
◆2010年公開教学講座「現代社会と天理教」(1)

2010年4月25日 「谷底せりあげ」とユートピア 井上昭夫

2010年5月25日 道に道あり 澤井義則

2010年6月25日 白紙に戻って一より始める 堀内みどり

2010年8月25日 情報化社会と「たすけ合い」 岡田正彦

2010年9月25日 教えの足もとを照らす 幡鎌一弘

2010年10月25日 生かされて生きる ― 生の意味論 澤井義次

2010年11月25日 陽気ぐらしの世界をめざして 宮田　元

◆2009年公開教学講座「「みかぐらうた」の世界を味わう」(2)

2009年4月25日 「やさしきこゝろになりてこい」（五下り目） 佐藤浩司

2009年5月25日 「こゝろえちがひはでなほしや」（六下り目） 辻井正和

2009年6月25日 「でんぢのいらぬものハない」（七下り目） 深川治道

2009年7月25日 「はやくふしんにとりかゝれ」（八下り目） 佐藤孝則

2009年8月25日 「かみのこゝろにもたれつけ」（九下り目） 井上昭洋

2009年9月25日 「こゝろすみきれごくらくや」（十下り目） 金子　昭

2009年10月25日 「まだあるならバわしもゆこ」（十一下り目） 堀内みどり

2009年11月25日 「だいくのにんもそろひきた」（十二下り目） 幡鎌一弘

2009年12月25日 「みかぐらうた」と現代 井上昭夫

◆2008年公開教学講座「「みかぐらうた」の世界を味わう」

2008年4月25日 「みかぐらうた」の世界を味わう 佐藤浩司

2008年5月25日 「あしきをはらうてたすけたまへ」（第1節） 澤井義則

2008年6月25日 「このよのぢいとてんとをかたどりて」（第2節） 堀内みどり

2008年7月25日 「いちれつすまして」（第3節） 幡鎌一弘

2008年8月25日 「このたびはかみがおもてへあらハれて」（第4節） 岡田正彦

2008年9月25日 「りをふく」（一下り目） 澤井義次

2008年10月25日 「むほんのねえをきらふ」（二下り目） 森　洋明

2008年11月25日 「かみにもたれてゆきまする」（三下り目） 野口　茂

2008年12月25日 「むねのうちよりしあんせよ」（四下り目） 佐藤浩司

◆2007年公開教学講座「いま求められている家族の絆‐『逸話篇』に学ぶ‐」

2007年4月25日 人生 ― 198「どんな花でもな」 ― 佐藤浩司

2007年5月25日 夫婦 ― 92「夫婦揃うて」 ― 佐藤孝則

2007年6月25日 親子 ― 36「定めた心」 ― 澤井義次

2007年9月25日 子ども ― 193「早よう一人で」 ― 金子　昭

2007年10月25日 親の心 ― 9「ふた親の心次第に」 ― 深川治道

2007年11月25日 家族の絆 ― 184「悟り方」 ― 井上昭夫



◆2006年公開教学講座「天理教のコスモロジーと現代」

2006年1月25日 「元の理」と現代 井上昭夫

2006年2月25日 救済 ― たすけ ― 宮田　元

2006年3月25日 儀礼 ― かぐらづとめ ― 岡田正彦

2006年4月25日 神 ― をや ― 野口　茂

2006年5月25日 こころ ― 心一つ我が理 ― 森　洋明

2006年6月25日 身体 ― かしもの・かりもの ― 佐藤孝則

2006年7月25日 死 ― 出直し ― 堀内みどり

2006年8月25日 はたらき ― ひのきしん ― 幡鎌一弘

2006年9月25日 悩み ― 事情のもつれ ― 澤井義則

2006年10月25日 病い ― 身上のさわり ― 深川治道

2006年11月25日 論理 ― 二つ一つ ― 澤井義次

2006年12月25日 世界 ― この世は神のからだ ― 佐藤浩司

◆2005年公開教学講座「信仰の世界‐『逸話篇』に学ぶ‐」

