
本会は深く自然を愛し 生命の尊厳と 永遠性を讃え
大わたつみ （大海原） の如く豊かにたくましく 愛と
真実を以て家庭の調和を具現し 会員各位の協力と
提携により 日本並びに世界の平和と福祉に寄与し
以て人類の画期的進運に貢献することを目的とする

ＮＰＯ法人 わたつみ友の会



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
昭和 43 6 26 茨城県日立市に於いて 「わたつみ友の会」 結成創立さる 日立市民会館

43 7 日立地区講座開設。　以後毎月第2木曜日開講 日立市民会館 第1回精神文化講座 「因果律と意思の自由」
わたつみ友の会会
長医学博士

鴨志田恒世 先生 日立市民会館

43 8 10 機関紙 「わたつみ」 創刊号発行。以後隔月発行

43 8 12 第１回精神文化講演会 ｢永遠平和への道を求めて」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生 日立市民会館

43 9 7 第２回精神文化講演会 「心の美容法」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生 日立市民会館

43 9 20 第３回精神文化講演会 「生命の神秘」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生 日立市民会館

43 10 8 第４回精神文化講演会 「生命のふるさと」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生 日立市民会館

43 10 26
発会披露式挙行さる。　同時に臨時総会及び記念講演会
開催

日立市民会館 記念講演会 茨城新聞社社長 武藤武男　 氏 日立市民会館

43 11 9 第５回精神文化講演会 「人間の心」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生 日立市民会館

43 12 10 第６回精神文化講演会 「精神界の種々相」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生 日立市民会館

44 3 15 第１回会員研修会 日立福祉センター

以後毎月第1木曜日で開催 日立市民会館

44 6 1 第１回定時総会並びに創立1周年祝賀会挙行さる 日立市民会館

44 8 17 第７回精神文化講演会
（第１回東京地区講演会）

「人間の心」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生
東京赤坂
日本都市センター

44 10 16 東京地区講座開設。以後隔月開催 日本都市センター 第１回東京地区講座 「人間の心」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生 麻布福祉会館

44 11 10 茨城大学教授懇話会講師に招聘さる 「日本人の再発見」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生 茨城大学

45 2 17 第８回精神文化講演会 「人間性の復活」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生 日立市民会館

45 5 17 第２回定時総会 日立市民会館 「日本の美」 文学博士 谷川徹三　先生

「心理学の新世界」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

「二十一世紀の世界
(人口よりみて)」

経済学博士 舘　　稔 　先生

45 6 20 創立２周年記念バザール開催 日立市民会館

45 8 23 第１０回精神文化講演会
（第２回東京地区講演会）

「希望の精神革命」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生
東京赤坂
日本都市センター

45 10 24 「世界の平和と人間の幸福」
ノーベル物理学賞
受賞者 理学博士

湯川秀樹　先生

「伝統的日本の心」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

45 11 1 「私の見た日本及び日本神道」 ジュネーブ大学教授
ジャン・エルベー

ル博士
国立教育会館
大講堂

「日本と日本の源泉について」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

46 2 19 日立市教育委員会より社会教育団体として認証さる

46 3 13
ﾁｬﾘﾃｨｼｮｳ 「演芸特選名人会」 
開催　　　心身障害者施設「太陽の家」 
に純益金50万円を万田日立市長を通し寄贈

日立市民会館

46 5 15 第３回定時総会 日立市民会館 「こころ」 理学博士 岡　　潔  先生

「外国人のみた日本の将来」 哲学博士 坂西志保　先生

「宇宙の生命と神秘」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

46 6 7 日立市民会館に於いて会長 鴨志田恒世先生
佐藤総理に単独会見

日立市民会館

46 6 9 中曽根防衛庁長官日立遊説の際、会長面談　機関紙寄贈 日立市民会館

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

日立市民会館
大ホール

日立市民会館
大ホール

日立市民会館
大ホール

第１１回精神文化講演会

第１２回精神文化講演会
（第３回東京地区講演会）

第１３回精神文化講演会

第９回精神文化講演会

（S43.6～Ｓ46.6）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
昭和 46 6 26～27 創立３周年記念及び育英基金のためのバザール開催 日立市民会館

46 9 19 第１４回精神文化講演会
（第４回東京地区講演会）

「日本人の心のふるさと」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生
東京赤坂日本都
市センター大講堂

46 10 2 「東洋思想の再発見」 哲学博士
ジナ・サーミナラ

女史

「人間の運命」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

46 11 13 「伝統と文化」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生 喜多方市厚生会館

「現代社会と精神衛生」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生
喜多方市立第一
中学校講堂

46 12 10～11 創立３周年記念特別バザール開催 日立市民会館

47 3 20 伊勢神宮御遷宮奉賛 「講演と演芸のつどい」 開催 日立市民会館 「終戦前夜を偲びて」
元郵政大臣 
参議院議員

迫水久常　先生

47 4 23 東京地区第１回会員研修会　以後隔月実施 代々木区民会館

47 6 18 第４回定時総会 「現代社会の人間の心」 医学博士 宮城音弥先生

「家庭と子供の躾」 元東宮侍従 浜尾　実先生

「古代日本の神と人間」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

47 7 8～ 9 わたつみ友の会育英基金設立準備特別バザール開催 日立市民会館

47 9 17 「心霊の科学」 大東文化大学教授 田中千代松 先生

「自然と神と人間」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

47 10 14 「幸福の科学」 九州大学教授医学博士 池見酉次郎先生

「科学と宗教」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

47 11 23
第３回チャリティショウ新制作座公演 「頼山陽」 開催
純益金50万円を日本赤十字社茨城支部長、岩上県知事を
通し、日本赤十字社献血運動の為に寄贈

日立市民会館

48 3 11
第４回チャリティショウ「特選演芸名流会」開催
純益金60万円を万田日立市長を通し、老人福祉施設
に寄贈

日立市民会館

48 3 17 「世界心霊の旅」
(特にソ連圏について)

A･R･Eｾﾝﾀｰ研究所長
エルセ・シークリ
スト女史

「四次元の不思議」 菊花会会長 小田秀人　先生

「人間の心」
(日常生活に於ける)

本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

48 5 24
日本赤十字社全国大会に際し、日本赤十字社より
会長鴨志田恒世先生　「金色有功賞」受賞さる

48 5 26 第５回定時総会 日立市民会館 「日中問題を語る」 前全日空社長 岡崎嘉平太 先生

「中近東を尋ねて」 文芸評論家 村松 剛　先生

「人間のこころ」
(恋愛と結婚について)

本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

48 6 9～10 創立５周年記念 「特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

48 9 9 「幸福に生きる」 田中澄江　先生
東京赤坂日本都
市センター大講堂

「人間のこころ」
(現代人の不安を探る)

