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十月（神無月）をむかえて

生長の家宇治別格本山 宮司・総務

（誰と誰を結婚させようか）
などを話し合いま

樹

す。その為、出雲大社は縁結びの総本山でも

芳

宝蔵会の皆様には日頃から宇治別格本山の

あります。また、来年の天候、農作物や酒の

端

諸活動に、ご愛念とご協力を賜り、心より感

堀

謝申し上げます。暑い夏も終わり、本格的な

別格本山の奥域に、神癒の社 入龍宮幽斎殿が

四十六年（一九七一年）十月十四日に、宇治

さ て、 十 月 は ち ょ う ど 五 十 年 前 の、 昭 和

出来なども話し合われているそうです。

全国の八百万の神様が、一部の留守神様を残

十月は神無月とよばれていますが、これは

秋の季節となりました。

して出雲大社へ会議に出かけてしまうと考え

谷口雅春先生は、入龍宮幽斎殿の落慶を祝

落慶した月であります。

その為、神様が出かけてしまう国では神様

られたからであります。

集まった

全国から

あります。

というので

きない。そのために〝龍宮〟と書いた扉がこ

宮界に入らねば多宝の世界に達することはで

われは一遍〝無〟の門関を超えて、そして龍

何事も都合よくいかないのであります。われ

も、
それは、
妄想によって縛られていますから

掛って、そして、現象界の色々の努力をして

「われわれは人間界の色々の変化に引っ

八百万の神

の奥の院の正面にある。あれは〝無〟の門関

福され、次のようにお話をされています。

様の会議の

の象徴であります。龍宮とい （次頁に続く）

がいないので「神無月」
、反対に出雲の国で

議題は、人

は神様がたくさんいらっしゃるので
「神在月」

の運命や縁
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うのは、これは神話でありまして、海

いうことになれば、きっと日本の国は

あると合掌して受け取らしていただ

の世界である。その神々の世界と我々

即ち存在の根底の世界で、それは神々

気象に伴う様々な災害、国と国との武

ナウイルスによる感染の拡大や、異常

られています。世界の現状は新型コロ

このように、神想観の大切さを述べ

が弱い性格でした。そのため、人付き

嫌なことをされても、言い返せない気

は、子供の頃、おとなしく、友達から

会ったとき、
そこから逃げがちです。
私

私たちは何か問題や苦痛、不幸に出

き、感謝感謝で暮らすことができる

が交通しないで人間界の色々の現象に

力衝突などの様々な事象が起こってい

合いが苦手でした。そんな自分の性格

ようになるのであります。
」

引っ掛っている限りは、よくしようと

ますが、毎日一回は神想観を実修して、

が嫌でした。

素晴らしい国になると思うのでありま

思うことが悪く回転していって、そし

神 々 の 世 界 と 交 通 し、 そ の 叡 智 を 授

す。
」

て行きづまりを生じることになるので

かって、この難局を乗り越えていきま

の底というわけであります。海という

す。この入龍宮幽斎殿ができまして、

れ、中学生のときに参加した練成会で、

した。私も神の子であり、苦手意識を

はいない、と教わり、勇気づけられま

人間は皆神の子で完全円満で、悪い人
「競争者や苦痛や不幸は、その人の

持っていた友達も神の子だと思うこと

ができ、神想観で祈るようになったと

たましい

ぬ迷妄の自壊過程であります。この

『生命』
の生長にはぜひなくてはなら

き、現実の人間関係も改善されていっ

きるのであります。
（中略）このこ

声を掛けて友達を作ったり出来るよう

生のときには、自ら、知らない人にも

にもなって活動するようになり、大学
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問題が起きたとき神ならどうするか考えよ

