
記事一覧: 久志能幾研究所通信 2021/1/2
状態 タイトル カテゴリ 日付

1881 訃報 ⾺場恵峰先⽣ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2021/1/2
1880 ⻄⽅浄⼟に旅⽴つ予⾏演習 ma_⼈⽣経営・会社経営 2021/1/1
1879 ⼩川敏、「⼈権蹂躙を推進」を宣⾔ o-⼤垣を良くする階 2020/12/31
1878 ⽇本⼈の劣化と陰湿化 ―― 弱きをくじき、権⼒に迎合 i-修⾝, ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/12/30
1877 兵どもが夢の跡 ⼈間関係の葛藤は戦争だ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l1_吾が⼈⽣の師天2020/12/29
1876 コロナ対策で、⻘酸カリを薄めて飲む？ ma_健康管理, ma_危機管理 2020/12/28
1875 曼荼羅の佛様が 寄ってたかって 私を幸せにしてくれる（改） c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l1_吾が⼈⽣の師天2020/12/27
1874 ⼀⼈では成佛できない  「學」とは b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, l1_吾が⼈⽣の2020/12/26
1873 賽の河原のピアノ弾き（改２） b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, l5_佛が振るチ2020/12/25
1872 ⼈⽣深⼭の峠、義⼦先⽣の深⼭の峠 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_河村義⼦先⽣の2020/12/24
1871 明⽇死ぬる気配も⾒せず蝉の声（芭蕉）  磨墨知123 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_河村義⼦先⽣の2020/12/23
1870 ⼤垣市の傲慢さ、「各位」の傲慢さ o-⼤垣を良くする階 2020/12/22
1869 真剣  磨墨知121 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/12/21
1868 ⼤垣市の危機管理は⾮常事態  市⺠の命が危ない ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/12/20
1867 無苦集滅道  修⾏の道を歩く  磨墨知119 ma_時間創出1001の磨墨智, o-⼤垣を良くす2020/12/19
1866 罣礙（ケイゲ）なし  磨墨知118 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/12/18
1865 ⾺場恵峰書、随筆掛け軸60本の写真集 完成 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2020/12/17
1864 ピエロ仮⾯の地獄の使者・⼩倉利之理事⻑ o-⼤垣を良くする階 2020/12/16
1863 ⼩川敏、⼤垣衰退「悪魔のサイクル」の呪い o-⼤垣を良くする階 2020/12/15
1862 脱稿 河村義⼦先⽣ ― 追悼写真集 m_河村義⼦先⽣の歩んだ道 2020/12/15
1861 あとがき 河村義⼦先⽣--追悼写真集 m_河村義⼦先⽣の歩んだ道 2020/12/14
1860 河村義⼦先⽣の志を継ぐ m_河村義⼦先⽣の歩んだ道 2020/12/13
1859 国破れて⼭河在り 義⼦師去りて⾳楽在り c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_河村義⼦先⽣の2020/12/12
1858 「追悼写真集 河村義⼦先⽣に⾳楽道を學ぶ」最終校正中 m_河村義⼦先⽣の歩んだ道 2020/12/11
1857 中国品を買うと⼦孫が不幸になる。 i-修⾝, ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/12/10
1856 ⼩川敏の狂政 競輪狂に⼦供を襲わせる o-⼤垣を良くする階 2020/12/9
1855 読みの省略  磨墨知110 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/12/8
1854 決め打ちをしよう  磨墨知112 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/12/8
1853 やっても⼀年、やらなくても⼀年  磨墨知107 ma_時間創出1001の磨墨智, o-⼤垣を良くす2020/12/7
1852 病気は真剣に治す。薫習こそ⼈格育成の要 ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2020/12/6
1851 ⾞線変更は３秒前、転職は３か⽉前、死の予告は３年前 ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_極楽運転道 2020/12/5
1850 散弾活⽤「〜したいと思います」と⾔わない  磨墨知111 ma_時間創出1001の磨墨智, o-⼤垣を良くす2020/12/4
1849 ⼩川敏に説明責任を問う 排⽔機場の再整備 o-⼤垣を良くする階 2020/12/4
1848 泣いて⾺謖を斬ろう  磨墨知114 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/12/3
1847 選択に迷ったら簡単に決めよう。美しさで決めよう。  磨墨知ma_時間創出1001の磨墨智, o-⼤垣を良くす2020/12/2
1846 ⼈⽣は、⾃分が夢⾒た通りになる ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くする2020/12/1
1845 ⼈⽣の回数券に賞味期限あり ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/11/30
1844 レストランへは何を注⽂するか決めてから⼊ろう  磨墨知10 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/11/30