本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

第２０回精神文化講演会

第１９回精神文化講演会

第１６回精神文化講演会

第１７回精神文化講演会
（第５回東京地区講演会）

第２１回精神文化講演会
（第６回東京地区講演会）

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

日立市民会館
大ホール

日立市民会館
大ホール

日立市民会館
大ホール

日立市民会館
大ホール

日立市民会館
大ホール

福島県喜多方市主催文化講演会　
喜多方市立中学校PTA主催講演会講師に招聘さる

第１８回精神文化講演会

第１５回精神文化講演会

記念講演会開催

東京赤坂日本都市
センター別館大講堂

（S46.6～Ｓ48.9）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
昭和 48 11 2 「教育を考える」 元文部大臣 森戸辰男　先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

「これからの日本」 前総理大臣 佐藤栄作　先生

「世界の流れ」 NHK解説委員長 緒方 彰　先生

49 4 13 新作座公演 「江戸城総攻撃」 開催 日立市民会館

49 5 19 第６回定時総会 「東西談義」 前文化庁長官 今 日出海　先生

「人間のこころ」 劇作家 北条  誠　先生

「生命のふるさと」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

49 6 8～ 9 創立６周年記念 「特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

49 9 8 「近頃思うこと」
参議院議員
声楽家

安西愛子　先生
東京赤坂日本都
市センター大講堂

「宇宙と人間の心」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

49 11 2 「超心理学の世界」 工学博士 関　英男　先生

「日本人の叡智」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

50 2 23 記念講演会開催 「現代に於ける主婦の座」 NHKアナウンサー 塚越恒爾　先生

「日本人の感覚と行動」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

50 4 13 創立７周年記念チャリティショウ 「特選演芸名流会」 開催 日立市民会館

50 4 23
創立7周年記念 「新日本フィル・特別ｺﾝｻｰﾄの夕べ」 開催
指揮：オッコ・カム(第１回ｶﾗﾔﾝ賞優勝者)　ﾋﾟｱﾉ：江戸京子
演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団

日立市民会館

50 5 18 第7回定時総会
「物理学の周辺」

ノーベル物理学賞
受賞者 理学博士

朝永辰一郎 先生
日立市民会館
大ホール

「日本人の心のふるさと」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

50 6 14～16 創立７周年記念 「特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

50 9 13 「情報理論から精神文明へ」
(超心理学について)

工学博士 岡田幸雄　先生
東京赤坂日本都
市センター大講堂

「人間の心」(人間性の自己啓発) 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

50 10 26 「大陸と海底の移動」 理学博士 竹内　均 先生

「日常生活と深層心理」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

50 11 18 日本のこころの詩 「浪曲特選会」 開催 日立市民会館

50 12 6～ 7 創立７周年記念「特別バザールと趣味の展示会」開催 日立市民会館

51 1 1
“愛”の創造ー美しき性への革命(日本教文社)出版
本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生

51 1 18
「超能力の開発」
（夢と冥想による）

ＡＲＥセンター所長
ｴﾙｾ･ｼｰｸﾘｽﾄ
 先生

「幸福への探求」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

51 4 29 チャリティショウ 「特選芸能名人会」 開催 日立市民会館

51 5 23 第８回定時総会 「科学技術とヒューマニズム」 工学博士 松前重義　先生

「流動する国際情勢と日本」 ＮＨＫ解説委員長 緒方 彰　先生

「“愛”の創造」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

51 6 26～27 創立８周年記念 「特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

日立市民会館
大ホール

日立市民会館
大ホール

第２４回精神文化講演会
（第７回東京地区講演会）

第２３回精神文化講演会

第２２回精神文化講演会

創立５周年記念を記念し、精神文化講演会及び記念事業
開催

第３０回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

日立市民会館
大ホール

第２７回精神文化講演会
（第８回東京地区講演会）

第２８回精神文化講演会
日立市民会館
大ホール

第２９回精神文化講演会
茨城県立中小企
業福祉センター
（日立市）

日立市民会館
大ホール

第２６回精神文化講演会

記念講演会開催

第２５回精神文化講演会

（S48.11～Ｓ51.6）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
昭和 51 8 7～ 「夏のバーゲン特選バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

51 9 4
創立８周年記念
「ジャパンピアノカルテット・特別コンサートの夕べ」 開催

日立市民会館

51 9 11
小澤征爾 「水戸公演」 後援
指揮：小澤征爾　　演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団

茨城県民文化
ｾﾝﾀｰ大ﾎｰﾙ

51 9 12 「日本の心　西洋の心」
京都大学教授
文学博士

会田雄次　先生
東京赤坂日本都
市センター大講堂

「“愛”の創造ー美しき性への革命」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

51 9 25
アメリカ・ＡＲＥセンター（バージニアビーチ）に招聘さる
「日本神道と超心理学」にて講演

記念講演会開催 「日本神道と超心理学」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

51 10 8 第１回 「みんなでうたう音楽会」 開催
特別出演：渡辺はま子　歌唱指導：小林良巳　本間 充

日立市民会館

51 11 6 「四次元世界の謎」 工学博士 内田秀男　先生

「世界情勢と日本」 外交評論家 加瀬俊一　先生

「日本神道と超心理学」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

51 12 10 チャリティショウ「浪曲特選忠臣蔵」開催 日立市民会館

51 12 15～16 創立８周年記念 「特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

52 1 25 第２回 「みんなでうたう音楽会」 開催 日立市民会館

52 3 12 創立８周年記念チャリティショウ 「演芸特選名人会」 開催 日立市民会館

52 5 14
創立９周年記念 「新日本フィル・特別ｺﾝｻｰﾄの夕べ」 開催
指揮：小泉和裕(第３回カラヤン・コンクール優勝者)　
演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団

日立市民会館

52 5 15 第９回定時総会
日立市民会館

「生命とは何か
－その神秘と尊厳－」

大阪大学教授
理学博士

今堀宏三　先生

「惑星の世界」
国立科学博物館
研究部長

村山定男　先生

「近頃思うこと」 参議院議員　声楽家 安西愛子  先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

52 6 4～5 創立９周年記念 「特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

52 7 23 チャリティショウ 「演芸特選名人会」 開催 日立市民会館

52 9 11 「伊勢神宮のはなし」
伊勢神宮大宮司
工学博士

二條弼基　先生
東京赤坂日本都
市センター大講堂

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

52 10 23 「源氏物語と現代」 評論家 村山リウ　 先生

「人間のこころ (己に背く心）」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

52 11 20

創立９周年記念 「新日本フィル特別ｺﾝｻｰﾄのつどい」 開催
指揮：小泉和裕　
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：ﾋﾟｰﾄﾙ･クサバ(ﾊﾟｶﾞﾆｰﾆ国際音楽ｺﾝｸｰﾙ優勝者)　
演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団

日立市民会館

52 12 10～11 創立９周年記念 「特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

53 2 4 第３回 「みんなでうたう音楽会」 開催 日立市民会館

53 4 1 創立１０周年記念チャリティショウ 「演芸特選名人会」 開催 日立市民会館

第３４回精神文化講演会
（第１０回東京地区講演会）

第３５回精神文化講演会
日立市民会館
大ホール

共　　　通

第３１回精神文化講演会
（第９回東京地区講演会）

第３２回精神文化講演会

講　座　　　・　　　　講　演　会

日立市民会館
大ホール

日立市民会館
大ホール

第３３回精神文化講演会

（S51.8～Ｓ53.4）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
昭和 53 5 13 第１０回定時総会 「数学的なものの見方」 京都大学教授理学博士 広中平祐　 先生

