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調和が明日をひらくキーワード｡

納

利一

地球人の目的・願い・われづくり・ひと
づくり｡

人間・社会・自然の調和のために｡

一つの目的｡ 地球を生物を育む星として永

人間社会自然地球宇宙の健康調和永続のた

続させたい｡

めに｡
古今東西未来調和のために｡

二つの願い｡

地球的調和時代の実現永続のために｡

. 家族は調和合流永続家族でありますよ

世界平和・地球調和・宇宙令和のために｡

うに｡

以下は甲南保健クラブのホームページ ｢甲

. 時代は地球的調和時代でありますように｡

突川健康新聞｣ と, その掲示板 ｢甲突川健康

三つの理念｡ (生命科学振興会)

掲示板｣ からの転載である｡ 調和の明日を期

. 生命の尊厳のために｡

待しつつ掲示板での意見交換を続けていく予

. 人間・社会・自然の調和のために｡

定である｡ 一人でも多くの皆様方からのご意

. 生命を育む科学の創造のために｡

見をいただきたい｡

四つのテスト｡ (ロータリークラブ)
. 真実かどうか｡

甲突川健康宣言｡

. みんなに公平か｡
. 好意と友情を深めるか｡

人の健康は心と体と気の調和｡ 人間の健康
は社会の健康, 自然の健康すなわち地球の健

. みんなのためになるかどうか｡

康の中にある｡

郷中教育の訓え｡ 負けるな・嘘を言うな・

この地球を生物を育む星として永続させた

弱い者をいじめるな｡

い｡ この人類共通の願いの実現を目指しつつ,

われにきびしく・ひとにやさしく・うそつ

すべての国及び国民が共生していく道を求め,

かず・みんなが調和し幸せに｡ みんなの範囲

さらに, すべての動物や植物が共生する地球

をよりひろく｡

的調和時代を築いていく道を歩いていきたい｡

世界のみんなが幸せ, 世界平和｡

甲突川の健康は流域の健康のシンボル｡ 森

地球の全生物が幸せ, 地球調和｡

の健康, 川の健康, 海の健康｡ 水の飲める甲

宇宙の全星々が幸せ, 宇宙令和｡

突川を後世に｡ 共生, 循環, 永続を合言葉に
われづくり・ひとづくりの恩送り｡ 先人の

平和で住みよい安定した流域社会づくりを続

御恩を受けて, われづくり・ご恩返しはあす

けていきたい｡
甲突川が健康になれば, 世界中の川が健康

への, ひとづくり｡
世界中の子どもたちに言葉と哲学と法 (ルー

になり, 地球の健康が実現していくことを期
待したい｡ 甲突川の健康から地球の健康を｡
平成

年 月 日

甲突川の集い

ル) の教育を｡ 地球的調和時代の実現永続の
ために｡ 人間社会自然地球宇宙の健康調和永
続のために｡
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森里川海づくりを義務教育に｡