1843 ⼩川敏バスは「⽕遊び」⾏き。⽕の⽤⼼！ o-⼤垣を良くする階 2020/11/29
1842 いい仕事は必ず重なる。知恵でこなす  磨墨知47 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/11/28
1841 智慧が⼈を賢くし、知識が⼈を意固地にさせる b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2020/11/28
1840 定年後の予定を計画しよう  磨墨知45a ma_時間創出1001の磨墨智 2020/11/27
1839 年間恒例イベント計画表を作成  磨墨知45 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/11/27
1838 私の貧乏神信仰  私はこれで貧乏になった c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くする2020/11/26
1837 最重要フォロー項⽬を「⾒える化」する  磨墨知46 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/11/26
1836 ⼼の換気、⼤垣の換気をしよう c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くする2020/11/25
1835 計画に１０％の時間をあてる  磨墨知45 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/11/24
1834 「Go To トラブル」でグリーン⾞がレッドカーに（感染拡⼤危ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/11/23
1833 今⽇のやるべき事項を業務リストに記載  磨墨知44 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/11/22
1832 「⻤」の貴⽅が「神」になるとき b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2020/11/21
1831 先例を考慮せず  磨墨知43 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/11/20
1830 電話セールスへの怒り ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/11/20
1829 アイデアとは⼈⽣の時間を稼ぐため  磨墨知42 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/11/19
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1828 ⼀⽣涯を貫く仕事は無限の時間を与えてくれる  磨墨知41 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/11/18
1827 ⽼いの器 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l0_命の器で創る夢2020/11/17
1826 「浦島太郎物語」とは我が⼈⽣物語 l0_命の器で創る夢の道, ma_⼈⽣経営・会社2020/11/16
1825 ⼈⽣はグー・チョキ・パーの勝負 l0_命の器で創る夢の道 2020/11/15
1824 ⻄濃の⼩京都・⼤垣  栄光とその没落、夜明け ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣の歴史, o-⼤2020/11/14
1823 放浪記 ⒋２ ボストン旧跡探索 o-⼤垣を良くする階, ⽂化・芸術 2020/11/14
1822 河村義⼦先⽣の本気と覚悟 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_河村義⼦先⽣の2020/11/12
1821 付加価値を⼊れる器 l0_命の器で創る夢の道 2020/11/11
1820 「死にたい」悟段活⽤ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/11/10
1819 ⾒学記 ハーバード⼤学付属美術館（FOG MUSEUN) ⽂化・芸術, ⽂書道・テクニカルライティン2020/11/10
1818 「トヨタの⽚づけ」で⼈⽣を⽚づけ隊 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2020/11/9
1817 死刑の証明は１つで⼗分  磨墨知28  c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_河村義⼦先⽣の2020/11/8
1816 狂密からの解脱  乳がん防⽌策、男性の癌対策 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理 2020/11/7
1815 狂い⽅の⽅程式 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/11/6
1814 ⼤垣の⼤餓⻤妖怪、⼦供の夢と寄付⾦を喰う o-⼤垣を良くする階 2020/11/5
1813 ⾒学記 ボストン美術館 o-⼤垣を良くする階, ⽂化・芸術, ⽂書道・テ2020/11/4
1812 ⾃分株式会社のＲ＆Ｄ⽅針 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/11/3
1811 何の為の⾯談なのか、⾃問する  磨墨知27  b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, ma_⼈⽣経営2020/11/2
1810 ⼈⽣「勝ち組、負け組」の判定式 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/11/2
1809 いじめのお前が⾔うな！「⼩川敏、いじめの早期発⾒のため業者o-⼤垣を良くする階 2020/11/1
1808 ⼈⽣⽬標達成のために、何をすべきかを探し求める  磨墨知2ma_時間創出1001の磨墨智 2020/10/31