のは、一切の物を生み出すところの底、

そして、多くの政治家達がここへきて、

しょう。

しかし、母の影響で、生長の家に触

神想観を修して、そして、龍宮界から
無限の知慧を授かって、政治を行うと

すべては生命の
生長の機会

刺激や反省資料があるためにわれわ
たましい

れの『生命』は反省の機会を与えら

とが信ぜられればもうどんな苦しみ

になりました。そして、人と接するこ

高校生のときには、生長の家の会員

たのでした。

合掌ありがとうございます

も悲しみも自己の無限生長の資料と

一

れ、浄化の機会を与えられ、いろい

『生命の實相』第一巻六頁、
十頁に以

していただいた皆ありがたい修行で

ろの経験を積んで生長することがで

下の文章があります。

新 宮

霊宮聖使命会事務部 会員課

随想
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ぶことが、ありがたい修行であり、生

まさに私にとっては、人間関係を学

た。

事とする教員を目指すようになりまし

とが苦手な私が、人と接することを仕

徒から、高評価を得られるようになり

を思いつき、実行してみたところ、生

員生活七年目にして、授業改善の方法

けようと思っていました。そして、教

中で、一つの道を十年間は辞めずに続

せていただ

と受け取ら

修行である

ありがたい

が、これも

ところです

をしている

き、生長の糧としていきたく思います。

ました。気がつけば、教員生活も十五
となり、現在の宇治別格本山奉職に至

年がたったところで、この環境を卒業

教員になってからも、
なかなか、
思う
ります。

命の生長の機会でした。
ような授業ができず、自分は本当にこ

現 在、 コ ロ ナ と い う 未 曾 有 の 経 験

の道を続けるべきなのか、何度も考え
ました。しかし、日々、神想観をする

［注 ペン写経発送対象者は、令和三年八月号

経をお送りくださり、ありがとうござ

この度は『大調和の神示』のペン字写

た。喜び事がやって来た。よいニュー

やって来た。ありがたい事がやって来

「うれしい事がやって来た。楽しい事が

いと、
『日時計日記』の一日の終わりに

日でした。私は心を明るく切り替えた

来ない時期で、つい心が塞ぎ単調な毎

コロナ禍などで思うように行動が出

祈り申し上げます。

の再開される時と、皆様のお幸せをお

一日も早くコロナが終息し、練成会

し上げます。

いたしました。心より御礼と感謝を申

なく、書くことの素晴らしさをも実感

るく前進致します。また、思うだけで

写経が届き、大変感動致しました。明

『宝蔵』二部以上購読者の方です。
］

いました。届いた時「何かしら？」と開

スがやって来た。
」と毎日書くことにし

﹃大調和の神示﹄ペン字写経のお礼状

けると、講師・職員の方々の一筆一筆真

Z．Ａ

心込もる貴重な写経。思わず「ひゃー

ました。
十日目に御愛念のありがたいペン字

うれしい。光が舞い込んだ、神様が来
てくださった…」と言っていました。

神の心に一致した願いなら必ず叶えられる
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毎日テレビでは、コロナウイルスの

