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2 ． 谷口雅春先生報恩全国練成会の開催

　公益財団法人生長の家社会事業団定款第３条（目的）に掲げる「著作権保護及び出版物の刊行普及等」及び同定款第４条（事業）第１項第２号（精神文

化振興事業）イに掲げる「著作権保護及び出版物の刊行普及等を行う」に該当する、当公益財団法人の主たる業務です。

　従来から公益目的事業として実施してきた定款第４条第１項第２号ロに掲げる精神文化振興事業の各行事（講演会、座談会、心理カウンセリング、物故者

慰霊行事等）を総合的に実施する行事である「谷口雅春先生報恩 全国練成会」を定期的・継続的に開催する、当公益財団法人の主たる業務です。

　私達「生長の家社会事業団」は、谷口雅春先

生から託された 『生命の實相』 『甘露の法雨』

等の聖典聖経を護持し弘める事業を行って参り

ました。そんな中の平成２１年、谷口雅宣総裁の

現教団は 『生命の實相』 『甘露の法雨』 等の出

版差止を要求する訴訟を起こしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『真理』 は全巻刊行！（１０巻） ―

　私どもは断固として戦い、平成２５年、最高裁判所は、当事業団が 『生命の實相』 等の著作権者

であると認定し、現教団の不当な要求を退けました。

　かくて 『生命の實相』 『甘露の法雨』 等の絶版は避けられることになったのです。私どもはこの尊

い人類の宝を次世代に、未来に伝えるため、全力をかけて護り抜きます。

　新編 『生命の實相』 は全６５巻のうち３６巻まで刊行、 『真理』 は全１０巻刊行しました。

　谷口雅春先生が “生長の家社会事業団” に託された願いと使命を果たすた

めに、次の５つの事業に取り組んでいます。

『生命の實相』等の著作権を護り抜く

―　新編 『生命の實相』 全６５巻！　尊いご支援に支えられて３６巻まで刊行！

公益財団法人生長の家社会事業団　平成３０年度事業報告

―  “神癒と奇蹟ある練成を受けたい” 信徒の要望に応えて ―

- 1 -



総数 全期

第１回 150 65

第２回 144 64

8:20 8:15

9:35

12:55 13:15 9:30

13:55 14:30 12:45

13:20

15:40 17:50 15:00

18:10 19:10

閉会式

「人間神の子」

「住吉大神の使命と真
理国家日本」

「神想観の意義と実修」

「感謝は全てを癒やす
―父母に感謝する」

笑いの大会

祈り合いの神想観

「浄心行の意義」

開会式

　第２回練成会の大まかなプログラム

 ※ 「皆様のおかげで息子は初志貫徹で合格することができました。ありがとうございました。」と喜

び溢れるご報告がありました。

 ○ 息子のセンター試験の日、祈りが届き志願者一番の成績！

先祖供養祭

「幸福を開く鍵」

「繁栄と幸福を招く先祖
供養」

浄心行

「唯神実相の真理」

第３日目第１日目

ゲスト講師

伊藤八郎講師ほか

回 開催日程
参加人数

平成３１年1月１８日～２０日

平成３１年３月２９日～３１日

高倉俊治講師ほか

第２日目

―　よろこびの感想手記より　―

　お祈りを終えたあと、とても清々しい思いに包まれました。皆さんの祈りがひとつとなり、息子にも

届いたと思います。帰ってみるとセンター試験の結果が、志望大学の志願者の中で順位が一番の

点数だったそうです。皆さんのおかげです。ありがとうございます。

　私自身、懐かしい練成の雰囲気を味わい、原点に立ち返ることができました。また、ここから頑張

れる力をいただきました。　（第１回　神奈川県　Ｓ・Ｙ）

　第１回目の記念すべき練成会に参加でき、とても嬉しく思います。

　祈り合いの神想観では、まず久保講師の導入講話のお言葉に何故か涙が自然とはらはら流れ

て止まりませんでした。久保講師の魂のこもったいつくしみのお言葉が心に沁み入ってゆくようで

した。

　祈り合いの神想観で、思い切って前に出させていただき、その日センター試験を受けている息

子の為に祈ってもらうことになりました。久保先生の「イュー」という言葉で、急に背筋が伸び、前か

ら何かしらの圧を覚えました。皆さんの真剣な祈りがこちらに響いて、波打ってきているような、そん

な有難い感覚を受けつつ私も真剣に祈りました。祈っているうちに、自然と目の前に谷口雅春先

生が正座して祈っておられるお姿が浮かんできました。はっきりとイメージできましたのでとても有り

難く有り難く。

　現教団の変容によって、み教えも宗教行も歪められ奇蹟も救いのうねりも起こらなくなった現状

に、心ある信徒から “ホンモノの練成が受けたい” “神癒と奇蹟ある練成を受けたい” との願いが

届くようになりました。そこで私どもの建物を練成道場に改装し、その名称を「谷口雅春先生報恩

全国練成道場」として発足することとしました。

　今年の１月から２泊３日の練成会を開催。北海道から九州まで参加者がかけつけ、“ここに本当

の生長の家があった” “浄まった道場に入っただけで涙が流れた” と感動の渦が起こっています。

「新生への出発」
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講話「感謝はすべてを癒やす―父母に感謝する」

