら

子供の時は厳しい両親で好きになれ

知りました。そのまま愛一杯いただい

かりだったのですが、愛されていると

とどこかで思って、申し訳ない思いば

めて教えていただきました。

いっぱいの生活をすればよいことを改

て、喜び

する〟お話、
大変心に刺さりました。い

出来ないでいます。家に帰って
『生活の

はいけないですね。

た、とただただ悦んで神想観を頑張り

の顔が浮かび、喜んでくれているよう

ありがとうございます。力強くて、
父母

すばらしい清水講師先導の浄心行を

講話、ありがとうございました。浄心

（

代）
〈女性〉

千羽講師、清水講師、素晴らしいご

K．W

重いものがずっとありました。どう

るの？」と訊かれまし （ 頁に続く）

り、
「宇治に行くってことは、悩みがあ

10

6

研修生募集中 ! 教えを学ぶ最高の機会 !!

つも正しくありたい、しっかりしてい

智慧三百六十五章』を読み返してみよ

たいと思います。宇治の早朝神想観、
毎

行も素晴らしく、参加させていただけ

また、両親に迷惑ばかりかけている

うと思いました。また、
私は神の子だっ

朝楽しみに参加させていただきます。

がすっきりいたしました。ありがとう

でした。色々の思いが吐き出せて、
気分

て、その思いを返すことが大切だと思

父母への感謝、愛と悦びが全てだと

いました。

いう清水講師のお話、すばらしかった

代）
〈女性〉

た喜びを感じています。
（

今日、久しぶりの宇治に喜んで向か

すればよいのかと悩んでいましたが、

う途中に友人から悩み相談の電話が入
神の愛は父

いて、とても感動しました。

久しぶりに講話に参加させていただ

O．J

ございます。大変お世話になりました。

です。
私はいつも実家へ行き帰る時、
見
送りに出て
くれる両親
の姿に心の
中で、〝神の

60

の愛、母の

愛は母の愛、

50
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♦ 対面での個人指導のお願い ♦

京都府を対象とした２度目の緊急事態宣言も解除され、感染者数の減少傾向
は示しながらも感染力の強い変異株が確認されるなど、感染防止の手を緩める
わけにはいかない状況が続いております。
感染防止の観点から一定時間、向かい合い話すことになる「対面による個人指
導」は下記の対策を取りながら実施させて頂くこととなりました。
今回の趣旨をご理解頂き、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

１. まずお電話でのご予約をお願いします。
予約なく来られる場合、個人指導できないことや非常にお待ち頂く場
合がございます。
２.65 歳以上の高齢者の方、基礎疾患のある方との対面での個人指導は行って
おりません。電話、手紙、zoom 等で個人指導させて頂きます。
３. 当日は体温測定や問診票の記入をお願いします。
４. マスクを必ず着用して下さい。講師もマスク着用致します。
５. 指導室入室前には手指のアルコール消毒にご協力下さい。
６. 指導時間は１時間以内とさせて頂きます。
７. ソーシャルディスタンス（２メートル以上）を保ってお話し下さい。
８. 部屋の換気を行います。出入口や窓を少し開けながらの対応となります。
９. 大きな声を出さないでお話し下さい。
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経験は魂の栄養素である、感謝して受け、味わうべし

