
 

平成２９年度 東日本生涯学習センター 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本生涯学習センター概論講座は、モラロジーの基本的

な内容と、日常生活での心づかいや道徳実行の具体的な方

法を体系的に学ぶ宿泊式の講座です。 

 

日常生活から一歩離れて、豊かな自然環境の中で学ぶこと

で、より素直な心で学びや気づきを深めることができます。 

 

また、受講者同士の交流を通して、さまざまな世代や職業

の方とふれあい、多くの視点や考え方を知るとともに、世

代や性別を超えた共通の価値観・人生観について共に考え

ます。 

 

たった一度だけの人生をより有意義なものにするために、家族のため、社会のため、そしてあな

た自身のために、モラロジーを学んでみませんか。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

      

      

心を癒やし、未来をよりよきものにするために 

【受 講 料】４０,０００円（食費・宿泊費・税込） 

※平成 23 年以降初めて受講の東北地区の方は、復興支援割引で 30,000 円 

【テキスト】『改訂 ﾃｷｽﾄモラロジー概論』（定価１,０００円〈税別〉） 

※参加費には含まれません。 

【会  場】公益財団法人モラロジー研究所 東日本生涯学習センター 

〒960-0675 福島県伊達市保原町大柳羽山下 1-1 

電話：024-575-3245 FAX：024-575-3279 

E ﾒｰﾙ：higashinihon@moralogy.jp 

 

【主催／お申し込み・お問い合わせ先】 



  

日程と担当講師一覧 

基本スケジュール  

１日目（木） ２日目（金） ３日目（土） ４日目（日） 

  6:30 起 床、7:10 朝 礼、7:30 朝 食、8:00 クリーンタイム 

   8:50～9:40 講 義  8:50～9:40 講 義  8:50～9:40 講 義 

  休 憩（２０分） 

  10:00～10:50 講 義 10:00～10:50 講 義 10:00～10:50 感想発表 

  コーヒータイム 休 憩 

  11:10～12:00 講 義 11:10～12:00 講 義 11:00～11:50 まとめ 

12:30～  受  付    昼食・記念撮影 12:00 昼食 11:50～ 閉講式 

13：30～13：50 開講式 13:30～15:00 13:00 レクリエーション 12:10～ 昼食・解散 

13：50～14：10 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 特別講話 
季節のフルーツ狩りや東北の偉人

の史跡見学を予定しています。 

  

休 憩（１０分）    

14:20～15:20 ふれあいﾀｲﾑ 15:15～16:05 DVD 学習   

15:40～16:30 導入講義 16:20～17:50 ｸﾞﾙｰﾌﾟ学習     

休 憩（２０分） ﾃｰﾏを選択して、少人数の話し

合い学習を行います。 

    

16:50～17:40 講 義 17:00～17:50 感想文作成   

18:00   夕 食 18:00   夕 食 
18:00～19:30 懇親会食 

  

19:20～20:10 講 義 19:20～20:20 体験発表   

20:10 部屋別懇談・入浴 20:20 部屋別懇談・入浴 19:30～ 自由懇談・入浴   

22:30   就寝・消灯   

回 期間 担 当 講 師 特別講話 

1 ５月１８日（木）～２１日（日） 北山正弘 永井弘純 沼野文子 小松遊平 
池田繁美 ５／１９（金） 

㈱池田ビジネス代表取締役 

2 ６月１５日（木）～１８日（日） 佐久間三郎 寺坂富俊 和田圭子 小松遊平 
小林澤應 ６／１６（金） 

薬師寺 東京別院担当録事 

3 ７月２０日（木）～２３日（日） 木村良平 藤井敬三 増田一江 小松遊平 
山口秀範 ７／２１（金） 

㈱寺子屋モデル代表世話役 

4 
９月７日（木）～１０日（日） 

※青年対象 
濱井利一 中谷英明 定方真記 小松遊平 

国分秀男 ９／８（金） 

東北福祉大学特任教授 

5 １０月２６日（木）～２９日（日） 三宅敏行 竹本裕司 高橋久子 小松遊平 
岡田幹彦 １０／２７（金） 

日本政策研究センター主任研究員 

6 １１月１６日（木）～１９日（日） 細川勝紀 鍵山安男 鈴木春美 小松遊平 
三枝理枝子 １１／１７（金） 

作法家、CS コンサルタント 

７ 
平成３０年 

２月１５日（木）～１８日（日） 
高田哲郎 秋葉尚正 田島昭子 小松遊平 

石川真理子 ２／１６（金） 

フリーライター 

史跡見学（会津・鶴ヶ城） 

さくらんぼ狩り（７月） 



受講者からの声 

社員教育で来ましたが、「人
間として自分はどうあるべ
きか」という学問だとわか
り安心しました。自分中心
の考えではなく、相手の立
場に立って考えることや、
感謝の気持ちを声に出して
いうことの大切さなど、仕
事に大いに役立つことばか
りだと思いました。 