うちにもこのような素晴らしい祝福を

に写経を頂戴致しまして、驚いたやら、

有難うございます。此度、八月号と共

いつも『宝蔵』を拝読させていただき

押し寄せて来たことがありました。私

ある時、私を祝福する念波が何度か

どの時間をこの場所で過ごしています。

書物の拝読・書き取りなどをして、殆

て、その前に机を置き、そこで真理の

春先生のお書きになった実相額を掛け

に、居間に〝床の間〟をつくり、谷口雅

るので、私は誌友会を開催していた時

の心の中に入って見ておられる様な気

魂が〝ドキッ〟としました。神様が私

と、注意喚起してくださったと思われ、

た時に、神様が「忘れるではないぞ！」

した。写経の『大調和の神示』の字を見

三日間で消えてしまったことがありま

た時に、この神示を真剣に実行して約

大きい梅干しくらいのコブができまし

年ほど前になりますが、私の太ももに

又、『大調和の神示』のことですが、
二

も受けることが出来るのですから。

嬉しかったやら感激致しました。宇治

は思ったものです。
「あれっ？神癒祈願

がしたものですから…。

関係上、
「家に居てほしい」と云ってい

写経してくださった六人の講師・職

を出していたかしら？」と。祈願を出

S．Ｋ & F

員の方々はじめ、宇治の皆様のご健勝

した時と同じような祝福の念波が、光

ております。御礼申し上げます。

で拝読するのとはまた違う深みを感じ

とご発展を祈念致しております。この

される宇治の方々の強いご愛念を受け

してありがとうございます。新型コロ

日夜、私達に心をかけていただきま

B．C

激動の時代を乗り切って参りましょう。

の波のように降り注いでいるようでし

て、私は八十二歳になっておりますが、

神様に愛され、高き魂の持主であら

た。やっとこの事だと理解出来ました。

先日『宝蔵』と共に、
宇治の偉大な慈

ナウイルスのニュースで一日が始まる

T．E

悲深い講師・職員六名の皆様より私の

コロナにも罹らず、元気で過ごしてお

は本当に幸

の誌友の方

生長の家

ら逸れていることにハッとさせられま

だけのものとなり、随分と神様の道か

想観も三日に一度、一週間に一度と形

重きを置き、毎日行じていたはずの神

日々の生活においても目の前の現象に

中、周りの人達の言動に相づちをうち、

ために実相顕現・幸福・健康を祈願して

せだと思い

した。

ります。

各々の方々が写経してくださってい

ます。知ら

ただきまして、誠に有難うごさいまし

たその時間だと思うのですが、不思議

ず知らずの

『大調和の神示』を写経し、送付してい

な体験をしておりましたのでご報告申

た。心から感謝申し上げます。

し上げたいと存じます。
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“今”心の向きを一転せよ 世界が変貌する

講師・職員の方々から頂きました『大
調和の神示』の写経を読ませていただ
き、私も書かせていただきました時、数
年前にお世話になりました練成会では、

どりしながら生活に活かしていきたい

ました。腕には青アザが大小三カ所で

て一晩でなめらかに治り、ビックリし

いので、長袖でカバーしています。顔

きていましたが、この時期の雨で涼し

と思います。

O．S

に傷がつかなかったので深く感謝して
此の度は心の籠った『大調和の神示』

なかなか心に余裕がなく周りに目をや
ペン字写経を送付いただき誠に嬉しい

は『大調和の神示』の直筆のものをい

祈念の寄せ書き、そして又先立って

上げます。

いつも心にかけてくださり感謝申し

F．K

私はハッと思いました。
『大調和の神

ることが出来なかったと思っておりま

示』のお陰様と。本当にありがとうご

います。

したが、鮮明に宇治道場の調和の澄み

ざいました。

らしいことでしょうかと恐縮していま

員の方々の写経を手にしてなんと素晴
す。
「神の子Ｏ．
Ｓの実相顕現とご多幸

限りでございます。練成部の講師・職

森の中に鎮座の神様・講師の方々の

とご健康の為」にと、本当にありがと

切った光々しい空間の中に自分を見る

ご講話、
「ありがとうございます」の言

うございました。

ことが出来ました。

葉と共にたけのこ掘り、お茶摘み、大

《追伸》

宇治へ早く行ける日を待っています。

拝殿の雑巾がけの無心の汗、おいしい
お食事、すべての風景がキラリと光り、
競うもの無く爽やかに自然に動き機能
している不思議な感覚になりました。
御本・CD・テープ・写真などを取り

手で草を少々取りフーと立った時、今

した。終わってホッとしてしゃがんで

家屋敷囲いの除草を草刈機で作業しま

込んでいたのですが、読誦させていた

拝読させていただいております。

仏前での『甘露の法雨』読誦と一緒に

ただきありがとうございました。毎朝、

出して練成を受けさせていただいた頃

まで経験したことのないめまいで転倒

八月十一日、お盆準備の為二時間位、

の自分を

だき安らぎを得させていただいていま

書棚に片付けられていた生長の家の

思い起こ

しました。立ち上がり、手足の動きを

す。ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

先日、娘婿の急死があったりで落ち
し、 中 心

確認し、其後普通の顔をして家族に心
頭を打ちコブができ、二日目くらい

配させることなく動いています。
にゴツゴツ手に感じましたが、洗髪し

帰 一・ 真
引きもど

理の道に
り引きも

正坐調心、実相円満の風光を観よ
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書きも、大事に額に入れています。勿