土

日

土

日

火

土

日

土

日

4月3日

4月4日

4月10日

4月11日

4月16日

4月17日

4月18日

4月24日

4月25日

日

未だかつて無駄になった訓練や努力はない
志郎
志郎

忍

長田
清水
清水

浩二
一子
一子

真平

千羽
岡田
榎本
榎本

一子
浩二

浩二

岡田
榎本
岡田

忍
真平
真平

長田
千羽
千羽

新版 人間苦の解放宣言
新しい文明 を築こう 中巻

神と偕に生きる真理365章

女性の幸福365章
女性の幸福365章
新しい文明 を築こう 中巻

女性の幸福365章

46億年のいのち
聖経 甘露の法雨･万物調和六章経

新版 人間苦の解放宣言

詳説神想観･病気はこうして治る(実践編)
森の日ぐらし
新しい文明 を築こう 中巻

森の日ぐらし

志郎

清水

霊供養入門

詳説神想観･病気はこうして治る(実践編)
生活の智慧365章
新しい文明 を築こう 中巻

46億年のいのち
新しい文明 を築こう 中巻
聖経 天使の言葉

忍

長田

を築こう 中巻

生活の智慧365章

森の日ぐらし
新しい文明

森の日ぐらし

幸福を招く365章
幸福を招く365章
新しい文明 を築こう 中巻

幸福を招く365章

テキスト

千羽 真平
千羽 真平
大拝殿

志郎
浩二
浩二

一子

榎本
清水
岡田
岡田

一子
一子

志郎

清水
榎本
榎本

浩二
忍
忍

真平

師

岡田
長田
長田

千羽

講

聴講希望者20名迄は感染防止対策を行った上、
参加出来るようにする。

肉体の我から真我へと飛躍する
昼食・休憩
病気は夢である
神の子を自覚したとき、病気は消える
蓮華日宝王地観
生長の家の生き方
実相と現象
昼食・休憩
「愛されたい」より「愛せよ」
基本的神想観
生長の家の生き方
まず神を愛せよ
昼食・休憩
常に祈りと共に【神想観説明と練習を含む】
絶えず伸びれば天に摩す
如意宝珠観
先祖・流産児供養
悦びの先祖・流産児供養
霊牌記載・昼食・休憩
生かされている生命（いのち）
四無量心を行ずる神想観
先祖・流産児供養祭
生長の家の生き方
実相は円満完全
昼食・休憩
神と一体となる【神想観説明と練習を含む】
ハイの生活
神を讃える神想観
浄 心 行
浄心行について
昼食・休憩
お父さんお母さんに感謝しよう
浄心行
女性の幸福
自分を好きになる
昼食・休憩
執着は愛ではない
妻として母として
浄円月観
祈り合い
実相の完全さを観よ
昼食・休憩
祈りは必ず叶えられる（祈り合いの神想観について）
祈り合いの神想観実修