1807 離陸をしたら⽬的地まで着陸しない  磨墨知29 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/30
1806 私の夢 ミニ⾳楽堂の建設 m_河村義⼦先⽣の歩んだ道, m_⾳楽道 2020/10/29
1805 切腹の覚悟 ⽣きる為に⾷うか、⾷う為に⽣きるか？ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/28
1804 腐ったリンゴを捨てる iPad-pro ma_経営診断♦社是 2020/10/28
1803 折衷案はとらない  磨墨知25 ma_健康管理, ma_時間創出1001の磨墨智 2020/10/28
1802 夢を⾒て、実現させる智恵を出せ  磨墨知24 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/26
1801 「⼤垣、住みここち全国195位」が暴くマスコミの嘘 ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/10/26
1800 物事を数値化しよう  磨墨知22 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/10/25
1799 認知症、癌、⼼筋梗塞、⽩内障の原因は、⾎管内の錆 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/24
1798 ソフトバンクＧは癌細胞と同じ？ ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_経営診断, o-⼤2020/10/24
1797 むやみに⾞線変更しない c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/23
1796 炉の⽕を消さない  磨墨知16． ma_時間創出1001の磨墨智 2020/10/22
1795 逆⾛死？ どんな死に⽅をしたいですか？ ma_健康管理, ma_危機管理, ma_極楽運転道2020/10/21
1794 跳ぶ前に前を⾒よ  磨墨知13． b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, ma_時間創出2020/10/21
1793 愛すべき「108⼈の敵」 i-修⾝, ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/10/20
1792 「７⼈の敵」より⼿強い「108⼈の敵」と闘う c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_河村義⼦先⽣の2020/10/19
1791 『極楽とんぼ』⼈⼒⾶⾏機の頂点を⽬指して（2/2） ap_⾶⾏機 2020/10/18
1790 『極楽とんぼ』⼈⼒⾶⾏機の頂点を⽬指して（1/2） ap_⾶⾏機 2020/10/17
1789 ⾃分で問題点を⾒つけて解決しよう 磨墨知837． b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2020/10/16
1788 ⼤嘘「⼤垣、住みよさ27位」、プロパガンダで市⺠を騙す ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/10/15
1787 ⻘い⿃ 探し求めて 三千⾥ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/14
1786 精神構造体の基本 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/14
1785 ⾃分が変われない18の理由 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/13
1784 運動⽅程式第２に従う  磨墨知526． c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/12
1783 貴⽅を認知症にする敵とは？ ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_健康管理 2020/10/12
1782 ⾚の⼥王仮説  磨墨知527． ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_時間創出10012020/10/11
1781 ⾷べ放題とは⼤量虐殺 ma_健康管理, ma_⽣活ＶＡ 2020/10/10
1780 朝令暮改、朝令昼改をしよう  磨墨知523． ma_時間創出1001の磨墨智, o-⼤垣を良くす2020/10/10
1779 バブルが終活の眼を歪める  相対性原理で観察 ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/10/9
1778 成⻑とは「⾃分を捨てる覚悟」 ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/10/9
1777 相対性原理を使おう バブルの学び 磨墨知524 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2020/10/8
1776 アインシュタインの相対性理論を使う 磨墨知522 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/7
1775 読経とは、願掛けの呪⽂ではない c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/6
1774 狂った習慣・喫煙が⼥性を殺す m_⾳楽道, ma_健康管理 2020/10/6
1773 その時になって後悔しないの？ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/5
1772 厚顔売名・後⼿ゴテの「⼤垣版GIGAスクール」、⼦供が可哀そma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/10/4
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1771 認知症リスク、真因と対策、私の取り組み c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理 2020/10/3
