邦彦

﹁からだ﹂の﹁しくみ﹂がスムーズに﹁はたらく﹂状態＝﹁上腹
部がやわらかい﹂状態＝﹁人類の宝﹂を生かし︑人類が構築しつつ
ある文明を︑人類のあるべき方向に指し示す必要があります︒
﹁２０２５年日本国際博覧会＝大阪・関西万博﹂については︑こ
の理念を柱にして﹁いのち輝く未来社会のデザイン﹂にすることを

日号でなぜたまご保育園・たまご学童教室の活動を

日本の国民一人ひとりが︑自
らの﹁からだ﹂の﹁しくみ﹂
を生かすことで︑日本を再生
する

③自らの考えを持ち︑自らを表現できる子

どもになります︒

たまご保育園の園児である私たちは

家庭・地域・日本・地球環境に貢献してゆ

自らの﹁からだ﹂と﹁こころ﹂をととのえ
べき範をたれず責任逃れをすることが多く

きます︒

日本人が︑現在ある豊かさに感謝するこ

この園児の心得を毎日聞くたびに︑勇気

進してゆきます︒

をいただきます︒

しかし︑現在では︑家庭で礼儀作法・躾

を行うことができない状態です︒その意味

ご学童教室の活動を通して﹁こころの中﹂

で︑たまごビルでは︑たまご保育園・たま

がスムーズに﹁はたらく﹂状態＝﹁上腹部

の根本から一貫教育をおこなってゆきま

歳 ま で の﹁ か ら だ ﹂ の﹁ し く み ﹂

がやわらかい﹂状態＝﹁人類の宝﹂を生か

す︒園児・学童から保護者に︑地域に︑日

本国民に伝えてゆきたいと願っています︒

した一貫教育を行います︒具体的には

０〜

この大きな目標をもって日々の生活に精

みられます︒これでは日本は成り立ってゆ

︻たまご保育園・学童教室での一貫教育で日本を再生する︼

﹁こころの中﹂の根本から教育

きません︒政治家でさえ無責任化している

とができないために生きる力が衰えていま

与えられているために︑その価値が分からず︑
また自由と平等がもつ毒に気づかず自分自身の
保育園の運営を行うにあたって︑日本の
な対処では︑これからの園児・保護者は路

す︒なんとかしなければなりません︒

そのためには︑どうすればいいのでしょうか︒

必要のあることが分かってきたのです︒
食 べ 物 の な い 時 代 に は︑ 子 ど も に 我 慢︑
忍耐を強いる必要はありません︒生活が豊
かになった今だからこそ︑厳しい︑忍耐力

ないのに︑現代の教育現場では﹁個性の尊

必要です︒人為的に苦労させなければなら

②人に︑物に︑全ての環境に感謝できる子

になります︒

①正しい生活習慣を身につけ元気な子ども

イア活動などよろしくお願い申し上げます︒

旨にご賛同される方は︑ご寄付・ボランテ

協力をお願い申し上げます︒また︑この主

ゆきたいと思います︒皆様方のご支援・ご

いばらの道が続くでしょうがやり続けて

重﹂や﹁子どもを傷つけない﹂ゆとり教育

どもになります︒

たまご保育園園児の心得

で子どもを甘やかし︑保育士・教師はある

を養う教育が︑園児のみならず保護者にも

時代です︒

社会問題を深く認識することになりました︒
頭に迷うことになってしまうことが良く

その対策として︑

︻
﹁からだ﹂
の
﹁しくみ﹂
がスムーズに
﹁は

らく﹂状態＝﹁上腹部がやわらかい﹂状態＝﹁人

モンスターペアレントに腫物を触るよう

首を絞めつつあることに気づかなければなりま
まさに先に述べたように現在の日本人が
わっかってきました︒どんな批判を受けて

ことにはカルチャーショックでした︒

せん︒その﹁こころの中﹂の反映としての日本
豊かさを享受するあまり︑日本人の﹁生き
も一つの範を﹁からだ﹂をはって指し示す

の危機的状況を変える必要があるのです︒
る力﹂が衰えてきているのを目の当たりに

園児の人生にも責任感のない保護者の多い

挨拶できない・約束を守れない・自分の

しました︒

︻
﹃人は楽しむために生まれてきた﹄
︼
たまごビルの基本理念です︒
宇宙の生成・地球の成り立ち・生きものの
誕生・人類の出現︵表１︶を体感すると︑人類
の存在は奇跡の連続の中にあり︑人智の及ばな
いいろいろな条件が折り重なり︑自然という全
体が織りなす結果としての﹁有り難い﹂奇跡的
な状態であることが分かります︒
この﹁有り難い﹂状態を﹁ありがたい﹂と感
謝して受け取ることが大事なことだと思いま
す︒
人生には︑苦しみの方が多いでしょうが︑こ
の奇跡的な﹁有り難い﹂連続の中に存在する人
類には︑苦しい中にも楽しみを見出す方向に軸
足を移すことが大事であると思います︒
﹁生き方﹂が深く広くなるからです︒
﹁人は楽しむために生まれてきた﹂という理
念は︑そういう経過をたどって生まれました︒
﹁人は楽しむために生まれてきた﹂という社
会をつくるための役割分担が仕事であると︑わ
たしはとらえています︒そのため︑仕事自体は︑
本来誉と誇りあるものです︒この観点に立ち各
分野から各分野の矛盾を抜本的に改革し︑協力