講話のテーマ&行
病本来無し

蔵

11:00〜12:00
12:00〜13:00
13:00〜14:00
14:00〜14:30

11:00〜12:00
12:00〜13:00
13:00〜14:00
14:15〜15:15
15;15〜15:45

11:00〜12:00
12:00〜13:00
13:00〜14:00
14:15〜15:25

11:00〜12:00
12:00〜13:00
13:00〜14:00
14:15〜15:15
15:15〜15:45

11:00〜12:00
12:00〜13:00
13:00〜14:00
14:00〜14:30
15:30〜16:30

11:00〜12:00
12:00〜13:00
13:00〜14:00
14:15〜15:15
15:15〜15:45

11:00〜12:00
12:00〜13:00
13:00〜14:00
14:00〜14:30

11:00〜12:00
12:00〜13:00
13:00〜14:00
14:15〜15:15
15:15〜15:45

時

2021 年４月 講話予定

宝
No.76
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令和３年４月１日

蔵

会場での講話聴講に是非お越しください
感染拡大に十分配慮したうえ、講話の聴講を受け付けます。
（宿泊不可・事前予約制）
♦ 参加条件
・65 歳以上の高齢者の方のご参加はご遠慮ください。
・宿泊はできません。
・ご予約は、電話または Facebook・ホームページの申込みフォーム上でしてください。
・参加人数は先着 20 名です。
・基礎疾患（糖尿病・心不全・呼吸器疾患（COPD 等）
・透析を受けている方・免疫抑剤や
抗がん剤を用いている方）をもった方は参加をご遠慮ください。
・体温が 37 度以上の方は参加をご遠慮ください。
・息苦しさ・咳・だるさ・軽い風邪症状等、当日体調不良の方は参加をご遠慮ください。
♦ 参加にあたっての注意事項
・本山内ではマスクの着用をしてください。
（1 枚 50 円で受付でも販売しています）
。
・トイレ使用時は石鹸で手洗いをしてください。
・受付や会場・食堂・トイレ等の出入りの際は手のアルコール消毒をしてください。
・ソーシャルディスタンス（約 2 ｍ）を守り身体的接触（ハグや握手）は避けてください。
・注意事項を守っていただけない方はお断りいたします。
♦ 受付時
・申込み用紙の体調記入欄を必ずご記入ください。
♦ 会場内での注意事項
・座席はソーシャルディスタンスを保ち、椅子の移動はご遠慮ください。
・至近距離での会話、大声での会話はしないでください。
・飲食はご遠慮ください。
♦ 食堂使用時の注意事項
・マイ箸・マイボトル・ハンカチをご持参ください。
・1 テーブルに 1 名ずつ座り、皆、同じ方向を向いて食事をしてください。
・食堂内での会話はしないでください。
♦ お申込み方法（締切：参観日 2 日前まで）
・電話 0774-21-2153（練成部）または Facebook かホームページの
申込みフォーム にて、お名前・県名・電話番号・生年月日・
参観ご希望日（別紙参照）をお伝えください。
♦ 奉納金（昼食代は別途要／ご随意）
大人・・・1,500 円／子供（3 歳〜 12 歳）
・・・750 円
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自ら進んでするとき、困難は困難でなくなる

No.76

蔵
宝

みに待たせていただきます。今日は宇

より多くの方々と拝聴できる日を楽し

心より尊敬する講師の方々のお声を、

あるかもしれません。

わるくらいの時間なら参加できる方が

治でご講話が聴けて、心がポカポカ温

代わりのネットフォーラムがあります。

多いのかもしれないと思いますが、毎

かくなる一日でした。

午後でも教区のネットフォーラムが終

千羽講師のご講話で心が癒され、緩

回異なる時間に開催されるのも「その

たが、私は光を感じるために宇治に来

んで、涙が出てきました。清水講師の

時間なら参加できる」と喜ばれる方が

させていただいています。

ご講話は明るく、榎本講師のご講話と

〈女性〉

希望通りの不動産物件に
恵まれました

Y．I

今年の四月から雇用延期で、もう一

年仕事をすることに決まりました。そ

の後は自宅で洋服の縫製修理の仕事を

然電話が入り、元気な声を聞く事がで

途絶えて、生死不明だった息子から突

げさまで満願の後日、半年以上連絡が

祈りを、ありがとうございます。おか

私たち家族のために真心こもったお

屋あるので、ミシンを置いて洋服の修

することが出来ました。二階には三部

のほぼ理想に近い物件を十月末に購入

歩いて五分位の所で南向き、二階建て

祈願をお願いしました。街の中心から

キロ以内、日当たりの良い物件の神癒

内の二階建て、街の中心から北に一．
五

一戸建てで、中古住宅築四十五年以

しようと思っています。

きました。生きていてくれたことが本

理部屋に当てたいと思います。物件は

〈女性〉

当に嬉しかったです。心より感謝申し

F．D

音信不通の息子からの連絡

〈神癒祈願のお礼状〉

神想観でしみじみと安心感を感じさせ
ていただきました。
こんなに尊敬する講師の方々のお声
を、宇治に来たくても来れない方々に
も届られるようにネットフォーラムを
再開していただけると嬉しいなと思い
ます。教区の行事とさえ重ならなけれ
ば最優先に参加させていただきたいと
思います。
宇治のご都合もあることと思います
が、参加側から考えさせていただくと、
うちの教区の場合、月初めは感謝奉納
祭や対策部会があり、普段は午前中に
母親ネットフォーラム、午後は誌友会

上げます。ありがとうございました。
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神はすべてを知りつくして、あなたを正しく導き給う

