
	  

      

夏期修練会 神戸会場 
主催：公益財団法人 天風会 

講師：岡田幸仁、國岡恒雄、國分博継、難波和広、南方哲也、宮井芳行 

同時開催：
事前講座：  

日程：7月 15 日（金）～18 日（月・祝） 
会場：神戸しあわせの村（通い形式） 

2022 年 

出典：神戸市 

予期せぬ様々な出来事が起ころうとも 
私たちのいのちは輝いている 
今こそ感謝で活きる時 
価値高く活きよう 
さぁご一緒に 

待ちわびた修練会 



【プログラム】 

夏期修練会 神戸会場／神戸夏期オンライン行修会 

 
 

 

・都合により講師、内容等を一部変更する場合があります。 

・都合により一部の講座は予め録画したものをご覧いただく 

場合があります。 

・｢神戸夏期オンライン行修会｣の｢誦句と瞑想｣は、同じ誦句に 

ついての講義を録画したものを配信いたします。 

・｢夏期修練会 神戸会場｣または｢神戸夏期オンライン行修会｣に 

お申込みの方は追加費用なしで｢神戸基礎行修会｣にご参加 

いただけます。特に修練会未経験の方は｢神戸基礎行修会｣の 

受講をお勧めいたします。｢神戸基礎行修会｣のみの参加も 

可能です。詳細は次ページをご覧ください。 

  ・｢神戸基礎行修会｣は神戸国際会館にて開催しオンラインでも配信いたします。会場参加の定員は 20名です。 

会場での参加ご希望の方はお早めにお申込みください。 

・｢神戸夏期オンライン行修会｣、｢神戸基礎行修会｣につきましては、終了後 1週間程度の見逃し配信を行う予定です。 

ただし一部のプログラムを除きます。 

8:00 ＜修練会＞受付開始 8:00 ＜修練会＞受付開始 8:00 ＜修練会＞受付開始

8:30 ＜修練会＞芝生の安定打坐 8:30 ＜修練会＞芝生の安定打坐 8:30 ＜修練会＞芝生の安定打坐

8:30 ＜オンライン＞Zoom接続開始 8:30 ＜オンライン＞Zoom接続開始 8:30 ＜オンライン＞Zoom接続開始

9:00 朝礼（屋外、運動法を含む） 岡田 9:00 朝礼（屋外、運動法を含む） 宮井 9:00 朝礼（屋外、運動法を含む） 難波

9:30 ＜修練会＞受付開始 9:20 移動・休憩 9:20 移動・休憩 9:20 移動・休憩

9:30 ＜オンライン＞Zoom接続開始 9:40 養動法、安定打坐法実習 難波 9:40 養動法、安定打坐法実習 南方 9:40 養動法、安定打坐法実習 岡田

10:00 開会挨拶、注意事項等

10:10 講話：イントロダクション 國分 10:10
誦句と瞑想：
思考作用・言葉の誦句

國岡 10:10 誦句と瞑想：信念の誦句 難波 10:10
誦句と瞑想：
想像力・理想の誦句

國分

10:50 休憩

11:05 養動法、安定打坐法実習 11:00 ひとりマッサージ 11:00 ひとりマッサージ 11:00 ひとりマッサージ

11:25 誦句と瞑想：力の誦句 宮井 11:15 休憩 11:15 休憩 11:15 休憩

11:30 誦句と瞑想：運命の誦句 岡田 11:30 Q&H 岡田 11:30 誦句と瞑想：統一箴言 南方

12:15 ひとりマッサージ 12:20 連絡事項 12:20 連絡事項 12:20 ＜オンライン＞閉会の言葉

12:30 朝礼の意義説明 岡田 12:25 ＜オンライン＞終了 12:25 ＜オンライン＞終了 12:30 ＜オンライン＞終了

12:35 連絡事項 12:25 ＜修練会＞昼食・休憩 12:25 ＜修練会＞昼食・休憩 12:20 ＜修練会＞昼食・休憩

12:40 ＜オンライン＞終了

12:40 ＜修練会＞昼食・休憩

13:40 基礎修練の復習 國分 13:25 精神能力の開発 國分・難波 13:25 精神能力の開発 國分・難波 13:20 精神能力の開発 國分・難波

14:20 実験 岡田 14:25 休憩 14:25 休憩 14:20 休憩

15:00 休憩・移動 14:40 実験 岡田 14:40 実験 岡田 14:35 講話：まとめ 宮井

15:20 運動法実習（屋外・屋内） 岡田・難波 15:20 休憩・移動 15:20 休憩・移動 15:15 閉会の言葉

15:40 運動法実習（屋外） 岡田・難波 15:40 運動法実習（屋外） 岡田・難波 15:30 終了

16:40 終礼、屋内へ移動 16:40 終礼、屋内へ移動 16:40 終礼、屋内へ移動

16:55 終了 16:55 終了 16:55 終了

７月１８日（月祝）７月１７日（日）７月１5日（金） ７月16日（土）

神戸基礎行修会（ハイブリッド型） 