たらく﹂状態＝﹁上腹部がやわらかい﹂

しつつ﹁人は楽しむために生まれてきた﹂とい
う日本を作ろうではありませんか︒

状態＝﹁人類の宝﹂を世界に普及する︼

人類に

上記の事実から︑わたしは日本国民並びに全

︻
﹁からだ﹂
の
﹁しくみ﹂
がスムーズに
﹁は
たらく﹂状態＝﹁上腹部がやわらかい﹂
状態＝﹁人類の宝﹂が人間とは︑人生

類の宝﹂を︑医療のみならず生活そのものの柱

﹃
﹁からだ﹂の﹁しくみ﹂がスムーズに﹁はた

人間にも﹁生きもの﹂の特徴として︑﹁生まれ・

とすること﹄を提案します︒

とは︑生きるとは︑を解決する︼
成長し・子孫を育て・老化し・死にゆく﹂変化

なぜならば︑一人ひとりの人間は︑すべての

する﹁いのち﹂の流れがあります︒
その流れには︑
﹁いのち﹂をつなぐという大き

のち﹂をつなぐ一つひとつの鎖の環︵わ︶

な役割があります︒意識しようとしまいと︑わ ﹁生きもの﹂と同じく︑
ヒトという﹁種﹂の﹁い
たしたちは﹁いのち﹂をつなぐために生きてい

が︑
大きなヒトという﹁種﹂の﹁いのち﹂

その鎖の環の部分であるわたしたち

という部分です︒

の﹁つなぎ﹂に通じているからです︒

わたしは︑この﹁いのち﹂の流れる﹁しくみ﹂

ます︒
がスムーズに運ぶ時に﹁からだ﹂にあらわれる

その﹁いのち﹂の﹁つなぎ﹂の一部の

特徴を発見しました︒

役割を担うことに︑わたしたちは大きな安

類の﹁いのち﹂のつなぎに貢献することがで
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▼

石垣

たまごビル
院 長

念じています︒世界に普及することを願っています︒
前回︑３月
する必要があるのかを述べました︒非常に大事な視点ですので繰り
返します︒

︻日本の社会状況を観る︼
北イタリアの都市国家ベニス共和国の衰退期

を生きた歴史家︑ジョバンニ・ボテロは︑
﹃偉

大な国家を滅ぼすものは︑けっして外面的な要

因ではない︒それは何よりも人間の﹁こころの

中﹂
︑そしてその反映たる社会の風潮によって

滅びるのである﹄と述べています︒
滅びる原因である人間の﹁こころの中﹂は︑

豊かさを努力なく得られることで安逸で怠惰な

生活が生まれ生きぬく上での危機感をなくし︑

その場の目先の利益のみにとらわれ行動してゆ

くことが多くなるからです︒
その﹁こころの中﹂の反映が現在の日本の風

潮です︒日本の危機です︒

︻日本の社会状況を変える必要がある︼

﹁衣食足りて礼節を知る﹂という諺がありま

すが︑現在の日本では﹁衣食足りすぎて礼節を

忘れる﹂ということになってしまっています︒

それらの反映が現在の日本の状況です︒

その特徴とは︑
﹁上腹部がやわらかい﹂状態

とで﹁生きがい﹂が生まれるからです︒そのこ

きるからです︒

という社会を実現する活動が必要です︒

072-991-3398

たまご理論で病気
のしくみを考える

努力せずに食べられ︑なにげなく自由と平等を

です︒その時﹁呼吸・循環・自律神経・人体力

心とやすらぎを得られるからです︒
そして︑この特徴があると﹁元気で生きれ・

全人類の一人ひとりが全人類の継続的な繁

とによってご自分の人生を楽しめるからです︒

その﹁いのち﹂の﹁つなぎ﹂に貢献できるこ

学・内臓全般の動き﹂がととのうことを発見し

当然︑病気の予防となり・不幸に病となった場

ました︒

合は︑的確な治療となり︑復元力を失っている

栄のために︑全人類の一人ひとりが﹁上腹部の
生かすことができる・確かなケアーとなる・生

う治療と併用し︑その効果を最大限に引き上げ︑ やわらかさ﹂を身につけることによって︑人

﹁からだ﹂には︑現代医学的なリスクをともな

き生きとした老化をなし・穏やかな死に至るこ

﹁生きもの﹂である人類の本質的な原理を現

その活動をたまご保育園︵０〜５歳︶
・たまご

実に普及し︑
﹁人は楽しむために生まれてきた﹂
たらく﹂
状態＝
﹁上腹部がやわらかい﹂
状態＝
﹁人

つまり︑﹁からだ﹂
の
﹁しくみ﹂
がスムーズに
﹁は

とができる﹂ことを発見したのです︒

類の宝﹂を身につけることにより人生を楽しめ

学童教室︵６〜１２歳︶で行ってゆきます︒

プログラミングとは2020年小学校で必修化される科目です！電子機器
を動かすためのプログラムを生み出す技術のことです。プログラミング
の基礎となる、問題解決能力、論理的思考力、想像力を学びます！

㊽
ることになるのです︒

＊当日は小さなお友達には、不思議なマジックや 楽しい絵本の読み聞かせコーナーもあるよ！＊

お知らせ

健康・介護 子育て・教育・進学について
相談会を開きます。電話でご予約下さい。

日時 ４月20日（土） 12：30〜13：30
場所 たまご保育園（八尾市春日町１−４−13）電話 072−923−1644
※予約制４月17日までにお電話ください。ロボットに指示を出してバタ足ロボットを作ってみよう！

〒581-0061
大阪府八尾市春日町1-4-4
電話072（991）3398
FAX072（991）4498
ホームページアドレス
http://www.tamagobl.com/
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人は楽しむために生まれてきた

たまご保育園

上腹部をやわらかくする

＊経験豊富な子育てアドバイザーが子育て方法を、
現役京大医学部出身医師が進学相談を無料で開催いたします。

育
教
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介
康
健

平成31年４月15日（月曜日）
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無
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