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*10：45

伏木部長辞令交付のため来伯

14：00 大志万学院
22：20 帰国 ユナイテッド

来る 10 月 7 日、伏木部長が来伯されます。講
演会、勉強会にはぜひご参加ください。
◎ 伏木部長

2017 年度

スケジュール

7 日(金)
09：50 着聖
19：00 サンパウロ講演会
テーマ： 今こそ原点に立ち戻ろう

Mitsunobu Yamada

会 長

Kiyotaka Sugo

副会長

Shinji Ogura.

監 査

Tsuiyoshi Yamada
Emilio Jose Tranquilin
Jose Pedro Furlan

８日(土)
09：30－10：30

勉強会（セントロ支部）

10：40－11：30

講話

11：40－12：30

歓迎会

17：00－18：30

副監査

Alexandre Ceccon
Felipe Vitti
Paulo Roberto Pires de Lim

アメリカ ―ナヘ移動
勉強会
（アメリカーナ支部）

会 計

Wagner Renato Ramos

副会計

Selma Sumie Ohia

総 務

Ernesto Tochiaki Suguihara
Carlos Tadeu Furquim

19：00 歓迎会

Maristela Nardi

９日(日)
08：30－10：00

Akiyo Sugahara Sugo

勉強会

普及部員

（アメリカーナ支部）
10：10－10：30

＊＊辞令交付式＊＊

10：40－11：30

講話

Vanderlei Gomes Vieira
短歌チ－フ

勉強会
（アメリカーナ支部）

09：30－10：30 カンピーナス 講演会
テーマ：“O momento de retorno à origem”

Yoko Tokuriki

副チーフ

Akiyo Sugahara Sugo

書道チーフ

Akiyo Sugahara Sugo

副チーフ

11 日(火）

場

Carlos Tadeu Furquim
Ernesto Tochiaki Suguihara

10 日(月)
07：00－08：30

新役員名簿

顧 問

場 所 ： Nikkey Palace Hotel

*12：30

サンパウロへ移動

Yoko Tokuriki

アメリカーナ支部長

所：SESI-Amoreiras
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Ken Ikegaki

副支部長

Jose Pedro Furlan

会

Ademar T. Tanaka

計

じっせんほうこく

ピラシカーバ支部長

実践報告①

Francisco Dimas Tranquilin

副支部長 Carlos Tadeu Furquim
会

Mauro

計 José Neves Sobrinho

カンピーナス支部長

57 歳
第 8条

Manoel Augusto Semedo

Batista da Silva
公務員
めいろう あ い わ

明朗愛和
きどう

副支部長 Gilson Assis

第 10 条

喜働

会

第 13 条

反始慎 終

計

スマレ支部長

Fernando Hess

スマレ支部

こうむいん

は ん し しんしゅう

私は公務員として働いています。この何ヶ月

Ernesto Tochiaki Suguihara

副支部長

Mauro Batista da Silva

かの間に国がとても景気が悪くなり私の勤めて

会

Alice Rodrigues de Souza

いる役所でも給料の遅払いや分割払いなどとい

ぶんかつ

計

じょうきょう

う 状 況 になりました。13 ヶ月（毎年年末に１
サンパウロ支部長

Motonobu Mitamura

ヶ月分の給料が支払われる）分の給料も無くて

副支部長

Yukio Kawamura

残業の分も払ってもらえませんでした。色々な

会

Thiago Kawamura

仕事に使う品物が不足し始めました。そうする

計

と満足な仕事ができません。こうした状況の
ふ

じ けん

こうしゅうかい

中、役所での働く人々の気持ちは暗くなり、不

さんか

富士研の講 習 会 に参加して
Geovane Lemos de Assis

平、不満、ストライキ、等々の問題が生じ、職

22anos

ふ ん い き

場が重い雰囲気になってしまいました。

カンピーナス支部

じょうきょう

こうした 状 況 の中で私は倫理の教えを守

いんしょう

富士研での体験は色々な意味で私は強い 印 象
たいおう

り、明朗な気持ちを失わずに仲間たちにも明る

ぎょうぎ

い気持ちで接することを心がけました。

せいい

を受けました。職員や研究員の誠意ある対応や日
本の各地から参加している会員の方々の行儀の良
さや明るい笑顔が印象的でした。色々な予定の時
げんしゅ

にんしき

間厳守などは自分に欠けていることを認識しまし
た。私は自分がもっとすばらしい人間になれると
しゅうい

思います。私は周囲の人たちとの関係も自分がも
にんたいりょく

っと忍 耐 力 を持って接しないといけないと思い
めいわく

ました。約束を守るということは人に迷惑を掛け
ないということです。
私は友達に倫理のことを伝えています。友達は倫
理の教えはステキだと言ってくれます。集いにも
参加するように声を掛けています。
温かく接してくださった富士研の方々に心から
感謝いたします。有難うございました。