（２０代女性） 

鳥のさえずりが聞こえてく
る最高の環境の中、日常の
ストレスから解放されて、
各講師の話も素直に聞くこ
とができました。講義で学
んだことを行動に移すこと
は容易ではないと思います
が、頭の片隅に入れていく
ことで少しずつ行動・習慣
を変え、ひいては運命を変
えていきたいと思います。 

（５０代女性） 

普段あたり前にやってくれ
ている妻の家事のありがた
みがわかりましたので、２
日目の晩に「ありがとう」
の電話を入れました。こち
らに「心」がないと、相手
のよい部分が見えてこない
ということを教えていただ
きましたので、早速、家庭
や職場で実践します。 

（５０代男性） 

会社で配られる『ニューモ
ラル』誌を読んでモラロジ
ーを知っているつもりにな
っていましたが、講義を聞
いて頭を殴られる思いでし
た。私の思いやりのなさ、
思いやっていると思い込ん
でいたことの考えの浅さに
気づかせてもらいました。
今後は身近な人への言葉が
けを変えてゆきます。 

（３０代男性） 

自分ではわかっていたつも
りでいましたが、実はまだ
体得出来ていなかったとい
うことに気づかせていただ
きました。何事も、神様が
与えてくれた恩寵的試練と
して感謝の心で受け止める
ことを肚に入れて、自己の
人生と環境の改善に取り組
んでいきたいと思います。

（６０代男性） 

 会社のために仕事をしてい
るつもりでしたが、実は自
分の損得で価値判断してい
たことに気がつきました。
仕事の「結果」にとらわれ
て「目的」を見失っていた
のです。「この仕事を天職と
思い、力の限り働かせてい
ただく」と誓ったことを思
い出し、よい行動によい心
づかいを添えてゆきたいと
思います（５０代男性） 

東日本センターでは、企業対象セミナーに力を入れています！ 

中堅･幹部社員対象ビジネスセミナー 

企業の第一線で活躍するリーダー社員や組織をまとめるリーダー層を対象にしたセミナーです。 

リーダー社員に必要不可欠な心構えや、部下育成のマインドセット【心】、組織の目標達成や問題解決のための実践

的なビジネススキル【技】、体を使ってチームビルディングを体感する【体】の三要素を鍛えるセミナーです。 

①“心技”スキルアップコース：５月１２日（金）～１３日（土） 

受講料：35,000 円（税込、テキスト代別） 定員：４０名 

②“心技体”統合コース：１０月１２日（木）～１４日（土） 

受講料：45,000 円（税込、テキスト代別） 定員：５０名 

道経一体経営セミナー【東日本コース】 

テキスト『徳づくりの経営』の学びを、より深めていただけるプログラムです。道経一体の経営

を実践される現役経営者の特別講話も予定。自然豊かな福島の地でゆったり学べる２泊３日のロ

ングコースです。 

日程：１月１９日（金）～２１日（日） 受講料：50,000 円（税込、テキスト代別） 

定員：５０名 

新入社員セミナー 

社会人としての心得、職場のマナーといったビジネスパーソンとしての基本はもとより、人間の根幹である品性を

高めていくための心のあり方を学びます。 

受講料：36,000 円（税込、テキスト代含） 

定員：８０名 



 

東日本生涯学習センターへのアクセス 

◆公共交通機関をご利用の場合 

東北新幹線・福島駅にて、阿武隈急行（私鉄）に乗り換えて、高子駅で下車。 

（東京駅～福島駅：約 1 時間 40 分） （阿武隈急行福島駅～高子駅：約 15 分） 

福島駅から当センターへご連絡ください。高子駅までお迎えにあがります。 

 