2005年4月25日 人生‐145「いつも住みよい所へ」‐ 堀内みどり

2005年5月25日 たすけ‐147「本当のたすかり」‐ 森　洋明

2005年6月25日 さとり‐154「神が連れて帰るのや」‐ 岡田正彦

2005年8月25日 神一条‐159「神一条の屋敷」‐ 澤井義則

2005年9月25日 からだ‐178「身上がもとや」‐ 野口　茂

2005年10月25日 心‐176「心の澄んだ人」‐ 幡鎌一弘

2005年11月25日 親心‐161「子供の楽しむのを」‐ 宮田　元

◆2004年公開教学講座「信仰と社会‐『逸話篇』に学ぶ‐」

2004年4月25日 信仰と喜び‐105「ここは喜ぶ所」‐ 佐藤浩司

2004年5月25日 信仰と生活‐124「鉋屑の紐」‐ 佐藤孝則

2004年6月25日 信仰と言葉‐137「言葉一つ」‐ 澤井義次

2004年8月25日 信仰と楽しみ‐142「狭いのが楽しみ」‐ 芹澤　茂

2004年9月25日 信仰と経営‐104「信心はな」‐ 金子　昭

2004年10月25日 信仰と倫理‐130「小さな埃は」‐ 深川治道

2004年11月25日 信仰と道‐108「登る道は幾筋も」‐ 井上昭夫

＊会場はいずれも天理教道友社６Ｆホール

◆2003年公開教学講座（60周年記念）「天理教の意味世界‐現代世界における天理教‐」

2003年4月18日 神のからだやしやんしてみよ 中島秀夫

（特別講演会） さとりないのが神のざんねん 芹澤　茂

2003年4月25日 みち 佐藤浩司

2003年5月25日 よふき 森　洋明

2003年6月25日 ふしぎ 澤井義次

2003年7月25日 やまい 堀内みどり

2003年8月25日 はたらき 金子　昭

2003年9月25日 にをい 佐藤孝則

2003年10月25日 ほこり 岡田正彦

2003年11月25日 いさみ 野口　茂

2003年12月25日 せかい 幡鎌一弘

2004年1月25日 こころ 澤井義則

2004年2月25日 いんねん 宮田　元

2004年3月25日 もと 井上昭夫



◆2002年公開教学講座「心と信仰‐『逸話篇』に学ぶ‐」

2002年4月25日 神一条のこころ‐74「神の理を立てる」‐ 堀内みどり

2002年5月25日 澄んだ心‐69「弟さんは、尚もほしい」‐ 岡田正彦

2002年6月25日 続く理‐90「一代より二代」‐ 幡鎌一弘

2002年8月25日 親心‐82「ヨイショ」‐ 深川治道

2002年9月25日 信心‐95「道の二百里も」‐ 森　洋明

2002年10月25日 神の楽しみ‐87「人が好くから」‐ 澤井義則

2002年11月25日 勇み心‐84「南半国」‐ 野口　茂

2002年12月25日 真実の心‐86「大きなたすけ」‐ 宮田　元

＊会場はいずれも天理教道友社６Ｆホール

◆2001年公開教学講座「世界たすけと信仰‐『逸話篇』に学ぶ‐」

2001年4月25日 たすけと信仰‐42「人を救けたら」‐ 佐藤浩司

2001年5月25日 天然自然と信仰‐17「天然自然」‐ 佐藤孝則

2001年6月25日 子供と信仰‐49「素直な心」‐ 芹澤　茂

2001年8月25日 末代と信仰‐41「末代にかけて」‐ 岸　義治

2001年9月25日 心と信仰‐26「麻と絹と木綿の話」‐ 中島秀夫

2001年10月25日 家族と信仰‐16「子供が親のために」‐ 澤井義次

2001年11月25日 世界たすけへ向けて‐３「内蔵」‐ 井上昭夫

＊会場は８月25日（河原城会館）以外、いずれも天理教道友社６Ｆホール

◆2000年公開教学講座「家庭環境と天理教‐『逸話篇』に学ぶ生き方‐」

2000年4月25日 夫婦の心が台や‐189「夫婦の心」‐ 堀内みどり

2000年5月25日 親の教えが届かんのや‐196「子供の成人」‐ 岡田正彦