1770 トヨタ⽣産⽅式 vs ⼤垣市凄惨システム c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/10/2
1769 時間とは何か  磨墨知590-2 i-修⾝, ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_時間創2020/10/1
1768 ⼤垣市、市⺠を愚弄のプレミアム商品券 o-⼤垣を良くする階 2020/9/30
1767 ⼤垣市、狂気の「丸の内公園整備」寄付⾦募集 o-⼤垣を良くする階 2020/9/30
1766 天婦羅を⾷べて幸せに。家族は地獄に落ちる c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理 2020/9/29
1765 相⼿がどう思うか  磨墨知257-1 ma_時間創出1001の磨墨智, ⽂書道・テクニ2020/9/29
1764 媚中派の岐⾩新聞 TikTok規制に反対 ma_危機管理 2020/9/28
1763 時間の戦略（改） 磨墨知38．  ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_時間創出10012020/9/27
1762 朝⽇新聞社からの「危篤」連絡 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理, ma2020/9/26
1761 餓死を選択しよう  磨墨知83. ma_健康管理, ma_時間創出1001の磨墨智 2020/9/25
1760 ⾃分を追い詰める 愛は意地悪  磨墨知370． c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/9/24
1759 知に働いて⾓を⽴てよ ⼤垣市が死亡事件隠蔽 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/9/23
1758 磨墨知650. 脚下照顧。テスラ狂騒曲、⽇本没落、認知症への道b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2020/9/22
1757 120歳まで⽣きるための健康法 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理 2020/9/21
1756 ⼼の垢を落とそう c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, ma_⼈⽣経2020/9/21
1755 強欲・⾮道の⼩倉利之、⼤垣市商連理事⻑ ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/9/19
1754 原因解明 ⼤垣の没落、⽇本の停滞、⽇本⼈の劣化 i-修⾝, o-⼤垣を良くする階 2020/9/18
1753 磨墨知649．野鴨であれ。愛⼈を崖から突き落とせ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_危機管理, ma2020/9/17
1752 磨墨知553 .先送りすべからず c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/9/16
1751 磨墨知401． 尖った「絵の具」を増やそう ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_時間創出10012020/9/15
1750 磨墨知590-3. 何を置いて逝くのか（改定） c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/9/14
1749 キャッシュフローで⼈⽣が決まる ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/9/13
1748 磨墨知260.. 「醜い姉妹」に騙されない。情報を⼀カ所に集めるma_時間創出1001の磨墨智, o-⼤垣を良くす2020/9/13
1747 余命宣告で終活。断捨離なし。モノを買いまくる ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/9/12
1746 磨墨知334 逃げ回る⼈を追いかけない ma_時間創出1001の磨墨智 2020/9/12
1745 あなたの⽬的は何？ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_⾳楽道, ma_⼈2020/9/11
1744 磨墨知332 頼まれたら断らない ma_時間創出1001の磨墨智 2020/9/11
1743 私の成⻑戦略、⼩川敏の⼤垣没落作戦が鏡 ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くする2020/9/10
1742 磨墨知331 ドラエモンを演じよう c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/9/10
1741 ⼤垣共⽴銀⾏ 露⾻忖度 おめでたい ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くする2020/9/9
1740 磨墨知330 窓際のトットちゃんを演じよう。 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/9/9
1739 狂った政策、狂った資⾦投⼊  ⼤垣市没落 o-⼤垣を良くする階 2020/9/8
1738 磨墨知686-1. 「⾦はいくらでも出すから治して欲しい症候群」c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/9/8
1737 磨墨知620 神様は上から⾒ている c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/9/7
1736 磨墨知582 砂時計の落ちる砂を⾒つめよう ma_時間創出1001の磨墨智 2020/9/7
1735 ⼤垣市⻑の使命 ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くする2020/9/6
1734 余命宣告 余⽣は死語  c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/9/6