先に送っていただいた「全托」の寄せ

す。今世でどれだけクリアできるのか。

をさらしに写経し、愛行させていただ

論『大調和の神示』もです。

です！感謝です。私も『大調和の神示』
いてましたが、今は目が確かでなく、コ

W．M
ピーして愛行させていただいています。

製）の塔で、建てられました。檜製造

和三十六年八月二十日に 檜 造りの（木

てくださる深い愛を感じ有難さが心に

るお姿は、無縁の流産児の御霊を守っ

左手には一本の白蓮華を持っておられ

皆様、お元気でご活躍くださいませ。

りは年ごとにいたみも進み、昭和四十

沁みます。

現在の御影石の供養塔が建立されまし
塔の上には慈母観世音菩薩のお姿が

子先生は次のように御文章に残してく

の流産児供養祭の時のことを、谷口輝

た。

ださっています。

祭りの行事が進み、祭司が祝詞を

ぶでしょう」

祭りらしいですね。赤ちゃんたち喜

「沢山のミルクですね。
赤ん坊のお

私は囁いた。

なお菓子が山と積まれていた。夫に

べられ、その左には子供の好きそう

いて、その上に数多くの牛乳瓶が並

供養塔の前に八足台をいくつかお

優しく立っておられます。慈母観世音

右手には愛らしい嬰児を抱かれ、その

い境内を見渡しておられるようです。

菩薩の優しく威厳のある眼差しは、広

建立されてから六年経った秋季大祭

年十月十四日檜造りの供養塔に変わり、

ひのき

皆様の心のこもった写経をありがと

全国流産児無縁霊
供養塔建立
全国流産児無縁霊供養塔は、最初昭

6

若返りの秘訣は人間は“神の子”と知るにある

『大調和の神示』は私の一生の課題で

──〈５〉

うございました。とっても嬉しかった

宇治別格本山の

歴 史
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を上げると、供養塔の背後の杉山か

あげ終わったときであった。ふと眼
の姿で現われて、お礼を言いに来た。

考えさせられた。赤ん坊が鳶の子供

神秘な感じを受け、意味深いものと

の家総裁谷口雅春汝たちに白さく

として入魂の儀を行はんと 茲に生長

日に汝たちの御霊をこの宝塔に鎮めん

とび

ら、羽音もさせず、静かに舞い降り

まれ肉体の生を享けて地上の修行によ

給う

しまし汝ら流産児を迎え 慈しみ育て

かった親のために、不自然な手術を

りて霊の向上を得んとする者には適当

親 の 無 知 の た め に、 神 を 知 ら な

これの宝塔の上には子育て観世音坐

本当にそうだと嬉しいと思った。

とび

てきた鳶の群れがあった。数えてみ
たら十羽であった。私は幼い頃から、

受けて殺された子供たち、哀れな子

の母体に宿し給ひて地上の生を得せし

而して縁ありて 再び地上に生

鳶は見慣れていたので、その飛ぶ姿

供たちが、
み教えによって救われ、
天

とび

ですぐ鳶と判ったが、どうも鳶とし

国で楽しい生活をしていることを思

とび

ては少し小さすぎると思っていたと
とび

とび

ころ、私の背後に掛けていた誰かが

め給う

地上の生を受けてより後も観世音菩

うと、自ずから微笑が湧いてくる。

とび

よりも棄て去られ 天涯孤独となりし

（
『白鳩』昭和四十七年新年号より）

「あれは鳶の子供です」と言われた。
とび

私はすぐに夫にささやいた。「鳶の子

谷口雅春先生は御影石で造られた現

と思ふ流産児たちよ 泣き悲しむこと

夢疑うこと勿れ 肉体の父よりも母

薩は護り給う