全体記念撮影。よろこびに輝く顔！顔！顔！

　私はこの練成会で、本当に自分の見方が間違っていた―とわかりました。真理の目で見れば、こ

れまで私の描いていた夫の姿が逆だった、とわかりました。　（第１回　神奈川県　Ｏ・Ｒ）

 ○ あんなに笑う夫を見るのは初めて　―今まで夫を見る見方が間違っていた！―

　夫と共にこの練成を受けられたこと、高倉先生の初めての練成会を受けられたことの喜びは、本

当に感動でいっぱいです。

祈り合いの神想観

　これまでどんなに誘っても「練成なんて、真理を悟っていないお前が受ければいい！」とつきは

ねて、来てくれても途中で帰っていた夫が、こんなに嬉しそうに最後までいて、お腹の底から笑っ

ているではありませんか!!　　あんなに笑う夫を見るのは初めてです。その上、なんと夫が笑いの大

会で賞をいただきました。

 ○ かつての生長の家のみ教えがここにある！

　どの講話も谷口雅春先生の深い深い愛が感じられ、聖歌にも涙が込みあげて来る感動の三日

間でした。喜びの座談会では、皆様の真摯な思いにお答え下さり、一つ一つの質問に共感と重み

のある愛深いご指導を間近でお聞きでき、ありがたく嬉しく思います。かつての生長の家の教えが

ここにあり、信徒の皆様とふれあう喜びがここにありました。　（第１回　徳島県　Ｅ・Ｙ）
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3 ． 谷口雅春先生の御教えを正しく生きる講師を生み出す！

　公益財団法人生長の家社会事業団定款第３条（目的）に掲げる「社会情勢の変遷に応じて社会の福利を図るための文化科学的研究の振興普及に寄与」

及び同定款第４条第１項第２号ロに掲げる「精神生活改善による、より良い社会の形成の推進のため、精神身体医学、教育心理学、心理カウンセリング及

び児童養護実践学その他の文化科学的研究の振興・普及のための研究会、講演会、座談会の開催及び後援、講師の養成」に該当する、当公益財団法人

の主たる業務です。

　この研修会の開催は、谷口雅春先生のみ教え

が歪められ消えてゆく深い憂慮からでした。それ

なら私達がみ教えの全相を正しく体系的に学ぶ

研修会を全国的に展開しようと平成２５年、東京

会場から出発し、福岡、神戸再び東京、仙台、

岡山、名古屋、三度東京、香川、大阪、熊本、

札幌、そして平成３１年２月に行った富山まで全

国を一巡りしました。この研修では「生長の家」の

み教えを深く学び、後世に伝える人類光明化、

日本国実相顕現運動の中核的人材を続々と生

み出しています。

会場いっぱいの受講者（大阪130名）

 ○ 生きる勇気をいただきました

 ○ 親子３人で参加して

 ○ 父に感謝できました

私の父は六年前に亡くなりました。特に私が大人になってからは無口で私に対して無関

心であまり愛されてなかった気がしていましたが、今回、浄心行で幼少の頃、毎週のよう

に私を散歩やアイススケート、サイクリングや遊園地などにつれていって可愛がってくれ

た事をしみじみ思い出し、深く愛されていたんだと感謝できました。（第２回 神奈川県

Ｍ･Ａ）

　　　　　　― 正しいみ教えを学ぶ 「生長の家教義」 研修講座を１３会場で展開

　　　１,１１８名が受講！　２９０名が講師を拝命！ ―

　ちょうど１年前に妻が脳内出血をし、その出血した場所が視神経が入っているところで、視野が

極端にせまくなってしまいました。医者には治ることはないと言われ、当然気持ちまでが不安と心

細さにさいなまされました。２月頃、息子からの電話で三人で練成を受けたいねとの知らせを受け

思い切って参加することにしました。先生方のご指導によりおかげさまでまた生きる勇気をいただ

きました。（第２回　北海道　Ｔ･Ｓ）

悩みを考えすぎないこと、放つことが重要だと思いました。前職の嫌いな上司にも感謝

しようと思います。なくす前にありがたいと気付くようにしようと思います。母さんが満

足してくれたことがとても良かったです。母さんの脳が復活してくれたこと、ありがたく

思います。父さんはやっぱり笑いの決勝に進出しました。予想通りでした。（第２回 埼

玉県　Ｔ･Ｋ）

　父母と練成に参加できたことがとても嬉しかったです。

講師バッジ

290名が拝命！
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4 ． 「児童養護施設生長の家神の国寮」 の運営