かんしゃ

あるだけで私はとても感謝しています。今の職
場よりももっと悪い条件のところもあるので
す。今は同じ町中で私の家から近いところで働
いているのでとても楽です。時間もあるので家
族の色々なことも手伝えます。
まんぞく

私はただ感謝の気持ちがあってとても満足し
たいど

常に倫理の教えをしっかりと守っていきます。

か

さ

暗い言葉は避けるようにしています。仕事が

ています。私がこのような明るい態度を取るの
で仕事仲間はだれも不平や不満などを私には言
いません。その人たちを元気づけるように私は
めいろう あ い わ

努力をしています。私はこれからも明朗愛和の
くなん

じょうきょう

気持ちを続けます。苦難や変えられない 状 況

を受け入れていきます。有難うございました。
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しきなみ短歌

実践報告②
Mauro

Batista da Silva

スマレ支部

しんけいつう

ばんにんこうふく

まご

ざつよう

 神経痛で歩けぬ妻も孫来れば雑用かかえ歩

しおり

＊万人幸福の 栞 を毎日読む

き回れる

私は公務員です。２０１５年にスマレーの倫理

 三人の孫を初めて沖縄へ連れて見せるは青

の集いに入会しました。

の海色

 笑いあう子供や孫らを見る度に先の人生照

いけば、幸せになるかを教えてくれます。

らす光なり

照屋美佐子

こうべ

万人幸福の栞を勉強した中でも私には第１条の

がっしょう

 先人に 頭 をたれて 合 掌 す移民の父の墓は
すが

「今日は最良の一日、今は無二の好機」がとても

清しも

徳力洋子
か

役に立ちました。私は集いの何日も前に何度も勉

 庭先で我が家の子犬駆け回る遊び疲れて昼
いと

強することにしています。ですから集いの時には

寝も愛しい

山田充伸
うんかい

私は勉強する部分が全部頭に入っています。

おうらい

 階段を上りて見れば雲海で車往来危なき通

倫理の教えは今の世の中の様々な心配ごとや移

り

みちび

松本つよ子

ぴょんやん

り変わりの中でも私を正しく 導 いてくれます。
じっせん

須郷昭代
たび

倫理は我々が毎日をどのような気持ちで生きて

 「 平 壌 」で終戦迎えて七十年過ぎても未

けつい

のうり

私はこの栞に、セブンアクトと実践の決意をい

だ脳裡に焼付く

っしょにして必ず読むようにしています。

大志田良子

 耳澄まし朝を感ずる音なき音に心と筆を一

万人幸福の栞は本当にすばらしい教えで、どれ

つにしたり

を実践しても必ずほかの教えとつながりがあるこ

三田村元信

 際立つることなく気品を保ちたりひと本咲

とを知りました。私はもう一冊この栞を買求めて

ける山桜花

それは常に職場においておくことにしたいと思い

岡田

進

 茂りたる葉陰に小指の先ほどの柿の実並び

ます。そうすれば一日中何時でも勉強が出来ま

ぬ若葉の色して

す。倫理の集いがある日は私はとても明朗で健康
な気持ちになれます。

川村幸男
おきなわ

島田光男

 君の手の柔らかきかな温きかなずっと離さ

倫理は勉強をすればする

ずつないでいたい

木村英世

さ つ き

ほどもっと幸せな気持ちになれます。

 まだ皐月と思えど我差す太陽は日毎に夏を

私は集いを欠席したことがありません。集いは

まといて来たり

矢口裕司

心から喜んで出席しなければよい結果が得られま

講演会に行こう！！

せん。読書、勉強、学び、実践などが大好きで
す。「働きは最上の喜び」を感じます。
ありがとうございました。

10 月 7 日（金）19 時より

場所：

ニッケイパラセホテル

じっせんほうこく

＊ ＊

皆さんの実践報告、感動したこと、短歌

＊

などをお寄せください。ポルトガル語

＊

日時：

けっこう

でも結構です。お待ちしております。
E メール

yoko.tokuriki@uol.com.br

電

3984-1851

話

Rua

Galvao

Bueno， 425

Liberdade

講師：

伏木久登

倫理研究所

国際部長

テーマ：

今こそ原点に立ち戻ろう

もど

＊皆様のご来場をお待ちしております。
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