在の供養塔が建立されたとき、自ら斎

供ですって。
」
「流産児の霊が鳶の子
供の姿をして感謝に来たのだよ」と

主となられて流産児の御霊に告ぐる言

いたが、やがてまた杉山の彼方へ姿

幽界を超えてすべての人類を救わずに

葉を述べられました。そこには限界・

ともなりて戸を打ち家をくだく され

は洪水とも現はれ 泣き叫ぶ声は暴風

迷いを去れ 迷い迷いて汝らの流す涙

を止めよ 苦しみもだゆる事を休めよ

とび

は、供養塔の上空をぐるぐる舞って

夫は言われた。かわいい鳶の子たち

を消した。

はおかないという深い祈りと愛が込め

どこれ真の姿にはあらず 父を求むる

ものよ 母を求むるものよ 汝らの真

の父母は天地の大神なり 汝らは神の
此所宝蔵神社の浄域に 新しく清き

慈母の光を見よ 観世音菩薩の御声を

らをいつくしみ育て給う 目を上げて

子なり 今観世音菩薩として現れて汝
御影石もて宝塔を作り成し 今日の吉

全国流産児無縁の霊に
告ぐる詞
（祝詞）

られていました。

子供の

子供の供養をしているところへ、
とび

鳶ばか
りが集
まって
は、 何

くると
となく

成功の秘訣は深切を与えるにある
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すでに高き程度の進化に到達し 受胎
を識り人工流産せしめられたる怒り

希くは聖経の真理を受け速やかに真理

に聖経『甘露の法雨』を読誦せんとす

のお姿も見られ、お供え台にはミルク

りに来られた方たちの静かな聖経読誦

今も春夏秋冬、供養塔の前にはお参

給へと敬って白す

と胎児形成の過程を経験し 尚高度の

恨みを放ち去り 悲しみの涙をおさめ

やお菓子が絶えることがありません。

に魂の向上する学園となし 朝な夕な

進化を求めたる霊に外ならず 汝たち

て誠の道に進み給ひ 観世音菩薩の導

聴け 汝童子童女たちは霊界に於いて

には肉体なく苦しみ無く 悲しみ無く

きのまにまにいよいよ高き御位に進み

酬恩庵 一 休 寺

只〃向上あるのみなり この真理を知

宇治探訪

らしめ悟りに導かんがための縁として
供養塔を建立しここに鎮め奉りて慈母
観世音菩薩の御守護（みまもり）の下

僧であります。京都生まれで幼名は千

室町時代を生きた臨済宗大徳寺派の禅

一休禅師は、名は一休宗純といい、

がありますが、近郊を流れる川として、

菊丸とよばれ、後小松天皇あるいは足

宇治市を流れる川としては、宇治川
木津川があります。この木津川の対岸

でありますが、元弘の戦火で被災し復

代に臨済宗の高僧大應国師が建てたの

元の名は妙勝寺といわれて、鎌倉時

徳寺の高僧、華叟宗曇（かそうそうど

を著しています。一休の名付け親は大

歳のときに、十五歳では『春衣宿花』

の才能を開花させ、『長門春草』を十三

名前を授かりました。幼い頃より漢詩

六歳で京都の安国寺に入門し、周建の

利義満の血を引くともいわれています。

に京田辺市が位置しております。
この京田辺市の静寂な場所の一角に、

興されずにいたが、六代の法孫に当た

ん）であります。

「酬恩庵一休寺」があります。

る一休禅師が一四五六年に宗祖の遺風

んで有名です。アニメのテレビ番組も

一休禅師と云えば、とんちの一休さ

を慕って再興され、師恩にむくいる意
味で「酬恩庵」と命名されたのであり
ます。
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があります。