「人間のこころ
　－愛と憎しみをみつめて」

本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

53 5 27
創立１０周年記念 「新日本フィル特別ｺﾝｻｰﾄの夕べ」 開催
指揮：小澤征爾　　ヴァイオリン：瀬戸瑤子　
演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団

53 6 10～11 創立１０周年記念 「特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

53 6 28 創立１０周年記念 「魅惑のフラメンコ・サロメ」 開催 日立市民会館

53 7 12 創立１０周年記念 「納涼特選浪曲大会」 開催 日立市民会館

53 9 10 「これからの日本」 工学博士 糸川英夫　先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

53 11 1 創立１０周年記念 「宇宙の誕生と終焉」 理学博士 小尾信弥　先生

「万葉のこころ」 文学博士 犬養　孝　先生

「人間のこころ
　－生命の神秘を探る－」

本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

53 11 30 創立１０周年記念 「想い出の名曲歌謡ショー」 開催 日立市民会館

53 12 1 創立１０周年記念 「演芸特選名人会」 開催 日立市民会館

53 12 2 創立１０周年記念 「アムステルダム・シンタグマムジクム」 
昼夜開催

日立市民会館

53 12 9～10 創立１０周年記念 「特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

54 3 11 創立１０周年記念 「東京交響楽団特別ｺﾝｻｰﾄの夕べ」 開催
指揮：森　正　ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：前橋汀子　演奏：東京交響楽団

日立市民会館

54 3 21 創立１０周年記念 「“日本のこころの歌”への集い」 昼夜開催 日立市民会館

54 5 12 第１１回定時総会 「自由の意味」 文学博士 田中美知太郎先生

「生物としての人間
　－生命のしくみを考える」

理学博士 野田晴彦　先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

54 6 9～10 夏の大バーゲン 「特別大バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

54 7 21 「名曲歌謡と芸能の夕べ」 開催 日立市民会館

54 8 26 ジャパンピアノカルテット 「特別ｺﾝｻｰﾄの夕べ」 開催 日立市民会館

54 9 9 「アインシュタイン先生のこと」 理学博士 矢野健太郎 先生

「イギリス小説の
              ヒロインたち」

文学博士 近藤いね子 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

54 10 11
「新日本フィル特別コンサートの夕べ」 開催
指揮：小泉和裕　　ピアノ：松浦豊明　
演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団

日立市民会館

54 11 10 「地球の物理と地震の予知」 理学博士 力武常次　先生

「血液型と人間の性格」 作家 能見正比古 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

54 12 8～9 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

55 3 15 「演芸特選名人会」 開催 日立市民会館

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

日立市民会館
大ホール

第３６回精神文化講演会

第３７回精神文化講演会
（第１１回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

第３８回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第４０回精神文化講演会
（第１２回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

第４１回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第３９回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

（S53.4～Ｓ55.3）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
昭和 55 3 24 新日本フィル 「特別コンサートの夕べ」 開催

指揮：岩城宏之　　演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団
日立市民会館

55 5 24 第１２回定時総会 「中国近代化をめぐる諸問題」 拓殖大学教授 伊達宗義　先生

「外から見た日本人」
上智大教授 
哲学博士

グレゴリー・
クラーク 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

55 7 7～8 「夏季特別大バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

55 7 27 夢のピアノトリオ 「特別コンサートの夕べ」 開催
ピアノ：中村紘子　ヴァイオリン：海野義雄　チェロ：堤　剛

日立市民会館

55 8 16 夏休み特別プレゼント 「アノメフェスティバル」 開催
演芸特選名人会 「納涼の夕べ」 開催

日立市民会館

55 9 21 「人間を創るもの」 作家 曽野綾子 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

55 10 7
新日本フィル 「特別コンサートの夕べ」 開催
指揮：手塚幸紀　　バイオリン：宗倫匡
演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団

日立市民会館

55 10 22 フランス・グリダ 「ピアノリサイタル」 開催 日立市民会館

55 11 9 「月と地球の歴史」 理学博士 宮本正太郎 先生

「日本の防衛を考える」 元幕僚議長 栗栖弘臣 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

56 3 14 「演芸特選名人会」 開催 日立市民会館

56 3 21 ジャン＝フィリップ･コラール 「ピアノリサイタル」 開催 日立市民会館

56 5 17 第１３回定時総会 「８０年代の危機のシナリオ」 亜細亜大学教授 倉前盛通 先生

「近頃思うこと」 小説家 宮尾登美子 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

56 6 13～14 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

56 6 20 アニー・フィッシャー 「ピアノリサイタル」 開催 日立市民会館

56 7 12 「“日本のこころの歌”への集い－三波春夫ビッグショー」 
開催

日立市民会館

56 9 6 読売日本交響楽団 「特別コンサートの夕べ」 開催
指揮：小林研一郎　　ピアノ：内田光子

日立市民会館

56 9 27 「印度ゲルマン民族と文化」 理学博士 松下真一 先生

「思いつくままに」 侍従長 入江相政 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

56 10 25 「宇宙と人間」 東海大学教授 村野賢哉 先生

「生命の起源－宇宙的視野
で生命を考える」

理学博士 大島泰郎 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

56 12 12～13 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

57 3 28
ウイーン交響楽団 「特別コンサート」 開催
指揮・ピアノ：クリストフ･エッシェンバッハ

日立市民会館

57 5 2 アレクシス･ワイセンベルク 「ピアノリサイタル」 開催 日立市民会館

東京赤坂日本都
市センター大講堂

第４３回精神文化講演会
（第１３回東京地区講演会）

第４２回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第４４回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第４７回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第４５回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第４６回精神文化講演会
（第１４回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

（S55.3～Ｓ57.5）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
昭和 57 5 16 第１４回定時総会 日立市民会館 「日本人と日本語」 京都市立芸大教授 梅原  猛  先生

「日本の安全保障を考える」 評論家 海原　治  先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

57 6 12～13 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

57 7 9～11 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣセンター

57 7 11 「演芸特選名人会（江戸家猫八 他）」 開催 日立市民会館

57 9 7
新日本フィル 「特別コンサートの夕べ」 開催
指揮：朝比奈隆　　チェロ：堤　剛
演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団

日立市民会館

57 9 19 「一科学者のこころ」
ノーベル化学賞
受賞者　工学博士

福井謙一 先生

「中近東の悲劇は何故起るのか」 NHK解説委員 佐藤紀久夫 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

57 10 24 フルート・リサイタル　　フルート演奏者：パウル・マイゼン 日立市民会館 「音楽を聴く喜び」 音楽評論家 丹羽正明  先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

