悦びへの 伝言

意識

旧かなに て、書かせていただ きます。

やまとこ とばの声への、悦び のため、

www.jomaca.join-us.jp/dengon.pdf

人間には、自然治癒力が、ある。
なにもせず、それが働くことは、ない。
り

体内に 、注意 する。 快か、 不快か 。体内 が、調 和し てゐるか、ゐない か。生
命の理、生理にしたがふ、悦び。
こ の悦び を、意 識して 、四六 時中、 瞬間瞬 間にて 、求め つづける。からだと
こころ の健康 、ここ ろと社 会の平 和、健 康平和 な生活 の道を、求 めつづける。
ぐだう

生理 にした がふ、 悦びの 道を、 四六時 中、瞬 間瞬間 にて、求め つづける、意
識。求道の、意識。これこそが、自然治癒力を、全開してゆく。
求道の、意識により、冥想しつつ、生活する。
この 数千年 間の地 球は、 この冥 想生活 が、無 い、迷 ひの時代であ つた、ので
ある。
基本、この数千年間を否定し、野性の冥想に、帰れ。
とざ

中途 半端な 、規範 、学問 、祈り 、慣習 こそが 、生理 を混乱させ、 自然治癒力
を、閉してきた。
基本、この数千年間を、否定する。
この数 千年 間の地 球は、 特異な 時代に 、すぎ なかつ た。諸民族が、 闘争しあ
ひ、 富民と 貧民 が、闘 争しあ ふ、特 異な時 代。体 内に注 意し、生理にしたが ふ
悦びこそが、失念された。迷ひの時代であつた。
〵
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しかし 、この 数千年 間に、 長所 もある 。建築 と、運 輸と、金融と、 通信が、
発達した。人間社会が、統一されかけてゐる。
今 、不足 してゐ るのは 、悦び への、 提案。 この 数千年 間の、過渡期を、活す

〵

〵

提案。 数千年 前の、 あちこ ちの、 部族内 でなく 、全地 球にて、冥 想生活をしあ
ふ、悦びの連帯への、提案。
今の、通信大企業たちも、まだ、過渡期のうちにあり、その、最終なのです。
次の社会への、意識転換が、要る。アル ゴリズム 機( 械手順 は
) 、 問 題を 解 決
でき ぬ。問 題を解 決する のは、 ひとり ひとり の、冥 想生活 。生理にしたがふ、
悦びへの連帯。そのための、まうひとつの通信です。
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生活には、六面が、ある。

導きの糸
姿勢動作。呼吸。食事と排泄。人間関係、とくに異性関係。精神。生活環境。
生 活には 、苦し み悩み が、あ る。生 理にし たが ふ、悦 びの道としては、苦し
む

み悩みこそが、導きの糸。快か、不快か。体内が、調和してゐるか 、ゐないか。

呼 吸は、 これで よいか ？
精神は、これ

食事と排泄は 、こ

快を、求める。体内の調和を、求める。無を、求める。不快が無いを、求める。
体内の不調和が無いを、求める。
姿勢動 作は、 これで よいか ？
人 間関係 、とく に異性 関係は 、これ でよい か？

生活環境は、これでよいか？

れで よいか ？
でよいか？
基本、 自身の 、四六 時中、 瞬間瞬 間の、 冥想に て、生 活修正の道を、発 見し
げだつ

つづ ける。 この数 千年間 の、迷 ひの時 代の、 中途半 端な、規 範、学問、祈り、
慣習に、とらはれるな、はからふな。解脱せよ。
自身の 、受精 ないし 生誕か ら、死 まで、 自身の 体内も 、社会環境も、自然 環
境も 、変化 しつづ ける。 変化に 対応し 、生理 にした がふ、悦 びの道として、生
活 を、不 断に、 修正し つづけ る。不 断修正 人生こ そが、 自然治癒力を、全開 し
てゆく。
個性別 の、苦 しみ 悩みこ そを、 導きの 糸とし て、必 ず感謝し、生活 修正の道
を、 発見し つつ、 個性 別に、 楽しみ 悟りに 、接近 する。 これのくりかへしが 、
人生である。
悦びへの伝言を、寄せあひ、今からこそ、まともな、

ひとり ひとり の冥想 生活、 不断修 正人 生を、 伝へあ ふ。健康平和な生 活の道
とは、どういふものか？

し ゅ った つ

規 範、学 問、祈 り、芸 術、養 生を、 創出し てゆき あふ 。生理にしたがふ 、悦び

安眠も、工夫します。

脈

の 道 と し て の 、 統 一 人間 社 会 は、 今 こ そが 、 や うや く 、 出 立 点な の で す。 基
本、この数千年間を、否定せよ。
氣分は、よいか？