時刻 内容 担当

13:30 Zoom接続開始

14:00 開会挨拶、注意事項等

14:10 講義：我とは何ぞや 南方

15:10 休憩

15:25 解説：クンバハカ、坐法、養動法、安定打坐法 國分

16:25 ひとりマッサージ

16:45 諸連絡

16:50 終了

７月９日（土）



会場

定員

参加費 区分 参加費

一般・会友 一般 80,000円 一般・会友 一般 40,000円

24歳以下の学生 40,000円 24歳以下の学生 20,000円

会員 賛助会員 40,000円 会員 賛助会員 20,000円

初年度会員 64,000円 初年度会員 20,000円

学生賛助会員 16,000円 学生賛助会員 8,000円

特別功労賛助会員 8,000円 特別功労賛助会員 4,000円

注記

締切

キャンセル料

会場

定員

参加費

一般・会友 一般 6,000円

24歳以下の学生 3,000円

会員 賛助会員 3,000円

初年度会員 3,000円

学生賛助会員 1,200円

特別功労賛助会員 1,200円

締切

キャンセル料

6月29日（水）（定員になり次第締め切ります。）

・不参加となった場合は速やかにご連絡下さい。
・キャンセル料は6月30日（木）～7月8日（金）は10％、9日（土）当日は100％です。
・発熱など急な体調不良による場合はキャンセル料はいただきません。

 神戸基礎行修会（ハイブリッド型）

神戸国際会館／Zoomによるオンライン参加

会場参加：20名、オンライン：200名

注記

参加費

区分

・不参加となった場合は速やかにご連絡下さい。
・キャンセル料は7月5日（火）～14日（木）は10％、15日（金）以降は100％です。
・発熱など急な体調不良による場合、夏期修練会が中止となり｢神戸オンライン行修会｣のみ
  の開催となった場合はキャンセル料はいただきません。

6月29日（水）（定員になり次第締め切ります。）

区分

・4日間の昼食代を含みます。
・初日の朝と最終日の夕方は新神戸・三宮発
  着の送迎バスを運行予定です。
・宿泊費は含まれていません。しあわせの村に
　宿泊希望の方は神戸の会事務所（０７８－
　５９９－８２１３）までご連絡ください。
・初年度会員の方は1年目の途中でも賛助会
　員に切り替えることができます。ご希望の
　方は財団本部（０３－３９４３－１６０１）に
　ご連絡ください。
・｢神戸夏期オンライン行修会｣の見逃し配信も
　ご覧いただけます。
・新型コロナウィルスの感染状況によっては開
  催を中止し、神戸夏期オンライン行修会のみ
  の開催となる場合があります。

・7月15日（金）～18日（月）午前中のみの配信
  となります。
・終了後1週間程度、見逃し配信がご覧いただ
  けます。
・パソコンまたはスマホ等にZoomアプリを事前
  にインストールする必要があります。

・｢夏期修練会｣または｢神戸夏期オンライン

  行修会｣に申し込まれた方は無料です。

・新型コロナウィルスの感染状況によっては
  会場での開催を中止し、オンラインのみの
  開催となる場合があります。

今年は3年ぶりに｢夏期修練会 神戸会場｣（集合型、通い形式）を開催することになりました。
また夏期修練会のコンテンツを利用した｢神戸夏期オンライン行修会｣（オンライン参加型）を同時開催
いたします。どちらかの行事に参加される方は、7月9日（土）に開催される｢神戸基礎行修会｣（ハイブ
リッド型）にも追加費用なしでご参加いただけます。

【参加要綱】

夏期修練会 神戸会場 神戸夏期オンライン行修会

参加費

神戸しあわせの村 Zoomによるオンライン参加

90名 100名



申込方法 申込手順 応募〆切 

Peatix 1 .イベント申込サイト Peatix 上の神戸夏期修練会等のページを表示します 

・HP (https://tempukai-kobe.peatix.com)の開催予定イベントの中から、 

・もしくは右の QR コードから、アクセスできます 

・中村天風財団神戸の会の HP からもアクセスできます 

・イベントページ掲載のご案内を必ずお読みください  
   
２．「チケットの申し込み」をクリック 

・クレジットカード、PayPal、コンビニ ATM でお支払いができます 

・お申し込みが完了すると、ご登録メールアドレス宛に tickts@peatix.com 

から「お申し込み詳細」のメールが届きます。このメールは修練会等の 

終了まで消さずにおくことをお勧めします 

６月２９日 

Fax 

 