谷口雅春先生墓前祭
手を合わせる子ども達

　平成３０年度末には、５名の卒寮生が

巣立っていきました。都内の四年制大

学に進学のＳ君もその一人です。乳児

院から複数の施設での生活を余儀なく

され、１０歳の時に「生長の家神の国寮」

に入所、職員の愛深い支援のもと大学

進学を実現することができました。

　　　　―Ｓ君の手記―

　感謝を忘れず “夢” に向かって！

　公益財団法人生長の家社会事業団定款第３条（目的）に掲げる「諸種の社会事業によって生じた要保護児童の収容及び生活指導並びに宗教的情操教

育による児童の育成その他児童又は青少年の健全な育成を行う」及び同定款第４条第１項第１号に掲げる「宗教的情操教育による児童の育成その他児童

又は青少年の健全育成事業」に該当する、当公益財団法人の主たる業務です。

（「生長の家教義」研修講座は、全国を一巡りしましたので、ここで区切りをつけて、また新しい形

でスタートしたいと思います。）

 ○ 天皇国日本の国体を護らねば！　早速、誌友会を発会しました！

　この研修を受けるまでは、70歳を過ぎた私に何ができるのかと思っていました。

　でも、私より10歳も年配の先生が、物凄い情熱でご講義されるのを、３日間最前列で拝聴し、こ

のままボーッとしていていいのか。現教団が共産化し、谷口雅春先生が説かれた天皇国日本のみ

教えと真逆の方向へ進んでいる現況を考えると、何としても国体を護らねばならないと思いまし

た。

　現教団をやめてから、気が合う仲間と勉強会をしていましたが、それじゃダメだ、組織の一員にな

らないと力にならないと思い、この度正式に「谷口雅春先生を学ぶ会」の誌友会として登録し、３月

１日に発会式をしました。当日は主人と私の古い青年会時代の仲間たちを含めて１６名が集まりま

した。久しぶりに会う仲間もいて、誌友会が終わった後も話に花が咲き、同窓会のようになりまし

た。　（石川県　Ｆ･Ｆ）

　「生長の家神の国寮」は、谷口雅春先生のご大愛によって、昭和２０年９月焼け野原となった東

京・赤坂の地に創立され、爾来７０年以上に亘って薄幸の子ども達を養護養育してきました。私達

は虐待等様々な理由で入所してきた５０名の子ども達を「神のいのち」として礼拝し、立派な社会

人として自立させていくことを目指しています。

　私の夢は大学で経営学を学び、高校教員となって「簿記・会計」を教え、難関といわれる税理士

試験に合格することです。その土俵に立つことができたのは「生長の家神の国寮」に入所し生活さ

せていただき、多くの職員のサポートがあったからです。

　大学生活も家賃の一部を援助してもらえることになり、とても感謝しています。「神の子無限力」を

発揮して、感謝の気持ちを忘れることなく、大学四年間努力して“夢”を叶えたいと思います。

　― 日本一の児童養護施設を目指して ―
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5 ． 「谷口雅春先生記念図書資料館」 の充実拡大

　「生長の家社会事業団」 は、谷口雅春先生の正しいみ教えを伝える、あらゆ

る団体、人々を支援しています！

　公益財団法人生長の家社会事業団定款第３条（目的）に掲げる「この法人の目的・事業に協賛する本邦及び世界各国団体との親善提携を促進」に該当

する、当公益財団法人の主たる業務です。

東京国立市にある図書資料館

※ 　「岐阜大真理講演会」に参加されたＳさんは、祖父母から譲られた谷口雅春先生の貴重な資料

やご著書を展示されていました。ご本人から、図書分館として協力させてほしいとの申し出もあり、

現在開設に向けて話し合いを進めているところです。これを皮切りに分館設置事業を全国に展開

して参ります。

―　谷口雅春先生の貴重な資料、ご著書を遺していくため、更なる資料の蒐集と全国各地域に分館

を創立します！ ―

　人類の最大の精神的遺産である尊師谷口雅

春先生の聖典・御文章を永遠に遺し、人類光明

化・天皇国日本の実相顕現に活用して戴くた

め、本館所蔵のものと信徒の皆様の御寄贈のも

のを併せて、全ての聖典、又、神誌等の御文章

を保管・管理しています。

　今後更に、蔵書・資料を充実させるとともに、全

国各地に信徒の協力を得て分館をつくるよう取

り組みます。

　公益財団法人生長の家社会事業団定款第３条（目的）に掲げる「宗教聖典等の収集、調査研究、編纂、保存、公開、各国語翻訳、著作権保護及び出版

物の刊行普及等により、国際相互理解の促進、信教の自由の尊重及び社会文化の振興」及び同定款第四条（事業）第１項第２号（精神文化振興事業）イに

掲げる「谷口雅春先生記念図書資料館（図書館法第２条第１項に規定する図書館であって、特に世界各国の宗教聖典を主とする図書資料の収集、整理、

編纂、保存、一般公衆への利用に供し、その教養、調査研究棟に資するとともに、併せて図書資料のうち社会的に有益かつ可能な著作物について各国語

翻訳、著作権保護及び出版物の刊行普及等を行う施設）の設置運営事業」に該当する、当公益財団法人の主たる業務です。
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