57 12 4～5 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

57 12 10 山本紫郎ショー５０周年記念 「ビギン・ザ・ビギン」 共演
東京
中野晋問館

57 12 24～26 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加 新宿 ＮＳビル

58 4 23
創立１５周年記念 
「アンドレ＝ミシェル･シュブ、ピアノ協奏曲の夕べ」 
開催　　指揮：ビクター・フェルドブリル

日立市民会館

58 5 15 第１５回定時総会 日立市民会館 「宇宙のはじまり」 理学博士 佐藤文隆 先生

「言葉と脳の働き
         －教育を考える－」

医学博士 角田忠信 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

58 6 4～5 創立１５周年記念 「夏季特別バザール」 開催 日立市民会館

58 7 8～10 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣセンター

58 7 10
創立１５周年記念 
 「演芸特選名人会（桂文珍・坂野比呂志他）」 開催

日立市民会館

58 9 11 創立１５周年記念 「南印度の言葉と日本語」 学習院大学教授 大野　晋  先生

「未来の世界とスペースシャトル」 理学博士 大林辰蔵 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

58 10 29 創立１５周年記念
「人類とは何か－私たちはど
れだけ自分を知っているか」

立教大学教授 香原志勢 先生

「最近の国際情勢について」 NHK解説委員長 山室英男 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

58 11 3 創立１５周年記念　 「クリストフ・エッシェンバッハ　
ユストゥス・フランツ　ピアノデュオ」 開催

日立市民会館

58 12 3～4 創立１５周年記念 「歳末特別バザール」 開催 日立市民会館

58 12 9～11 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加 新宿 ＮＳビル

第５３回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第５１回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第５２回精神文化講演会
（第１６回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

日立市民会館
大ホール

第５０回精神文化講演会
（講演と音楽のつどい）

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第４８回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第４９回精神文化講演会
（第１５回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

（S57.5～Ｓ58.12）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
昭和 59 1 26 創立１５周年記念 「ルツェルン祝祭弦楽合奏団・特別ｺﾝｻ

ｰトの夕べ」 開催　　指揮：ルドルフ・バウムガルト
日立市民会館

59 3 2～4 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣセンター

59 4 1 創立１５周年記念 「新日本フィル特別演奏会」 開催
指揮：小澤征爾　　演奏：新日本フィルハーモニー交響楽団

日立市民会館

59 5 13 創立１５周年記念
 「コレギウム・アウレウム管弦楽団・特別コンサート」 開催

日立市民会館

59 5 20 第１６回定期総会 「現代社会と子供の教育」 千葉大学教授 多湖　輝 先生

「新しい時代を迎える精神世界」 筑波大学教授 竹本忠雄 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

59 6 9～10 「夏季特別バザール」 開催 日立市民会館

59 7 6～8 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣセンター

59 7 15 「深層心理の世界」－人間性の回復をめざして ！－
(潮文社)出版　　　本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生

59 7 21 「演芸特選名人会（玉川カルテット　獅子てんや・瀬戸わん
や　　　マギー司郎 他）」 開催

日立市民会館

59 9 16 「生命科学の将来」 理学博士 渡辺　格  先生

「伝統と現代」 著述業 山本七平 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

59 10 21 「神話の再発見」 学習院大学教授 吉田敦彦 先生

「日本人の生活様式」 成城大学教授 石川弘義 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

59 11 22 「ベルリン放送交響楽団特別コンサート」 開催
指揮：ハインツ・レークナー

日立市民会館

59 12 8～9 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

60 2 2 「モントリオール交響楽団特別コンサート」 開催
指揮：シャルル・デュトワ　　ヴァイオリン：堀米ゆず子

日立市民会館

60 4 11 「チューリッヒ・トーンハーレ管弦楽団特別コンサート」 開催
指揮及びピアノ：クリストフ･エッシェンバッハ

日立市民会館

60 5 19 第１７回定期総会 「親子の断絶と父親の役割」
東京都立大学教授
文学博士

詫摩武俊 先生

「最近の東西関係について」
京都大学名誉教授
法学博士

猪木正道 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

60 6 15～16 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

60 7 21 「浪曲特選名人会」 開催 日立市民会館

60 9 16 「世界の中野日本」 法学博士 小室直樹  先生

「物質の究極の世界」
東京大学教授
理学博士

本間三郎  先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

60 10 20
「ドイツ・バッハ・ゾリステン演奏会」 開催
指揮及びオーボエ：ヘルムート･ヴィンシャーマン

日立市民会館

第５７回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第５８回精神文化講演会
（第１８回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第５６回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第５４回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第５５回精神文化講演会
（第１７回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

（S59.1～Ｓ60.10）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
昭和 60 10 27 「核の冬を考える」 名大教授 理学博士 島津康男 先生

「男の本音　女の本音」 サンケイ新聞記者 辻田ちか子 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

60 12 7～8 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

61 4 5 「演芸特選名人会（荒木おさむ　山口君と竹田君他）」 開催 日立市民会館

61 5 15 「幽玄の世界」－神道の真髄を探る－
(潮文社)出版　　　本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生

61 5 18 第１８回定期総会 「日本人の起源」 東大教授 理学博士 埴原和郎 先生

「生命科学と人間」
三菱化成生命科学
研究所部長 

中村桂子 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

61 6 7～8 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

61 7 2
「大阪フィル　特別コンサートの夕べ」 開催
指揮：尾高忠明　　ピアノ：花房晴美
演奏：大阪フィルハモニー交響楽団

日立市民会館

61 9 7 「万葉の妻たち娘たち」 作家 杉本苑子  先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

61 10 12 「現代人の心の行くえ」 慶大教授 医学博士 小此木圭吾 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

61 11 25
「シュットガルト放送管弦楽団コンサート」 開催
指揮：ネヴィル・マリナー　ピアノ：クリスティアン・ツァハリス

日立市民会館

61 11 29～30 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

61 12 6～7 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

62
2
3

26～
1

日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

62 4 9
わたつみ友の会創立２０周年記念 
「ハンブルグ北ドイツ放送管弦楽団特別演奏会」 開催　　
指揮：シャルル・デュトワ

日立市民会館

62 5 17 第１９回定期総会 日立市民会館 「日本古代史の謎を探る」 古代文明評論家 佐治芳彦 先生

「世界の中の日本女性」 元デンマーク大使 高橋展子 先生

「人間のこころ」 本会会長 医学博士 鴨志田恒世 先生

62 6 6～7 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

62 7 12
「演芸特選名人会
　　（桂三木助　京山幸枝若　荒木おさむ他）」 開催

日立市民会館

62 8 5
「東京シティフィル名曲コンサートの夕べ」 開催
指揮：松尾葉子　　テノール：鈴木寛一
演奏：東京シティフィルハモーニック管弦楽団

日立市民会館

62 9 4 本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生　御逝去

62 9 20 本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生　葬儀・告別式

第６０回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第５９回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第６３回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

第６１回精神文化講演会
（第１９回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

映画　「天皇陛下御在位６０周年記念特集」

第６２回精神文化講演会

日立市民会館
大ホール

映画　「天皇陛下御在位６０周年記念特集」

（S60.10～Ｓ62.9）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
昭和 62 12 5～12 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