生 理にし たがふ 、悦び の道に は、確 認の要 点が、 ある。 呼吸は、楽か？
は、ととのつてゐるか？

体内に、注意し、生理にしたがふ、悦びの道を、
〈生理化〉と、呼びませう。
労働と休養
通信 の発達 により 、社会 が個人 に、解 体され る傾向 に、ある。求 道意識の、
冥想生活、これによる、自己管理が、ますます、重要となる。
その上にて、生産を、再編してゆく。
生活は、労働と休養の、くりかへしです。
社会 は、 労働力 と、商 品と、 貨幣を 、仲立 ちとし 、おたがひ の生活こそを、
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生 産しあ つてゐ る。生 活の 生産、 といふ 本質に 、帰れ 。そして、もち ろん、お
たがひの、健康平和な生活の道、これをこそ、生産しあはう！
生産の再編、社会の再編、です。この数千年間の、迷ひから、解脱せよ。
生 活の、 休養面 と、労 働面か ら、家 庭、同 好会 、職場 を、あらためて、求道
意識の、協会、といたしませう。
家庭 を、恋 愛と出 産と保 育と教 育とい ふ、特 殊な労 働、それと 、生活の休養
面、これらのための、協会とする。求道意識にて。
同好会 といふ 、休養 協会を 、考へ る。職 場は、 生産性 のため、分業労働 、分
業認 識が、 避けら れない 。生体 と認識 に、偏 りが生 じ、生 理を混乱させる。職
場 の分業 労働、 これを 修正す る、保 健的な 労働、 また、 職場の分業認識、 これ
を修正 する、 保健的 な認識 、これ らのた めの、 休養協 会を、同好会 として、考
へる。求道意識にて。
職 場を、 生活の 労働面 のため の、協 会とす る。地 球人おた がひの、健康平和
な生活 の道、 これを こそ、 目的と する、 生産調 和体。 それへ向け、 自由に創造
してゆく。求道意識にて。
家庭、同好会、職場の、毎日。地球の諸域の、毎日。健康平和な生活の道を、
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求 めあ ひ、健 康平和 な需要 、そし て、健 康平和 な商ひ を、発見しつづ ける。生
産は、 それが 、身 近でも 、商品 などは さむ、 地球連 鎖でも、健 康平和な、生活
協力、これをこそ、めざす。求道意識にて。
希 少者の 、資産 増殖と いふ目 的、 それに 合せ、 成立し てゐる、地球の供給体
制の、今。大逆転しよう。健康平和な、生活協力、それに合せ、有効な供給を、
開発 、拡大 させ、 無効な 供給を 、縮小 させる 。や がては 、全員の、資産循環と
い ふ目的 へ、再 編して ゆきあ ふ。健 康平和 な生活 の道 へ、地球の供給体 制の、
本格再 編。そ の過程 にてこ そ、地 球環境 を整備 し、野 性の復興を する。

資 産 格差 の 拡 大、 そ れ は 、〈信 用寄付 〉 によ つて のみ、 解 決す る 。 ただの 寄

集積の、有効還元を、要請しませう。

健康平 和な生 活の道 への、 連帯、 それを 成した 地球民 衆から、剰余の労働 量

家とくに諸軍事・諸警察が、統制することにも、限界がある。

量を 、集積 させて いただ く工夫 が、経 営競争 の本質 でした。 その傾向を、諸国

労働力 は、労 働力自 身を維 持する 以上の 、労働 量を支 出できる。剰余の 労働

有効還元

健康 平和 な、 生 活 協力 を、 眞剣み も込め 、〈聖 愛 〉 と呼 ぶ ことに し ま せう 。

情( 報通信技術 も
) 、 ひ と り ひ と り の 、 冥 想 生 活 、 こ れ を こ そ 支 援す る 、 便 利
な道具として、まうひとつの通信へ、本格再編する。