放映されたことがあります。有名な話

で、真ん中を

ありましたの

るなと書いて

渡ってきまし

としては、
「このはしわたるべからず」

た。
」と。ご主

す言葉もあり

一休さんが京都のお寺で修行をして

ませんでした。

いるとき、そのお寺の和尚さんの碁仲

あり、仕返ししたいと考えていました。

その他にも

人は一休さん

ある日主人から「いつもお寺にお世話

足利将軍か

のとんちに返

になっているので、和尚さんをもてな

ら、びょうぶ

人は一休さんにやり込められたことが

したい、一休さん共々お越し下さい。
」

の虎を退治し

間で大きなお店の主人がいました。主

びで一休さんを連れて主人のお屋敷に

とおさそいがあった。和尚さんは大喜

を招いて橋を渡るなとは、ばかばかし

これを読んで、和尚さんは怒って「人

わたるべからず」と書いてありました。

で、
「このはしわたるべからず、とあ

何と書いてありましたか。
」
と聞くの

答えました。
「それじゃ、
立て札には

え、ちゃんと読んで渡りました」と

ましたな 」と聞きますので、
「いい

れ遺骨は当寺に葬られたのであります。

歳の高齢を以って当寺において示寂さ

して文明十三年十一月二十一日八十八

この寺から通われたのであります。そ

年は八十一歳で大徳寺の住職となられ、

す。
禅師はここで後半の生涯を送り、
晩

ど多くのとんちのエピソードがありま

てほしいと頼

い。一休や帰るぞ」
と言いましたが、
立

りました」と答えると、「ではどうし

一休和尚がご臨終の時、弟子を枕元

まれた「屏風

て札をながめていた一休さんは、「和尚

て橋を渡ってきたのですか」とご主

に呼んで「仏教が滅びるか、大徳寺が

向かいました。立派なお屋敷の前に用

さま、大丈夫です。参りましょう」と

人は一休さんをやり込めたと思った

水が流れて橋が架かっており、橋のた

言って和尚さんと一緒に屋敷に入りま

が、一休さんはすかさず、
「はしを渡

の 虎 の 話 」な

した。するとご主人が、一休さん「橋

もとに立て札がたっていて「このはし

を渡る前に立て札を読まずに入ってき

和顔愛語すれば浄土現前す
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きたのであります。にっちもさっちも