62 12 20 本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生　埋葬祭
日立
平和台霊園

63 2
26～
　 28

日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

63 5 21 第２０回定期総会 日立市民会館

63 7 1～3 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

63 9 4 本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生　一年祭

63 11 3～6 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

63 11 20
創立２０周年記念 「特別コンサートの夕べ」 開催　　
指揮：クラウス・ペーター・フロール　
ｳﾞｧｲｵﾘﾝ：ミヒェル・エルｸｽﾚｰﾍﾞﾝ　演奏：ベルリン交響楽団

日立市民会館

63 12 2～4 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加 新宿ＮＳビル

63 12 10～16 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

平成 元 3 12 創立２０周年記念 「日本のこころ」 文芸評論家 村松　剛  先生

「日本の今迄の二十年
　　　　　これからの二十年」

評論家 秦野　章  先生

「国際社会から見たこれからの日本」 工学博士 馬野 周二 先生

元 5 21 第２１回定期総会 日立市民会館

元 6 3～4 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

元 7 7～9 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

元 11 21 「レディス・クインテット・特別コンサート」 開催
演奏：フルート　山形由美 他

日立市民会館

元 12 2～3 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

元 12 15～17 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加 新宿ＮＳビル

2 3 18 「海外から見た日本の再発見」 エッセイスト 木村治美  先生

「世界史的転換と日本の将来」 文芸評論家 村松　剛  先生

2 5 6 第２２回定期総会 日立市民会館

2 6 2～3 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

2 11 9～11 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加 新宿ＮＳビル

2 12 8～9 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

3 3 1～3 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

3 3 17 「脳と心の話」 医学博士 久保田 競  先生

「激動する世界情勢と日本」 外交評論家 田久保忠衛 先生

3 5 12 第２３回定期総会 日立市民会館

3 6 8～9 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

3 7 5～7 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

3 9 4 本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生　五年祭

3 9 7～8 シルバフェスティバルチャリティバザールに協力参加 日比谷公園

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第６６回精神文化講演会
（第２２回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

第６４回精神文化講演会
（第２０回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

東京赤坂日本都
市センター大講堂

第６５回精神文化講演会
（第２１回東京地区講演会）

（S62.12～H3.9）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
平成 3 10 4～6 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

3 12 7～8 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

4 3 8
法人化計画記念 「特別演奏会」 開催
指揮：フランツ・ウエルザー＝メスト
演奏：ロンドン・フィルハモニー管弦楽団

日立市民会館

4 4 4～6 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

4 5 24 第２４回定期総会 日立市民会館

4 5 31 「最近の世界情勢と日本」 電通大教授 西尾幹二 先生

「日本語のルーツを探る」 産能大教授 安本美典 先生

4 6 6～7 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

4 7 3～5 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

4 9 20 宮代祭ミニバザールに協力参加 聖心女子大

4 10 9～11 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

4 11 6～8 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

4 12 5～6 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

5 2 12～14 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

5 2 19 第９回文部省と語る会に参加 教育会館

5 3 14 「袋小路に入った戦後民主主義」 評論家 西部　邁　先生

「関東地方の地震と火山活動」 琉球大教授 木村政昭 先生

5 5 9 第２５回定期総会 日立市民会館

5 6 5～6 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

5 7
9～
　　
　 11

日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

5 10 9～11 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

5 11 5～7 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

5 11 27
わたつみ友の会創立２５周年記念音楽祭開催 
「イーヴォ・ポゴレリッチピアノリサイタル」 に協力参加

サントリー
　　　ホール

5 12 4～5 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

6 3 4～6 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

6 3 13 「２１世紀を迎えるに当って
　　　　の世界情勢を考える」

ＮＨＫ解説委員長 平野次郎　先生

「２１世紀を迎えるに当って
　の日本の教育を考える」

元文部大臣 森山真弓　先生

6 5 22 第２６回定期総会 日立市民会館

6 6 4～5 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

6 7 8～18 「東京ミニバザール」 開催 当会東京連絡所

6 9 18 宮代祭ミニバザールに協力参加 聖心女子大

6 9 13～21 「東京ミニバザール」 開催 当会東京連絡所

6 10 8～10 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

第６９回精神文化講演会
（第２５回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第６７回精神文化講演会
（第２３回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

第６８回精神文化講演会
（第２４回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

（Ｈ3.10～H6.10）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所

平成 6 11 3～6 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

6 11
6～1
3

わたつみ友の会創立２５周年記念音楽祭開催 
「ボルティモア交響楽団特別コンサート」 に協力参加

サントリー
　　　ホール

6 12 10～11 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

7 2 阪神大震災義援金として　676,000円 を寄付
（読売新聞社経由）

7 3 12 「２１世紀を迎えるに当って
　　　　の人間の生活」

建築家 黒川記章　先生

「ゆらぎの発想」　 脳機能研究所所長 武者利光　先生

7 3 24～26 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 日立ＤＩビル

7 5 7 第２７回定期総会 日立市民会館

7 6 10～11 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

7 9
15～
　　
　 17

わたつみ友の会 「新売店オープン記念」
「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催

わたつみ
友の会 売店

7 11 3～5 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

7 12 16～17 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

8 3 22～24 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

8 3 31 「動物の顔・人間の顔」
立教大名誉教授
日本顔学会会長

香原志勢　先生

「古代日本人の知恵と技術」 同志社大教授 森　浩一　先生

8 5 12 第２８回定期総会 日立市民会館

8 6 8～9 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

8 7 20～21 「東京ミニバザール」 開催 当会東京連絡所

8 8 30 「日常生活に及ぼす深層心理」 出版（わたつみ友の会）
本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生

8 9 4 本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生　十年祭

8 10 11～13 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

8 11 2～4 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

8 12 7～8 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

9 3 7～9 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

9 3 16 「日本精神史の再発見」 武蔵丘短期大学学長 鎌田東二　先生

「男性とは、女性とは」　
理学博士　
広島県立大学学長

今堀宏三　先生

9 5 18 第２９回定期総会 日立市民会館

9 6 7～8 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

9 10 17～19 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

9 11 1～3 日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

9 12 6～7 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

10 3 6～8 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

第７２回精神文化講演会
（第２８回東京地区講演会）

東京麹町
東条会館

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第７０回精神文化講演会
（第２６回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター大講堂