◆お車でお越しの場合 

①東北自動車道・福島飯坂 IC 下車。国道 13 号を福島方面へ。 

②800m 先の丁字路（２つめの信号、国道 13 号と県道 387 号バイパスの交差点）を左折。 

③道なりに直進（約 5.5ｋｍ）。国道 4 号線や阿武隈川を越えて、突き当たりの丁字路（コンビニの角）

を左折。 

④道なりに約 2.5ｋｍ直進。３つめの信号（進行方向右手に「東日本生涯学習センター」の看板あり）

を右折。 

⑤上り坂を登り切った交差点を右折（看板あり）。直後の Y 字路を左に入れば到着です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタッフ一同、皆様のお越しを心よりお待ちしています！ 



モラロジー生涯学習講座申込書
・申込書は、本人が記入して、モラロジー事務所にお持ちください。 　今回の受講動機について

・番号選択の箇所は該当するものを○で囲んでください。 　１．みずから進んで
・地方責任者が署名・押印して、提出してください（ＦＡＸ可）。 　２．家族・知人の勧めで

講 　東日本生涯学習センター　　　 　　（紹介者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　
座 　３．社員教育で

名 　４．同行案内受講のため

　ﾌﾘｶﾞﾅ 　生年月日 　５．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）　
 １．男  １．明治    ２．大正   ３．昭和     ４．平成

　健康状態（体調、持病、妊娠中など）、その他特記事項
 ２．女 年       月        日（満        歳） 　　　※部屋割などで配慮を希望することがありましたら、ご記入ください。

　〒　　　　　　　－ 〈資料送付先〉

　ＴＥＬ（　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　　　　）

　ＦＡＸ（　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　　　　）・携帯（　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　　　　）

　１．モラロジー研究所の個人維持員である　　　　　　　　　　　　　　　　

　《東日本生涯学習センター》

　〒　　　　　　　－　　　　

　 第　　　　回　　　　　　　　　　　   　　　          講座 ・ セミナー  （平成 　　年　 　月　 　日開講）

維

住
 

所

ＦＡＸ：024-575-3279
ＴＥＬ：024-575-3245

Ｅメール：higashinihon@moralogy.jp

氏
 
 

名

※「参加証」の送付希望先が住所と異なる場合のみ記入

　１．モラロジー研究所の個人維持員である　　　　　　　　　　　　　　　　

　　（個人維持員番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　地方組織名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

　２．モラロジー研究所の企業団体維持員の構成員である  地方責任者記入欄（東日本センターに伝えておきたいこと）
　　（企業団体維持員番号　　　　　　　　　　　　　　　　企業団体維持員名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　※受講者の年齢が80歳を超える場合には、同行者が必要です。

　１．モラロジー研究所の賛助員である

　２．モラロジー事務所の会員である

　３．麗澤会員である　（１．在学中　　２．卒業学校名：　　　　　　　　　　　　  　 通期：　　　　　期）
　１．経営者　　　２．役員　　　３．管理職

  ４．一般･従業員　　　５．その他（　　　　      　　　）

　１．農林水産業　　２．鉱業・製造・建設業　　３．不動産･金融業･保険業　　４．自由・サービス業　　５．卸・小売業

　６．運輸･通信･熱供給業　　７．教　員　　８．公務員　　９．学　生　　１０．主　婦　　１１．無　職　　１２．その他（　　　　　　　　　　　　　 ）

　モラロジー研究歴    約（               ）年               　事務所名：
　１．今回の受講が初めて 　２．受講経験あり　　※下記の該当するものを○で囲んでください。（複数可）

　　１．モラロジー生涯学習セミナー 　　２．センター講座・ブロック講座（概論、基礎、合宿制・通い制等）

　　３．本部概論講座（概説講座） 　　４．本部論文講座（原典研究講座、論文研究講座） 　代表世話人氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　５．その他  （                                                 ）※その他…道経一体/ﾓﾗﾛｼﾞｰｾﾐﾅｰ/谷川論文・日記・伝記など

 今回の受講に期待すること
センター 受付ＮＯ．
記入欄

※記入された内容は、受講にかかわる諸連絡と講座運営の参考とし、その他には使用しません。同意のうえ、ご記入ください。　  　　　　　　　　　　　　　モラロジー研究所 2017.4.1

受
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歴

職
業

勤務先名
職
位

職
種

維
持
員
・
賛
助
員
・
麗
澤
課
員

※記入された内容は、受講にかかわる諸連絡と講座運営の参考とし、その他には使用しません。同意のうえ、ご記入ください。　  　　　　　　　　　　　　　モラロジー研究所 2017.4.1