りの恩送り｡

｢森里川海づくりを義務教育に｡｣ をキー
ワードに検索すると, ｢

家族は調和合流永続家族でありますように｡
時代は地球的調和時代でありますように｡

：甲突

川流域の人間・社会・自然の健康づくりの中
で, 子どもたちの心と体を健康に育む実践的

｢健康調和永続｡ 甲突川｣ をキーワードに

研究｡ 学校保健の向上に関する事業の助成の

検索すると, ｢学校保健の健康から人類の健

報告｡｣, ｢鹿児島市医報：学校保健の健康か

康と永続を｡｣ などがヒットする｡

ら人類の健康と永続を｡｣ などがヒットする｡

｢学校保健｡ 甲突川｣ で, ｢甲突川流域の

｢森里川海づくりの義務｡｣ で, ｢環境省：

人間・社会・自然の健康づくりの中で, 子ど

つなげよう, 支えよう森里川海プロジェクト｡｣

もたちの心と体を健康に育む実践的研究｡｣,

などがヒットした｡

｢ひとづくり甲突川｡｣ などがヒットした｡
｢生老死は奇跡幸運必然｡｣ をキーワード

｢森里川海づくりの義務｡ 甲突川｣ で,

に検索すると, ｢

｢もりづく甲突川｡｣ などがヒットする｡
｢甲突川健康宣言｡｣ で, ｢甲突川健康新聞｡｣

老人の感謝と願い｡｣,

｢人生とは何か｡｣ などがヒットする｡

などがヒットした｡
｢甲突川健康基金｡｣ で, ｢そこに寄付する

すべての健康は哲学の健康から｡
ひとはみなそれぞれ, 同じではない｡ 世界

ことで安心して死ねる基金｡｣ などがヒット

のみんながそれぞれに自分だけでも納得でき

する｡

る健康な自分流哲学を持てるようになっても

止揚和諧｡

らいたい｡ 世界のみんなが安心して幸せにな

地球に生かされている地球人みんなの目標
が地球的調和づくりへと止揚していけば, す

るために｡ 世界中の子どもたちに言葉と哲学
と法 (ルール) の教育を｡

べての問題が和諧していくであろう｡

｢言葉哲学法 (ルール) 教育｡ 甲突川｣ を

｢止揚和諧｡ 甲突川｣ をキーワードに検索
すると, ｢ありがとう｡ なかよくね｡ さよう
なら｡｣, ｢

キーワードに検索すると, ｢人類の進化は哲
学の進化から｡｣ などがヒットする｡

：地球的調和時代を

不戦の星の上に｡｣, ｢いえづくり甲突川｣ な

哲学哲学｡

どがヒットする｡

哲学とは何か｡
哲学で何ができるか｡

生老死は奇跡幸運必然｡

哲学で何をすればよいか｡

生は奇跡・老いは幸運・死は必然｡

｢哲学｡｣ をキーワードに検索すると, ｢哲

奇跡の生に感謝しつつ, 幸運の老いを喜び
ながら, 必然の死までは生かされることになっ

学がないと人類は生き残れない｡｣ などがヒッ
トする｡

ている老人は, その時間を, どう考え, どう
生き, どう死に, その後のためにどうしてお

｢哲学｡ 甲突川｣ で, ｢言葉哲学法教育｡｣
などがヒットした｡

けばよいであろうか｡

｢哲学哲学｡ 甲突川｣ で, ｢人類の進化は

老人の仕事は恩送り｡ 先人のご恩をうけて,

哲学の進化から｡｣ などがヒットする｡

われづくり｡ ご恩返しは明日への, ひとづく

｢哲学とは何か｡ 甲突川｣ で, ｢哲学の健

り｡ われづくり・ひとづくり・かけはしづく

康から人類永続・生物永続の地球的調和を｡｣
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などがヒットした｡

庭｡｣ などがヒットした｡

｢哲学で何をすればよいか｡ 甲突川｣ で,

生命科学振興会哲学｡

｢政治家への質問｡｣ などがヒットする｡

生命科学振興会とは何か｡

生死哲学｡

生命科学振興会で何ができるか｡

人生の健康は生死哲学の健康から｡

生命科学振興会で何をするか｡

｢生死哲学｡ 甲突川｣ をキーワードに検索

｢生命科学振興会｡ 甲突川｣ をキーワード

すると, ｢自分流生死哲学のすすめ｡｣ などが

に検索すると, ｢生命科学振興会やロータリー

ヒットする｡

クラブへの期待｡｣ などがヒットする｡

調和哲学｡

老人こそ大志を｡

調和とは何か｡

老人たちよ, 大志を抱け｡ 地球的調和時代

調和で何ができるか｡

の実現永続のために｡

調和で何をするか｡

少年よ, 大志を抱け｡ 金や私欲のためでな

｢心体気調和｡ 甲突川｣ をキーワードに検

く, 名声などと呼ばれる空しいものでもなく,

索すると, ｢調和の幸せ｡｣ などがヒットする｡

人間として当然持つべきもののために大志を

｢人間社会自然調和｡ 甲突川｣ で, ｢もり

抱け｡ クラーク博士の言葉｡

づく甲突川｡｣ などがヒットした｡
｢人間社会自然地球宇宙調和｡ 甲突川｣ で,
｢地球的調和時代を不戦の星の上に｡｣ などが
ヒットする｡

ロータリークラブ哲学｡
ロータリークラブとは何か｡
ロータリークラブに何ができるか｡
ロータリークラブで何をするか｡
｢ロータリークラブ哲学｡ 甲突川｣ をキー
ワードに検索すると, ｢ロータリークラブと
は何か｡｣, ｢ロータリークラブの健康から地
球の健康を｡｣, ｢生命科学振興会やロータリー
クラブへの期待｡｣ などがヒットする｡
｢ロータリークラブとは何か｡ 甲突川｣ で,
｢東洋医学的健康づくりの研究的実践｡｣ など
がヒットした｡
｢ロータリークラブで何ができるか｡ 甲突
川｣ で, ｢鹿児島城西ロータリークラブ座談
会 (案)｡｣ などがヒットする｡
｢ロータリークラブで何をするか｡ 甲突川｣
で, ｢

：甲突川健康かけはしの
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