１．別紙の Fax 申込用紙に必要事項をご記入の上、Fax してください 

・Fax 送付先：天風会認定神戸の会 078-336-3400 

２．参加費のお支払い 

・Fax 受領後、神戸の会で定員をチェックします 

・神戸の会からの参加可能の回答を待って、参加費をお支払いください 

・郵便局備え付けの払込取扱票にて、次の口座にお振込ください 

・振込先 ゆうちょ銀行口座記号番号：00940-8-141557	 	
加入者名：天風会認定神戸の会	

・振込期限：  ６月３０日（木）	 	 	 （下記記入例参照、手数料払込人負担）	
・入金をもって申し込み完了とさせていただきます 

６月２９日 

fetus
䩧ꁎ⺅䪒玭ⷦ⯝氠PDF✑䧯塌
ゆうちょ銀行の「払込取扱票」に印刷するためのPDFを作成するサイトです。
「払込取扱票」はゆうちょ銀行においてあるこんな紙です。ATMとかにあります。わからなければ窓口で聞けばくれるはずです。

自分で全部印刷するようなことは禁止されているため、ゆうちょ銀行で紙を取ってきて、そこに「手書きの代わりに」印刷する必要があります。
画像にマウスを置くと、最終的な（印刷後の）イメージが表示されます。

入力されたデータについては一切保存していません。 （ソースコード）

作成されるPDFは、払込取扱票に合わせた特殊な用紙サイズです。(180mm×114mm)
これをうまく扱えるプリンタをうまく設定して使う必要があります。場合によっては結構難しいです。
手書きで一文字も書きたくないような人を除いて手書きしたほうが圧倒的にはやくて楽です。

作成されるPDFは、選択したフォントによって字形が異なるかもしれません。

（例えば、「辻」の
しんにょう
辶 が一点か二点か）

また、フォントによって利用できる文字が異なります。
そのあたりのケアは一切行っていませんので、出力が正しく行われていることは必ず目視で確認してください。

✑䧯ّ٭ؚن

作成・ダウンロード

剳偆㺿婹
2021-02-06

フォントを更新しました。
にゃしぃフォント改二: Version 2.0710
にゃしぃフレンズ: Version 2.0710

2020-07-21
依頼人メールアドレス欄を追加しました。

2020-07-13
利用可能フォントを追加しました。

IPA明朝
IPAゴシック

備考欄に等幅フォントを使用するオプションを追加しました。
通販の申し込みの際に、簡易的な表のようなもの（複数行での位置調整が必要なもの）を印刷できるようになります。
このオプションは、IPAex明朝またはIPAexゴシックを使用フォントとして指定している場合に動作します。
それ以外のフォントでは無視されます。

2020-07-10
義援金口座情報を更新しました。 うまくいけば、今後は自動的に最新の情報に更新されます。
フォントを更新しました。

にゃしぃフォント改二: Version 2.077
にゃしぃフレンズ: Version 2.077

2019-10-18
台風19号の義援金口座情報を追加しました。

2019-09-19
台風15号の義援金口座情報を追加しました。
にゃしぃフォント改二・にゃしぃフレンズをVersion 2.075に更新しました。「」に対応したようです。

2019-09-15
京都アニメーション放火事件の義援金口座情報を追加しました。
令和元年8月の前線に伴う大雨による災害に対する義援金口座情報を追加しました。

2019-07-21
フォントを追加しました。 源ノ角ゴシック（Noto Sans CJK / Source Han Sans）ベースのフォントです。

源真ゴシック
源柔ゴシック

2019-07-19
「罫線等を描画する」オプションを実装しました。 印刷しない状態でなんとなくのできあがりイメージがつかめるPDFが出力されますが、 このオプション
を有効にしたPDFを実際に印刷して利用することはできません。
右側の「加入者名」が小さくなる場合の処理を変更しました。 とりあえず適当な場所で折り返されて出力されます。 文脈とかは読まないので、微妙な折り
返しが行われます。

2019-07-17
数字以外の部分（主に日本語記載部分）のフォントとして次のフォントが利用できるようになりました。 おまけみたいなものなので通常はIPAex明朝を利
用されるのがいいと思います。

IPAexゴシック
梅明朝・梅ゴシック
M+1p Regular
みかちゃん-P
にゃしぃフォント改二・にゃしぃフレンズ

2019-07-15
依頼人各データの必須指定を無くしました。 これにより、「自分の口座情報を印刷した配布用の払込票」が作成できます。 ゆうちょ銀行の想定した使い方
ではおそらくないと思いますので、 実際のご利用の前にゆうちょ銀行へ相談されたほうがいいと思います。 何か問題が発生しても一切責任は負いません。