I
C
T

付 で は、不 可。〈信 用 寄付 〉と は、 次の み に、 活 用される ことが 、 保 証され て
ゐる、 寄付。 健康長 寿を生 産し あふ、 流通。 野性の 復興。諸民 族の調和。これ
らです。
認識
世界 の現実 を反映 してゐ る認識 、それ が、現 実の認 識です。世 界の現実を反
映してゐない認識、それが、架空の認識です。ただし、人間の健康平和にとり、
それが 架空の 認識で あると 、自覚 した、 架空の 認識は 、有益であ ることも、あ
ります。それは、睡眠中の夢や、覚醒中の芸術内容などにて、あります。
基 本、健 康平和 な、現 実の認 識を、 追究し あひま せう。 生理にしたがふ、悦
びの道 と、世 界の現 実を反 映する 認識、 これら により 、社会がまと もに、統一
される。人間は、健康平和な、現実の認識、これの前に、平等なのである。
基 本、こ の数千 年間を 、否定 する。 諸民族 が、闘 争しあひ 、富民と貧民が、
闘争し あつて きた。 指導者 や運営 者と、 民衆が 、とり つくろひあつ てきた。病
的戦争な、架空の認識にて。
民 衆の生 理の、 必然と して、 闘争か ら、調 和へ。 この数千 年間を、否定し、
次 の社 会へ、 入門す る自覚 が、こ れだ。 人間は 、健康 平和な、現実の 認識、こ
れの前に、平等なのである。
健康平和な、現実の認識を、眞剣みも込め、
〈眞智〉と呼ぶことにしませう。
調和へ
り

人間 が、地 球の諸 域に、 対応な いし適 応しつ つ、 諸民族に分化 し、闘争して
き た。少 しは、 調和も してき た。こ の伝統 におけ る、 認識の理の必然と 、生理
の必然 と、物 理の必 然、こ れらを 、冷徹 に、理 解して いく。さう いふ、民族地
理学 の本質 論を、 発達さ せる。 さうし つつ、 まとも な、諸 民族調和への道を、
創造してゆく。それへ向け、出発しませう。諸民族性には、存在理由があつた。
まづ、それを尊重しあふことから、出発する。
諸民 族調和 へ、日 本民族 が起点 となる 、理由 がある 。主に、日本 列島の、特
異な自然環境が、原因だが、日本民族の原点に、国家発生以前、一万年以上の、
平和な 縄文時 代があ る。部 族国家 発生後 、この 数千年 間の地球、す なはち、諸
民族 闘争な どの、 特異な 時代を 、相対 化しう る、平 和性の原 点が、日本民族に
は 、ある 。日本 民族の 伝統を 、反省 し、諸 民族の 調和へ 、仲介のあり方も、 創
造す る 。まづ 、 日 本民族 の 野性の 復 興、 こ れ の表 明 と して 、〈縄 文 る ねっ さん
す〉を、提唱いたします。
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公共
この数 千年間 の地球 にて、 建築 、運輸 、金融 、通信 が、発達した。 今、通信
大企 業など は、諸 国家を 、ふり まはす ほど と、な つてゐ る。しかし、生理にし
た がふ悦 びの道 、ひと りひと りの、 冥想生 活を 支援す るのとは、まさに 逆。ひ
とりひ とりの 行動を 、監視 して制 御し、 大きな 利潤を 獲得する。 そのための、
アルゴリズム 機(械手順 の
) 開発に、とらはれてゐる。
ま た、米 国医療 などは 、中途 半端な 、化学 研究や 、遺伝 研究などに、とらは
れ、実質、自然治癒力といふ本質を、失念してゐる。
今の通信も医療も、要は、健康平和な生活の道にとり、有効な供給体制では、
ありませぬ。
諸国家 や、国 連など でもな く、次 の社会 へ提案 する、 まうひとつの、公 共。
これを、数千年間の迷ひの最終に、民衆から、民間から、育成する。
諸民族の調和へ、資産循環の調和へ、地球公会の創出が、どう可能か。
すでに述べた、独自用語を、結ぶ。
〈生理化のため眞智にて聖愛〉しあふ、
〈縄
文 るね っさ んす 〉を 、〈 信用 寄付 〉と と もに、育 成 しませ んか。 そ の 方向 の 、
思 索 と情 念の集り へ。 いよ いよ 、〔 次の別 の 地 球へ 夢 な かま〕 に 、 なり ま せん
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か。
なほ、それでも、地球人は、宇宙にて、後進生物にすぎませぬ。
ひと りひと りの、 求道 意識か ら、覚 醒し、 協同す る。地球公 会の、創出意識
までに。
この数 千年間 を、否 定し、 未来に ある 地球協 同へ。 未来への、安心を 。次の
社会への、大欲を。
病的戦争な、現代社会を、自然に、治癒させあひませう。
まづ、 こ の 、〈悦 び へ の伝 言 〉 を、ど ん どん、 ど んどん 、ひ ろめ て い ただ け
ませんか。まともな、求道の実行は、そのあと、時間をかけて、どうぞ。

まな ぶ

令和四年正月吉日

arigatou@image.ocn.ne.jp

縄(文 あ)かでみぃ校長 山田 学 ⓒ
J
O
M
O
N