第７１回精神文化講演会
（第２７回東京地区講演会）

東京麹町
東条会館

（Ｈ6.11～H10.3）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所

平成 10 4 12 「海を越えた日本文化」
国際日本文化研究
センター助教授

井上章一　先生

「新しい人間学
（脳と身体から見た人間）」

医学博士　
北里大学教授

養老孟司　先生

10 5 17 第３０回定期総会 日立市民会館

10 6 6～7 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

10 9 12～13 わたつみ友の会 研修旅行：伊豆修善寺ラフォーレ

10 10 17～18 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

10 11 3 創立３０周年記念音楽祭開催　　
マリア・ジョアン・ピリス　ピアノリサイタルに協力参加

東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨ
ｺﾝｻｰﾄﾎｰﾙ

10 11
28～
　
　 29

日本チャリティ協会主催　チャリティバザールに協力参加
東京五反田
ＴＯＣビル

10 12 5～6 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

11 3 12 創立３０周年記念特集号機関紙 「わたつみ１４０号」 発刊

11 3 5～7 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

11 4 11 「日本人の心
　　　（言葉の魂・詩の響き）」

白鳳女子短期大学
学長

山折哲雄　先生

「教育から考えた
　　　　　　　２１世紀の日本」

教育学博士　
学習院女子大学教

久保田信之 先生

11 5 16 第３１回定期総会 日立市民会館

11 6 5～6 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

11 10 1～3 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

11 11 3 社会福祉法人子供の町創立50周年記念
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

11 11 20～21 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

11 12 10 わたつみ友の会　日立研修会館リニューアル化落成

12 3 10～12 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

12 4 23 「最近の国際情勢と日本外交」 元駐タイ大使 岡崎冬彦　先生

「日本人の清潔感」　
医学博士　東京医科
歯科大学教授

藤田紘一郎 先生

12 5 14 第３２回定期総会 日立市民会館

12 6 10～11 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

12 7 23 夏季フリーマーケットバザールに参加 勝田スーパートップス

12 9 24 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

12 10 6～8 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

12 12 9～10 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

13 3 9～11 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

13 4 22 「稲と日本人の心―伊勢神
宮の稲作儀礼から」

民俗学者　
元琉球大教授

小島瓔禮　先生

「これからの日本の
　　　　　　　　　道を考える」

理学博士　お茶の水
女子大学教授

藤原正彦  先生

13 5 13 第３３回定期総会 日立市民会館

第７６回精神文化講演会
（第３２回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第７３回精神文化講演会
（第２９回東京地区講演会）

東京麹町
東条会館

第７４回精神文化講演会
（第３０回東京地区講演会）

東京麹町
東条会館

第７５回精神文化講演会
（第３１回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

（Ｈ10.4～H13.5）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
平成 13 7 7～8 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

13 9 2 本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生　十五年祭

13 10 5～7 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

13 12 8～9 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

13 12 15～16 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

14 3 8～10 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

14 4 7 「日本人の食文化－
　日本の食よ何処へ行く」

農学博士　
東京農業大学教授

小泉武夫　先生

「人間とｳｲﾙｽ－
　　人類はｳｲﾙｽに勝てるか」

医学博士　
東京医科歯科大教

山本直樹  先生

14 5 19 第３４回定期総会 日立市民会館

14 6 8～9 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

14 7 6 ひたちなか市七夕祭りフリーマーケットバザールに参加
ひたちなか市
勝田表町通

14 10 11～13 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

14 11 10 茨城大学こうがく祭フリーマーケットバザールに参加 茨城大学工学部

14 11 17 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

14 12 7～8 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

15 3 7～9 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

15 4 20 「最近の国際情勢と日本」
法学博士　
杏林大学教授

田久保忠衛 先生

「伝統文化とｸﾞﾛｰﾊﾘｾﾞｰｼｮﾝ
　　　－武士道の見地から」

文学博士東京国際日
本文化研究ｾﾝﾀｰ教授

笠谷和比古 先生

15 5 18 第３５回定期総会 日立市民会館

15 6 7～8 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

15 7 5 ひたちなか市七夕祭りフリーマーケットバザールに参加
ひたちなか市
勝田表町通

15 7 26 Home Page開設  http://www.ｗａｔａｔｓｕｍｉｔｏｍｏｎｏｋａｉ.jp

15 10 10～12 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

15 11 29 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

15 12 13～14 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

16 3 12～14 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

16 4 18 「日本よ、のびやかなれ」 ジャーナリスト 櫻井 よしこ 先生

「地震と地殻変動－
　海底遺跡の正体は？」

理学博士
琉球大学教授

木村 正昭  先生

16 5 16 第３６回定期総会 日立市民会館

16 6 5～6 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

16 7 3 ひたちなか市七夕祭りフリーマーケットバザールに参加
ひたちなか市
勝田表町通

16 9 12 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第７９回精神文化講演会
（第３５回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

第７７回精神文化講演会
（第３３回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

第７８回精神文化講演会
（第３４回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

（Ｈ13.7～H16.10）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
平成 16 10 8～10 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

16 10 22～23 わたつみ友の会 研修旅行：長瀞・奥秩父

16 11 29 新潟中越地震義援金として　500,000円 を寄付
（日本赤十字本社経由）

16 12 4～5 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

16 12 7 茨城県に「特定非営利活動法人わたつみ友の会」 申請

16 12 13 「特定非営利活動法人わたつみ友の会」 書類茨城県受理

17 2 22 「特定非営利活動法人わたつみ友の会」 認証授与式
茨城県県民
運動推進室

17 3 3 「特定非営利活動法人わたつみ友の会」 設立登記
水戸法務局
日立支局

17 3 11～13 「春季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

17 3 24 ＮＰＯ法人会計 「N-Books」 導入

17 4 1～23 ＮＰＯ法人わたつみ友の会事務局インフラ整備

17 4 23 ＮＰＯ法人わたつみ友の会Mail Address開設

17 4 24 「新しい人間学」
医学博士
東京大学名誉教授

養老孟司  先生

「日本の再生に求められるもの」 京都大学教授 中西輝政  先生

17 5 15 第３７回定期総会（ＮＰＯ法人化第１回総会） 日立市民会館

17 5 15 ＮＰＯ法人わたつみ友の会案内パンフレット完成

17 6 11～12 「夏季特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

17 7 7
ＮＰＯ法人データベースサイト 「ＮＰＯ広場」 に登録
                         http://www.npo-hiroba.or.jp/

17 10 7～9 「秋季ミニバザールと趣味の展示会」 開催 当会 売店

17 10 7 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

17 11 19～20 わたつみ友の会 研修旅行：鹿島･香取・九十九里浜

17 12 14 Home Page、沿革全面刷新公開（ＮＰＯ法人わたつみ友の会） 

17 12 17～18 「歳末特別バザールと趣味の展示会」 開催 日立市民会館

17 12 20 鴨志田恒世著「深層心理の世界」復刻版発刊　（潮文社）

18 2 18 第4回茨城県県北地区ＮＰＯ交流会

18 2 20 事業厚生部売店のリニューアル化

18 3 10～12 「春季特別感謝オープニングセール」開催 当会 売店

18 3 10 鴨志田恒世先生顕彰記念ブースｵｰﾌﾟﾝ 当会 売店

18 3 27 日立市管轄ＮＰＯ法人懇談会 日立市役所

18 4 16 「共生の意味論－癌やアトピ
ーは何故発生するのか」

人間総合科学大学
教授

藤田紘一郎 先生

「日本のこころ－西田幾多郎の世界」 日本大学教授 小坂国継  先生

18 5 20 第３８回定期総会（ＮＰＯ法人化第２回総会） 日立市民会館

18 6 9～11 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

18 6 全日本社会教育連合会
生涯学習雑誌「社会教育６月号」へ寄稿

文部科学省「子供の生活
リズム改善」事業

「本来の日本人に立ち返り、
伝統的日本の心を取り戻そ

第８１回精神文化講演会
（第３７回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第８０回精神文化講演会
（第３６回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

（Ｈ16.10～H18.6）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
平成 18 9 15～17 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