大徳寺の存亡に関わる重大な問題が起

あります。それから長い年月が経過し、

べて、一つの箱を弟子に手渡したので

ら、この箱を開けなさい」と遺言を述

た。幼い頃より漢詩の才能を開花させ、

寺に入門し、周建の名前を授かりまし

もいわれています。六歳で京都の安国

松天皇あるいは足利義満の血を引くと

禅僧。
京都生まれで幼名は千菊丸。
後小

室町時代を生きた臨済宗大徳寺派の

眠っています。

年、八十八歳で病没。一休寺で静かに

まな人生の紆余曲折を経て、一四八一

号として授けました。その後、さまざ

風ふかば吹け」の言葉から、華叟が道

り 無ろじへ帰る 一休み 雨ふらば降れ

（かそうそうどん）
。一休の
「
「有ろじよ

いかなくなり、てんやわんやの毎日が

『長門春草』を十三歳のときに、
十五歳

【一休宗純 （いっきゅうそうじゅん）
】

続いていたときに、ある弟子が一休和

では
『春衣宿花』
を著しています。一休

潰れるかというような一大事が生じた

尚の遺言のことを思い出し、寺僧全員

の名付け親は大徳寺の高僧、華叟宗曇

祈っていたそうです。ご祈願いただき

院致しました。妹も心から手術成功を

※９頁の一休寺の写真の内、右下のものは
京 都 フ リ ー 写 真 素 材（ https://photo53.
）より掲載しています。
com

が集まって、静かに開けることにした
枚の紙でありました。そこに書かれて

ましたお陰で、他にも病気が見つかり

のであります。中に入っていたのは一
いたのは「なるようになる。心配する

ましたが、今では元気に散歩をして過

ざいました。

ひ孫が誕生

S．G

四月から孫の安産祈願をさせていた

〈女性〉

から感謝申し上げます。ありがとうご

ごしています。
お礼が遅れましたが、
心

な。
」
という一文だったのでありました。

〈神癒祈願のお礼状〉

このように禅師が晩年を過ごされたこ
とにより「一休寺」の通称が知られる
に至ったのであります。

〈女性〉

膀胱がんの手術が成功
T．N

先月は、義弟の神癒祈願をしていた
だき、ありがとうございました。先月
中旬に無事に手術が終わり、元気に退
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『神癒の社 入龍宮幽斎殿』奉納写経について
神癒の社入龍宮幽斎殿は神想観を実修するための斎殿として昭和 46 年
10 月 14 日に落慶、翌 47 年 4 月から神想観と奉納写経が始まりました。
『神癒の社 入龍宮幽斎殿』奉納写経とは、入龍宮幽斎殿の写経用紙に祈願
事項を書いて讃歌、聖経等を写経して、入龍宮幽斎殿に奉納していただくも
のです。
祈願部写経課では写経を受納次第、皆様に受納書をお送りしております。
入龍宮幽斎殿に奉納された写経は、写経祈願、写経祝福祈念、聖経読誦の
後、入龍宮幽斎殿に仮奉安致します。毎年 12 月に写経奉安式で写経奉安礼
拝殿に奉安されます。毎日、讃歌・聖経の読誦を行っております。
奉納写経は昭和 47 年～平成 12 年迄は、永久奉安。平成 13 年からは十
年間奉安となっております。
祈願内容は「神・自然・人間の大調和する世界平和の実現」「生長の家人
類光明化運動・国際平和信仰運動の大発展、講習会の大盛会」「先祖への報
恩感謝の御供養」
「家族、親族、縁族、自己の実相顕現、天分使命を通して
一人でも多くの人々のお役に立てますように」
、その他「個人の諸々の祈願
成就」
「健康祈願」
「良縁成就」
「志望校合格」
「実相顕現」等、自由にお書き
頂くことができます。
尚、練成部から宝蔵購読者（二部以上購読）の皆様にお届けしている『大
調和の神示』ペン字写経は、
『神癒の社 入龍宮幽斎殿』奉納写経とは用紙も
取扱いも違いますので、ご了承ください。
祈願部 写経課

だきました。お陰様で無事にひ孫が誕

生しました。初産としては軽かったよ

うで、母子ともに健康です。祈願のお

陰で、色々と順調です。本当にありが

〈女性〉

毎朝“われ神の智慧と一体なり”と念ぜよ

とうございました。

皮膚移植が成功

J．M

娘が左足に大怪我を負い、炎症によ

り壊死し、皮膚移植をすることになり、

神癒祈願をお願いしました。お陰様で

炎症が治まり、移植も上手くきれいに

していただきました。
退院後は、
元の生

活に戻ることができました。ありがと

うございます。嬉しかったのは、娘が

明るく前向きに治療に専念してくれた

ことです。愚痴もこぼさず、前向きで

いてくれたことが、何よりも有難かっ

たです。ありがとうございました。
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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・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：facebook 生長の家宇治別格本山ページ、または、
メール rensei@uji-sni.jp 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。

10・11 月練成会案内
練成会は

令和 3 年 10 月
まで中止です

再開は
ホームページ・
Facebook・
お電話にて
お問い合わせ
ください

一般練成会
10 月 13 日（火中止
) ～ 19 日（火）

女性のための練成会
10 月 29 日（金中)止 ～ 31 日（日）

短期練成会
11 月 5 日（金）～
中止

7 日（日）

10 月宇治別格本山で行われる行事
11 日 ( 月 )10:00 ～ 自然災害物故者慰霊塔月次祭※無参列
13 日 ( 水 )10:00 ～ 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
19 日 ( 火 )10:00 ～ 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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