2019-07-05
日本語印刷に利用しているIPAex明朝フォントを Ver.004.01 に更新しました。「令和」の組文字（U+32FF, ）が出力できるようになっていたりしま
す。 （が、㍻に比べて細いような…）

2019-07-02
入力欄の大きさやヒントの文字色などを調整しました。

2019-07-01
入力欄を整理しました。
払込先・依頼人をブラウザに記憶できるようになりました。 プリセットとして払込先には現時点で受付中の災害義援金の払込先を用意しておきました。 ど
んな感じに動くかの確認に使えると思います。

これ以前は省略

Copyright © 2017-2021 AIZAWA Hina  .
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加入者名

㈱月極定礎ホールディングス

 Save  Load  義援金

記号・番号

012345 0 98765

払込金額

3000

通信欄

依頼人郵便番号

依頼人都道府県

---

依頼人住所（市区町村）

千代田区

依頼人住所（番地等）

千代田1番1号

依頼人住所（建物名部屋番号等）

令和マンション1024号室

依頼人氏名

日本　太郎

カナ（任意）

ニッポン　タロウ
払込先に要求されていないときは記入する必要はないでしょう。

電話番号

メールアドレス（任意）

yourname@example.com

通常は記入不要です。
払込先にメールアドレスの記載を求められているときに入力してください。
日本語ドメインのアドレスは使用できません。

 Save  Load

1000001

090 1234 5678

日本語フォント

明朝体（IPAex明朝）

簡易的な表のような通信欄を作成する必要がある場合などに利用できます。（スペースでレイアウト調整できます）
「日本語フォント」オプションで「IPAex明朝」「IPAexゴシック」を指定している場合のみ動作します。

通信欄への等幅フォントの利用

印刷後のイメージを確認するために、罫線等を描画します。
このオプションを使用して出力したデータを実際に印刷して利用することはできません。

罫線等を描画する

 

神⼾夏期修練会／オンライン⾏修会のお申し込み⽅法 

００９４０ 8 １４１５５７ ００９４０ 8 
１４１５５７ 

振替払込請求書兼受領書 

参 加 費 

参 加 費 

天風会認定神戸の会 

天風会認定神戸の会 

住所、お名前、電話番号を 
ご記入ください 
 

２０２２年度 神戸夏期修練会等参加費 
賛助会員/学生賛助会員/会友・一般 などの会員区分、 

修練会（リアル）/オンライン行修会 の別もご記入ください 

  

 参加費 

住所、お名前、電話番号を 
ご記入ください 
 

会員区分 夏期修練会 オンライン行修会

一般・会友：下記以外 80,000円 40,000円
一般・会友：24歳以下の学生 40,000円 20,000円
会員：賛助会員 40,000円 20,000円
会員：初年度会員 64,000円 20,000円
会員：学生賛助会員 16,000円 8,000円
会員：特別功労賛助者 8,000円 4,000円



    
 

神戸夏期修練会／オンライン行修会 Fax お申し込み用紙 

Fax 送付先：天風会認定神戸の会 078-336-3400 （〆切：6月29日） 

Fax 送信日：２０２２年  月  日 

 

※ご提供いただいた個人情報は適切に管理し、目的達成のために利用し、法令に基づく場合またはご本人の 

同意がある場合を除いて、他の目的での利用及び提供はいたしません。 

 

ふりがな 

お名前 (必須) 
 性別(〇で囲む) 

 

 

（男性・女性）    

会員・会友・一般の別(必須) 
(〇で囲む) 

1．会員 （所属：     の会） 会員番号           

   （賛助会員・初年度会員・学生賛助会員・特別功労賛助者） 

２．一般・会 友 

修練会参加経験(必須) １．無し  ２．有り（およそ   回） 

ご住所 (必須) 〒 

 

電話番号 (必須) 自宅/携帯：       一       一 

 

メールアドレス (必須)  

 

参加形式 (必須) 
(〇で囲む) 

修練会（リアル）かオンライン行修会か？ 

第 1 希望 

１．修練会（リアル）（定員９０名） 

２．オンライン行修会 (zoom 利用経験 有り ・ 無し) 

第２希望 

１．を選ばれた方で、定員に達していた時、リアル開催ができなくなった場

合は参加形式の変更をお願いいたします。 

その場合のご希望は、 

２．オンライン行修会(zoom 利用経験 有り ・ 無し) 

３．キャンセル（キャンセル料不要） 

基礎行修会の参加希望（修練会・オンライン行修会参加者は無料） 

 （会場参加・オンライン参加・参加しない） 

参加費振込予定日 

振込期限 ６月３０日（木） 

参加費の振込は  月  日頃を予定しています 

連絡事項 

（お問い合わせなど） 

 

 

 

連絡先：神⼾の会事務局電話： 078-599-8213 
E-mail ：efax@tempukai-kobe.jp 
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