18 10 21～22 わたつみ友の会 研修旅行：「上毛三山と奥日光紅葉の旅」

18 11 17 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

18 12 8～10 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

18 12 15
わたつみ友の会ＮＰＯ法人化記念
Cristmas Special Concert　　
中丸三千繪　オペラ・コンサート開催

日立シビック
センター
音楽ホール

19 3 9～11 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店

19 3 29 日立市管轄ＮＰＯ法人懇談会 日立市役所

19 3 31 鴨志田恒世著「幽玄の世界」復刻版発刊 　発行：潮文社

19 4 16
わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「鴨志田恒世全著作集　没後二十周年記念」　第1集発刊

発行：わたつ
み友の会

日本の防衛を考える
拓殖大学大学教授
海外事情研究所所長

森本　敏 先生

日本人の生命観と現代
京都大学名誉教授
秩父神社宮司

薗田　稔 先生

19 5 13 第３９回定期総会（ＮＰＯ法人化第３回総会） 日立市民会館

19 6 2
わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「鴨志田恒世全著作集　没後二十周年記念」　第２集発刊

発行：わたつ
み友の会

19 6 8～10 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

19 8 6
わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「鴨志田恒世全著作集　没後二十周年記念」　第３集発刊

発行：わたつ
み友の会

19 9 4
わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「鴨志田恒世全著作集　没後二十周年記念」　第４集発刊

発行：わたつ
み友の会

19 10 5～7 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

19 10 17
わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「鴨志田恒世全著作集　没後二十周年記念」　第５集発刊

発行：わたつ
み友の会

19 10 20～21 わたつみ友の会 研修旅行：「南伊豆と天城高原の旅」

19 11 16
社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

19 11 23
わたつみ友の会創立４０周年記念
奥村　愛　「珠玉のヴァイオリン名曲コンサート」開催

日立シビック
センター

19 11 23
わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「鴨志田恒世全著作集　没後二十周年記念」　第６集発刊

発行：わたつ
み友の会

19 12 7～9 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

20 1 28
わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「鴨志田恒世全著作集　没後二十周年記念」　第７集発刊

発行：わたつ
み友の会

20 3 7～9 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店

20 4 16
わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「鴨志田恒世全著作集　没後二十周年記念」　第８集発刊

発行：わたつ
み友の会

大和言葉に生きる日本の心
国学院大学教授
古宮神社宮司

茂木貞純 先生

オペラ人生で学んだ
　「諦めぬ」　ということ

桐朋学園大学特任
教授・ソプラノ歌手

中丸三千繪 先生

第８３回精神文化講演会
（第３９回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

20 4 20

講　座　　　・　　　　講　演　会

第８２回精神文化講演会
（第３８回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

19 4 22

共　　　通

（Ｈ18.9～H20.4）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所

平成 20 5 5 わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「鴨志田恒世全著作集　没後二十周年記念」　補集発刊

発行：わたつ
み友の会

20 5 25 第40回定期総会（ＮＰＯ法人化第４回総会） 日立市民会館

20 6 ６～８ 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

20 6 21 わたつみ友の会創立４０周年記念祝賀会
「創立記念式典とアンサンブル演奏・マジックショウ」

ホテル日航
日立

20 6 12～24
Ａｍａｚｏｎ 「e託販売」 活用による著作集販売開始
全著作集第１集～第８集、補集

Ａｍａｚｏｎ
ネット

20 6 24 第36回社会教育関係者の集い フロラシオン青山

20 10 10～12 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

20 10 ３～２５
ＮＰＯ法人神戸国際ハーモニーアイズ協会との連携による
WEB上での動画配信
「第８３回講演会状況と当会活動内要紹介」

WEBネット
「Wajjyu」

20 10 26
わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「鴨志田恒世全著作集　没後二十周年記念」　補巻発刊
「幸福への探求―日常生活に及ぼす深層心理の影響―」

発行：わたつ
み友の会

20 11 19 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

20 12 ５～７ 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

21 1 1 わたつみ友の会創立４０周年記念事業
「愛の創造―希望の精神革命をめざして―」　発刊（新書版）

発行：わたつ
み友の会

21 2 22 Ａｍａｚｏｎ 「e託販売」 活用による著作集追加販売
「全著作集補巻：幸福への探求」、「愛の創造（新装５版）」

Ａｍａｚｏｎ
ネット

21 3 ６～８ 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店

21 4 15 「愛の創造」が第２６８２回の選定図書に選定 日本図書館協会

これでいいのか日本人 !」
読売新聞
特別編集委員

橋本五郎  先生

東洋的な生き方－現代の不
安をどう乗り越えるか－

日本大学
大学院教授

小坂国継  先生

21 5 24 第４１回定期総会（ＮＰＯ法人化第５回総会） 日立市民会館

21 6 ５～７ 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

21 6 18 第37回社会教育関係者の集い スクワール麹町

21 6 21 鴨志田恒世先生顕彰記念館設立記念祝賀会 新装顕彰記念館

21 10 ９～１１ 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

21 10 28 「Wajjyu」に 精神文化講演会記録動画配信

21 11 27 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

21 12 11～13 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

22 3 12～14 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店

22 3 12 「第２５回文部科学省と語る会」 スクワール麹町

日本文化の再発見
－神宮式年遷宮の叡智－

法学博士京都産業
大学教授

所　功  先生

アインシュタインの蹉跌
－自然・理・誠－

理学博士甲南大学
特別客員教授

佐藤文隆  先生

東京赤坂日本都
市センター

講　座　　　・　　　　講　演　会

第８４回精神文化講演会
（第４０回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

22

21 4 19

共　　　通

ＮＰＯ法人神戸国際ハーモニーアイズ協会

4 18 第８５回精神文化講演会
（第４１回東京地区講演会）

（Ｈ20.5～H22.4）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
平成 22 5 23 第４２回定期総会（ＮＰＯ法人化第６回総会） 日立市民会館