これから始まる大学生活が、健康で

がとう！応援のおかげです」とライン

良き出会いと充実した日々であります

が届きました。

入れることが出来ました。不動産手数

よう、神癒祈願を続けさせていただき

長男が市役所のあき家バンクで探し当

料はかからず、登記料と物件代だけで

てたので、全てありがたい条件で手に

済みました。

コロナが早く終息し、宇治の練成会

ます。
どうぞよろしくお願い致します。

に参加させていただける日々を楽しみ

に、日々お祈りしています。

ださり、写経をはじめました。一巻目

リフォームして三月頃引っ越す予定
です。家で聖経を毎日あげています。

※全項目は二十枚写経用紙が
入 ってお り、 奉 納金五千円以 上
で、
『観世音菩薩讃歌』等を謹書
で きます。余 っ た用紙に別の 項
目 を書か れ まして も、奉納金 が
新たに発生することはございま
せん。

がとうございました。

れからも写経を続けていきます。あり

現在、五巻目に入っております。こ

じられないくらい元気になりました。

くことができ、一カ月前に比べたら信

がつきました。三巻目は落ち着いて書

食事が美味しくなっていることにも気

まりが消え、
難聴が治りました。
また、

我夢中で書いておりましたら、耳の詰

は無我夢中で楽しくでき、二巻目も無

〈写経のお礼状〉

昨 年、 突 然 発 熱 し て か ら 三 カ 月 の

〈女性〉

間、微熱がなかなか下がらず、病院へ

T．K

連続写経で体調が
良くなりました

本当にありがとうございました。

〈女性〉

第一志望の大学に合格
M．E
孫娘の大学合格の神癒祈願をお願い
していました。
おかげさまで、
第一志望
校に合格させていただきました。「宇治
てるから大丈夫！」と励まし、神癒人

行っても原因不明で薬では治りません

の立派な講師の方々が祈ってくださっ
型を孫娘に送りました。私も三正行の

で
「写経」
の言葉が思い浮かんだので、

継続と写経に励み、神様への全托を深

やってみようと思い、教化部へ電話し

でした。本当につらく苦しい日々の中

昨日、
合格の喜びの知らせに、
神様、

めました。
ご先祖様、一年前に亡くなった主人に

ました。
教化部のＳさんが丁寧に説明してく

手を合わせ、心から感謝致しました。
孫娘から「おばあちゃん、本当にあり

子供の天才が芽吹こうとする「今」を見逃してはならない
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♦ オンラインによる対面個人指導（無料）を行います ♦
※ご希望日の 3 日前までにはお申し込みください。
時間：9：20 〜 12：00・13：00 〜 16：00
担当講師：長田忍本部講師・清水志郎本部講師
榎本一子本部講師補・岡田浩二本部講師補
千羽真平本部講師補・田野靖彦本部講師補
（担当講師のご希望はお受けできません）
条件：zoom かメッセンジャーをご自分で繋げられる方
お申込み方法：メール rensei@uji-sni.jp または Facebook 練成部ページへ
メッセージでお名前（ふりがな）
・電話番号・ご希望日時を
ご送信ください。
担当講師等、こちらより返信いたします。

再開につきましては
ホームページ又は
Facebook・お電話で

4・5 月練成会案内

練成会は

お問い合わせください

令和 3 年 5 月
まで中止です

一般練成会
4 月 14 日（水中)止～ 20 日（火）
新入社員練成会
4 月 26 日（月中)止～ 28 日（水）
ゴールデンウィーク練成会
5 月 3 日（祝）～
5 日（祝 )
中止

4 月宇治別格本山で行われる行事
11 日 ( 日 )10:00 ～
13 日 ( 火 )10:00 ～
19 日 ( 月 )10:00 ～

自然災害物故者慰霊塔月次祭※無参列
宝蔵神社月次祭 ( ライブ配信）※無参列
全国流産児無縁霊供養塔供養月次祭※無参列
末一稲荷神社月次祭・精霊招魂神社月次祭※無参列

宗教法人生長の家宇治別格本山
京都府宇治市宇治塔の川 32
Tel.0774-21-2151
www.uji-sni.jp/

ISO 14001 認証取得

この印刷物は古紙配合の再生紙を使用し、自然にやさしい大豆油インクで印刷しています。
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