1733 磨墨知562 時間を盗まれたという意識を持つ ma_時間創出1001の磨墨智 2020/9/6
1732 磨墨知268 本の選択、何を読まないか  読略 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/9/5
1731 磨墨知231 ⼼筋梗塞・癌とは体の臨界事故 ma_健康管理, ma_危機管理 2020/9/4
1730 可愛い詐欺メール。恐怖の役⼈詐欺メール ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階, ⽂書道 2020/9/4
1729 媚中の中⽇新聞、⼈命軽視、パンダ出産記事で洗脳 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くする2020/9/3
1728 磨墨知128 今ここ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/9/2
1727 中⽇新聞は中国・韓国の⼿先？ ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階, ⽂書道 2020/9/1
1726 ⽬⽟をチィルト＆シフトして観察しよう ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_危機管理, o-⼤2020/8/31
1725 磨墨知658 ユダヤ⼈になろう ma_時間創出1001の磨墨智 2020/8/30
1724 病気予防で、リンパマッサージ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理, o-⼤2020/8/29
1723 安らかに永眠するために  安倍⾸相辞任に思う c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/8/28
1722 SONYとCANONをチィルト＆シフト c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, 写真 2020/8/27
1721 お礼 累計閲覧総数 200,000 越え その他 2020/8/27
1720 呪いの「⼤垣市 郭町再開発」 ⼤垣市は確信犯 o-⼤垣を良くする階 2020/8/26
1719 私の命が⼀⽇⼀⽇、尽きていく c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/8/25
1718 ラジコンヘリで昔にタイムスリップ ap_⾶⾏機, ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/8/24
1717 共⾷いの観⾳様 キアノンEOS R5 ピンボケに ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/8/23
1716 ⼤垣没落の原因は、祈りなき⼩川敏の驕り o-⼤垣を良くする階 2020/8/22
1715 般若⼼経の「苦集滅道」とはＰＤＣＡ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l0_命の器で創る夢2020/8/21
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1714 仕事とは祈り l0_命の器で創る夢の道, m_河村義⼦先⽣の 2020/8/20
1713 「終戦」と「敗戦」の違い  ⾔葉とは⾔霊 o-⼤垣を良くする階, ⽂書道・テクニカルラ2020/8/19
1712 ツバキ姫（唾気卑⼥）の痴態を叱責 ma_健康管理, ma_危機管理 2020/8/18
1711 マーク・レビンソンの媚⾳に迷わない ma_極楽運転道 2020/8/18
1710 逆縁の菩薩１  東⼤⼊試中⽌ b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2020/8/17
1709 お掃除ロボットの餌代⾼い。それより親をこき使え ma_健康管理 2020/8/17
1708 磨墨知663 フリーセックスを⽬指そう ma_時間創出1001の磨墨智, o-⼤垣を良くす2020/8/16
1707 マイ「ホワイトハウス」を⼊⼿ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/8/16
1706 英霊に礼なきは亡国の兆し  靖国神社問題 ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_危機管理 2020/8/15
1705 河村義⼦先⽣のご霊前での出会い b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, m_河村義⼦先2020/8/14
1704 「コメント」という名の暴⼒が⼈を殺す c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_危機管理, ⽂書2020/8/13
1703 私のあるべき姿（⼈・モノ・⾦・時間・⽣き⽅） c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/8/12
1702 某⼤垣市会議員の挫折  次期⼤垣市⻑選 o-⼤垣を良くする階 2020/8/11
1701 磨墨知623． 「死にそう〜」と⾔わない ma_時間創出1001の磨墨智 2020/8/11
1700 書評『病気になりたくともなれない話』 b-図書, c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経2020/8/10
1699 危機管理16 『チーズはどこへ消えた？』（2/2） ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_危機管理 2020/8/10
1698 危機管理16 『チーズはどこへ消えた？』（1/2） b-図書, ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_危機管2020/8/9
1697 連絡 カテゴリー追加「b−図書」 b-図書 2020/8/9
1696 危機管理30  あなたの臨終 b-図書, c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_河村義2020/8/8