22 6 11～13 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

22 6 17 Ｈ22年度日立市第一回ＮＰＯ法人、ボランティア懇談会 日立市福祉プラザ

22 6 18 第３８回社会教育関係者懇親の集い スクワール麹町

22 6 24 「愛の創造」拡販キャンペーン展開（日本著者販促センター） 全国1,500マスコミ

22 10 8～１0 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

22 10 9～１0 ユナイテッド・アース・フェスティバルに参加 大阪万博記念公園

22 11 2 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

22 12 10～12 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

23 1 28 「エクセレントＮＰＯ」市民会議に参加 東京日本財団ビル

23 2 22 茨城npoセンター・コモンズ主催　「地域円卓会議in茨城2011
」

茨城県立
青少年会館

23 3 11～13 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店

音楽療法で健康生活を送る
理学博士埼玉医科
大学教授

和合治久  先生

不幸になる考え方
お茶の水女子大学
名誉教授

土屋賢二  先生

23 5 21 第４３回定期総会（ＮＰＯ法人化第７回総会） 日立市民会館

23 6 10～12 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

23 7 26 「愛の創造」拡販キャンペーン展開（日本著者販促センター） 全国1,000書店

23 8 6 医学博士鴨志田恒世生誕祭
弦楽二重奏コンサート（桐朋女子高等学校有志）

当会顕彰記念館

23 9 7 東日本大震災義援として、「桃・柿奨学金」へ寄付 「桃・柿奨学金」

23 10 7～9 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

23 11 8 茨城npoセンター・コモンズ主催　「寄付社会とＮＰＯ」セミナ
ーに参加

つくば市民大学

23 11 8 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

23 11 22 第27回「文部科学省と語る会」「第39回社会教育関係者の集
い」に参加

スクワール麹町

23 12 9～11 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

24 3 9～11 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店

日本の受身力－日本の再生
を信じて

評論家、拓殖大学国
際学部教授

呉　善花　先生

フレッシュコンサート
桐朋学園大学音楽部
有志による弦楽八重奏

24 4 23 「顕彰記念館」ホームページ　オープン
「鴨志田恒世　勇気・元気の出る言葉」

【ブログdeホー
ムページ】

24 5 13 第４４回定期総会（ＮＰＯ法人化第８回総会） 日立市民会館

24 6 8～10 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

24 6 18 第４０回社会教育関係者懇親の集いに参加 スクワール麹町

24 7 31 医学博士 鴨志田恒世「顕彰記念館」案内パンフレット完成 当会事務局

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

東京赤坂日本都
市センター

23 4 17 第８６回精神文化講演会
（第４２回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

第８7回精神文化講演会
（第４3回東京地区講演会）

24 4 15

（Ｈ22.5～H24.7）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所

平成 24 8 5
医学博士 鴨志田恒世「顕彰記念館」オープン披露式典
弦楽四重奏によるサマーコンサート（桐朋学園大学音楽部有
志）

当会顕彰記念館

24 10 5～7 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

24 10 27 NPO法人わたつみ友の会案内パンフレット全面刷新 当会事務局

24 10 30 Google AdWordsに「鴨志田恒世：勇気・元気の出る言葉」をリンク

24 11 8 社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

24 12 7～9 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

24 12 23 クリスマス・サロンコンサート（桐朋学園大学音楽部有志） 当会顕彰記念館

25 2 8 いばらき未来基金へ寄付（茨城npoセンター・コモンズ）

25 3 8～10 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店

25 3 14 第2８回「文部科学省と語る会」に参加 スクワール麹町

伊勢神宮の式年遷宮
－日本文明の象徴－

國學院大學教授 茂木貞純  先生

健康寿命を延ばす食事
医学博士
管理栄養士

本多京子  先生

25 5 12 第４５回定期総会（ＮＰＯ法人化第９回総会） 当会顕彰記念館

25 5 15 伊勢神宮式年遷宮奉賛金奉献（内宮神楽殿）

25 6 7～9 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

25 6 23 創立４５周年記念祝賀会・サマーコンサート 当会顕彰記念館

25 6 24 第４1回社会教育関係者懇親の集いに参加 スクワール麹町

25 8 29 医学博士 鴨志田恒世「顕彰記念館資料室」完成 当会顕彰記念館

25 10 11～13 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

25 11 5
社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

25 12 6～8 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

26 3 7～9 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店

26 3 10 第29回「文部科学省と語る会」に参加 スクワール麹町

「天皇の国」
－日本の国柄を考える－

東京大学大学院医
学系教授

矢作直樹  先生

フレッシュコンサート
桐朋学園大学音楽部
有志による弦楽六重奏

26 5 18 第４6回定期総会（ＮＰＯ法人化第10回総会） 当会顕彰記念館

26 6 6～8 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

26 6 24 第４2回社会教育関係者懇親の集いに参加 スクワール麹町

26 8 3 生誕祭・サマーコンサート 日立シビックセンター

26 10 1 美しい日本の憲法をつくる国民の会設立総会 憲政記念館　

26 10 10～12 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

26 11 6
社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

26 12 5～7 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

27 3 6～8 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店

第８8回精神文化講演会
（第４4回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

26 4 20 第８９回精神文化講演会
（第４5回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

25 4 21

（Ｈ24.8～H27.3 ）



年号 年 月 日 行　事　内　容 開催場所 行事内容 講演テーマ 講師役職 講師先生 開催場所
平成 27 3 9 第３０回「文部科学省と語る会」 東海大学校友会館

27 3 19 美しい日本の憲法をつくる国民の会Ｈ２７総会 衆議院第一議員会館

日本人であることの難しさ 埼玉大学名誉教授 長谷川三千子先生

天体の音楽
－音を超えた音楽の意味するも

の

桐朋学園大学音楽部教授 西原 稔　先生

27 4 16 ＮＰＯ法人情報交換会 日立市役所

27 5 15 第４７回定期総会（ＮＰＯ法人化第11回総会） 当会顕彰記念館

27 6 5～7 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

27 6 17 第４３回「社会教育関係者懇親の集い」に参加 東海大学校友会館

27 7 8 ソーシャルアクションリングへの広報開始 Home Page上

27 10 9～11 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

27 11 10 美しい日本の憲法をつくる国民の会１万人集会に参加 日本武道館　

27 11 16
社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

27 12 11～13 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

28 2 29 第３１回「文部科学省と語る会」に参加 文科省東館9階

28 3 11～12 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店
幽玄と物のあはれ－形なきも
のの形を見、聲なきものの聲を
聞く

上智大学教授 田中　裕　先生

世界の破滅を救えるのは日本精神だ 元駐ウクライナ大使 馬渕 睦夫 先生

28 4 6 美しい日本の憲法をつくる国民の会H28総会に参加 衆議院第一議員会館

28 5 15 第４８回定期総会（ＮＰＯ法人化第1２回総会） 当会顕彰記念館

28 6 10～11 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

28 6 30 第４４回 「社団協総会＆懇親の集い」に参加 東海大学校友会館

28 9 4 本会会長　医学博士　鴨志田恒世 先生　三十年祭

28 10 7～8 「秋季特別感謝セール」 開催 当会 売店

28 11 8
社会福祉法人子供の町主催
「子供の町の為の園遊会」 のバザールに参加

明治記念館

28 12 9～10 「歳末特別感謝セール」 開催 当会 売店

29 2 18 顕彰記念館展示品の整備事業（本会略年譜の更新版掲示） 当会顕彰記念館

29 3 10～11 「春季特別感謝セール」開催 当会 売店

29 3 29 美しい日本の憲法をつくる国民の会（中央大会）に参加 憲政記念館講堂

万葉のこころ
奈良大学文学部教
授

上野　誠　先生

真っ当な日本人の育て方 医学博士 田下 昌明 先生

29 5 21 第４９回定期総会（ＮＰＯ法人化第1３回総会） 当会顕彰記念館

29 6 9～10 「夏季特別感謝セール」 開催 当会 売店

29 4 23 第９２回精神文化講演会
（第４８回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

28 4 17 第９１回精神文化講演会
（第４７回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

共　　　通 講　座　　　・　　　　講　演　会

第９０回精神文化講演会
（第４6回東京地区講演会）

東京赤坂日本都
市センター

27 4 19

（Ｈ27.3～H29. ）


