
生長の家富士河口湖練成道場 第52回 新春練成会 （2020年・令和２年 新春）

第１日目 ◇ 12月 31日 (火) 第２日目 ◇ 1月 1日(水) 元日 第３日目 ◇ 1月 2日 (木) 最終日 ◇ 1月 3日 (金)

※プログラムは変更する 4:40 起床放送/巡回…… 鈴木 4:40 起床放送/巡回…… 石澤 4:40 起床放送/巡回…… 桂
場合がございます。

5:10 5:10 5:10
◆神想観（5:10～5:30） 早朝行事 …… 髙 早朝行事 …… 渡辺

☆ゲスト講師☆ …… 岩本 （神想観・聖経読誦） （神想観・聖経読誦）
三好雅則 本部講師 ◆新年祝賀式 （5:30～6:00） 『聖経 甘露の法雨』 『大自然讃歌』

(生長の家参議長) ◆浅間神社初詣（6:00～7:00） 6:25 6:25
渡辺浩行 本部講師 ※聖経読誦（渡辺三晃） 感謝行 …… 放送：高 感謝行 …… 放送：渡辺

(生長の家参議) 『観世音菩薩讃歌』 6:40 6:40
工藤恭裕 本部講師
(生長の家非常任参議) 7:10 記念写真撮影（屋外） 朝 食 朝 食

三浦晃太郎 本部講師 8:10 8:10
(生長の家山梨教区教化部長) 7:30 朝 食 『日々の祈り』拝読 『日々の祈り』拝読

8:45 8:20 8:20
総裁先生ビデオメッセージ ☆ 龍宮無限供給誦行 ☆ ☆ 講話と実修 ☆ …… 髙

1.『新版 人生を支配する先祖供養』 8:55 説明と実修 …… 岩本 祈り合いの神想観
2.『46億年のいのち』 ☆ 講話 ☆ …… 岩本 『真理の吟唱』 『新版 人間苦の解放宣言』
3.『生長の家ってどんな教え？』 飛躍の新年を寿ぎて 『新版 善と福との実現』 『ブックレットシリーズ⑥』
4.『凡庸の唄』 『新版 光明法語〈道の巻〉』
5.『宗教はなぜ都会を離れるか？』 9:45 9:50 9:45
6.『新版 人間苦の解放宣言』 新春初笑い …… 渡辺 神癒祈願・菩薩会の説明 笑いの大会
7.『新版 光明法語〈道の巻〉』 9:50 10:00
8.『新版 善と福との実現』 休 憩 10:10 ☆ 結語講話 ☆ …… 岩本
9.『新たに生まれるための講話』 10:20 休 憩 神・自然・人間の
10.『ブックレットシリーズ③ ☆ 講話 ☆ …… 渡辺浩行 大調和に向けて
“人間・神の子”は立憲主義 新しい人生の出発 10:40 『宗教はなぜ都会を離れるか？』
の基礎 －なぜ安倍政治では 『生長の家ってどんな教え？』 ☆ 講話 ☆ …… 工藤恭裕 『新版 光明法語〈道の巻〉』
いけないのか？－』 『新版 光明法語〈道の巻〉』 「日時計主義」で明るい人生を！ 『ブックレットシリーズ③』

11.『ブックレットシリーズ⑤ 『46億年のいのち』 11:00
病気はこうして治る 原理編』 11:40 『ブックレットシリーズ⑤』

12.『ブックレットシリーズ⑥ 昼 食 『日時計日記 2020年版』 閉会式
病気はこうして治る 実践編』 11:30

《もちもの》 ＰＭ 12:00
・『日々の祈り』 1:00 (帰り 三島･新宿･藤沢 バス受付) 昼 食 ・ 解 散
・『聖経 真理の吟唱』 聖歌・笑い 昼 食
・『聖経 聖使命菩薩讚偈』・ 1:10 ＰＭ
・『聖経 甘露の法雨』 信仰体験談（○○○○） 1:20 お送りバス出発 12:30
・『観世音菩薩讃歌』・『大自然讃歌』 ☆ 講話 ☆ … 三浦晃太郎
・『日時計日記 2020年版』 1:40 価値ある人生のために
・生長の家聖歌歌詞 ☆ 講話 ☆ 三好雅則 『生長の家ってどんな教え？』

今こそ新生のとき 『新版 光明法語〈道の巻〉』
『新たな文明』へ

2:40 《 閉会式 次第 》
『凡庸の唄』『46億年のいのち』 信仰体験談（○○○○） 1. 国歌斉唱（２回）

《 開会式 次第 》 『新たに生まれるための講話』 2. 閉会の祈り …… 山田
3:00 3:10 3. 参加者代表謝辞

1. 国歌斉唱（２回） 休 憩 休 憩 4. 閉会の挨拶 …… 岩本総務
5. 万歳三唱 …… 石澤

2. 開会の祈り … 渡辺 3:30 3:40 6. 使命行進曲
☆ 講話 ☆ …… 岩本 信仰体験談 …小路俊 7. 誓いの握手

3. 開会の挨拶 … 岩本総務 先祖供養 流産児供養 説明
『新版 人生を支配する先祖供養』 4:10

実相円満誦行 …… 渡辺
ＰＭ 2:00 受付開始 4:30 『新版 人間苦の解放宣言』

3:00 入浴開始 霊牌記載 ★お迎えの車★
5:00 …… ①②③は 12月31日

4:30 5:10
夕食・入浴 ① 横浜駅西口

夕食・入浴 夕食・入浴 「天理ビル」前 10:00
6:00 6:30 → 藤沢駅南口 11:00頃

開会式・自己紹介 6:45 ☆ 講話 ☆ …… 岩本 → 海老名駅／小田急・相鉄
先祖供養祭 流`産児供養祭 祝福された輝く人生 西口 12:00頃

6:35
☆ 講話 ☆ …… 岩本 祭司：岩本 祭員：山田 『新版 光明法語<道の巻>』 ② 大宮駅西口
浄心行説明 『聖経 甘露の法雨』 『ブックレットシリーズ⑤』 一般車乗降場所 12:00
『新版 人間苦の解放宣言』 7:40 → 新宿駅西口「東京モード

8:00 感想文記載 学園・コクーンタワー前」前
7:20 13:00 頃

懺悔文記載 入浴 ・ 就寝準備 8:20
7:50 ③ 三島駅北口 14:00

☆ 大祓浄心行 ☆ 入浴 ・ 就寝準備 → 御殿場駅 北口 14:30 頃
…… 岩本

『聖経 甘露の法雨』 ※①～③は定員がありますので
9:00 予約が必要です。ご希望の方は

オリエンテーション お電話をお願いします。
◎浅間神社初詣バス受付

④ 河口湖駅（随時）
入浴 ・ 就寝準備 駅からお電話ください。

予約不要です。
10:10 就寝放送 〈宿直〉石澤 9:50 就寝放送 〈宿直〉桂 9:50 就寝放送 〈宿直〉小路