2000年6月25日 一番悪いのを‐160「柿選び」‐ 深川治道

2000年8月25日 兄弟ならば‐163「兄弟の中の兄弟」‐ 幡鎌一弘

2000年9月25日 人を相手にせずに‐116「自分一人で」‐ 澤井義則

＊会場はいずれも天理教道友社６Ｆホール

◆1999年公開教学講座「環境問題と天理教」

1999年3月25日 知恵と文字の仕込み―環境問題と科学技術史― 辻井正和

1999年4月25日 互い立て合い扶け合い―環境問題と宗教― 澤井義則

1999年5月25日 慎みが理、慎みが往還ー環境問題と倫理― 澤井義次

1999年6月25日 女松男松の隔てなし―環境問題と女性― 堀内みどり

1999年8月25日 ふしから芽が出る―環境問題と生態系― 佐藤孝則

1999年9月25日 シンポジウム「環境問題と天理教」 司会： 佐藤浩司
パネリスト： 辻井正和、
澤井義則、澤井義次、
堀内みどり、佐藤孝則
コメント： 芹澤　茂
総括と提言： 井上昭夫

＊会場はいずれも天理教道友社６Ｆホール



◆1998年「教祖御誕生２００年公開教学講座」

1998年1月25日 教祖のひながたについて 佐藤浩司

1998年2月25日 一粒万倍 辻井正和

1998年3月25日 物は大切に 佐藤孝則

1998年4月25日 早く帰っておいで 芹澤　茂

1998年5月25日 天に届く理 岸　義治

1998年6月25日 人を救けるのやで 深川治道

1998年7月25日 皆、丸い心で 澤井義次

1998年8月25日 種を蒔くのやで 堀内みどり

1998年9月25日 ふしから芽が出る 幡鎌一弘

1998年10月25日 目に見えん徳 中島秀夫

1998年11月25日 水を飲めば水の味がする 澤井義則

1998年12月25日 皆んな勇ましてこそ 橋本武人所長

＊会場はいずれも天理教道友社６Ｆホール

◆1996年「公開教学講座」

1996年5月25日 現代社会と人間―こころの教理― 芹澤　茂

1996年6月25日 人間の生とその根源―「かしもの・かりもの」の教理 辻井正和

1996年9月25日 人間と世界―「二つ一つ」の教理 澤井義則

1996年10月25日 人間の心づかい―「ほこり」の教理 中島秀夫

1996年11月25日 人間の死とその意味―「出直」の教理― 佐藤浩司

1996年12月25日 人間の救済とその根拠―心の成人と「陽気ぐらし」―植田平一

＊会場はいずれも川原城会館

◆1995年「おやさと研究所開所５０周年記念講演会」及び「公開講座」

　■記念講演会

（開会挨拶）おやさと研究所の理念と歩み 植田平一所長

（講演１）天理教の布教伝道 中島秀夫

（講演２）「たすけ」への参加―原典にみる布教伝道 芹澤　茂

（閉会挨拶）公開講座に期待する 石崎正雄

　■公開講座

(1)現代世界と宗教

（講演１）現代世界における宗教の動向 澤井義次

（講演２）現代世界における天理教の布教伝道 辻井正和

(2)「たすけ」と一人ひとりの成人

（講演１）いま求められている生きかた 佐藤孝則

（講演２）一人ひとりの成人をめざして 澤井義則

(3)「たすけ」と家庭

（講演１）現代社会における家庭 幡鎌一弘

（講演２）原典にみる親子･夫婦 堀内みどり

(4)「たすけ」と教会

（講演１）「ひのきしん」の教えと実践 中　純子

（講演２）「たすけ」の道場としての教会 玉置長衛

(5)世界たすけと天理教

（講演１）現代社会における「たすけ」 佐藤浩司

（講演２）世界たすけをめざして 植田平一

＊会場はいずれも天理教道友社６Ｆホール

1995年6月25日

1995年8月25日

1995年10月25日

1995年11月25日

1995年12月25日

1995年5月28日