1695 狂った⽇経新聞 乳癌の遠因「レモンケーキ」⼤宣伝 ma_健康管理, ma_経営診断♦社是 2020/8/7
1694 私を吹き⾶ばしたレバノン⼤爆発  カウントゼロから復帰 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理, ma2020/8/6
1693 危機管理11 カウントダウン c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_危機管理 2020/8/6
1692 危機管理３ トヨタの危機管理 ma_危機管理 2020/8/5
1691 痴⼈の愛 「愛⼈ＨＤ」のご臨終 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_危機管理 2020/8/5
1690 ご縁のリストラクチャリング c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l4_詞天王が詠う⽼2020/8/4
1689 伝承とは祈り c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, ma_⼈⽣経2020/8/4
1688 ご恩返しの響きは、⼈⽣交響楽団の調べ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2020/8/3
1687 私のＨＤバックアップ、⼈⽣のバックアップ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_危機管理 2020/8/3
1686 相⽥みつをが出逢った逆縁の菩薩 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l4_詞天王が詠う⽼ 2020/8/2
1685 ⽇経の本性、洗脳教育「トランプ⼤統領は敵だ」 ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階, ⽂書道 2020/8/1
1684 ⼈⽣の縁道で出会う福の神  ⽣前⽕葬から逃亡 l4_詞天王が詠う⽼計・死計 2020/7/31
1683 ⼈⽣道千曲がりでのご縁 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l4_詞天王が詠う⽼ 2020/7/30
1682 死計 ―― ⼈⽣仕舞いを考える l4_詞天王が詠う⽼計・死計 2020/7/29
1681 普賢菩薩と⽂殊菩薩の教え  ⼤垣の末路 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2020/7/28
1680 今週の推奨銘柄  ⼤垣株は売り c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/7/27
1679 認知症という脳死。原因と対策 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理 2020/7/26
1678 仮説 ⼩川敏が認知症？なら ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/7/25
1677 認知症の原因は、アメリカン？ ma_健康管理, ma_危機管理, o-⼤垣を良くす2020/7/24
1676 智慧が⼈を賢くし、知識が⼈を堕落させる c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l1_吾が⼈⽣の師天2020/7/23
1675 書評「死という最後の未来」 b-図書, c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, m 2020/7/22
1674 記事⼀覧更新（1673通） その他 2020/7/22
1673 問題と課題 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l1_吾が⼈⽣の師 2020/7/21
1672 安全無視・驕りの「⼤垣ガス」と闘う ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_危機管理, 2020/7/21
1671 地蔵菩薩が持つ⼤きな器を⽬指して(改定) b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, l0_命の器で 2020/7/19
1670 洗頭零吾 宇宙眺めて 夢離陸 ap_⾶⾏機, ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/7/18
1669 更新「⼤垣市役所⾷堂のランチは、不健康品だらけ」 ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2020/7/18
1668 「コロリ菌詐欺師」の⼿⼝はファストフード以上 i-修⾝, ma_健康管理, ma_危機管理 2020/7/17
1667 銭湯レア 太陽浴びて ガン予防 ap_⾶⾏機, ma_健康管理, o-⼤垣を良くす 2020/7/17
1666 親が詐欺師に騙される事件の真因 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/7/15
1665 私は占い師 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/7/14
1664 なぜ偉くならねばならないか c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, ma_⼈⽣ 2020/7/13
1663 コロナより怖しい「病」の「気」 ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/7/12
1662 7. 学⼼⽴器 i-修⾝, l0_命の器で創る夢の道, o-⼤垣を 2020/7/11
1661 何のために書くのか？ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ⽂書道・テクニ 2020/7/10
1660 ⾃分の成⻑戦略を⽴てる c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, ma_⼈⽣ 2020/7/9
1659 神様仏様ご先祖様、河村義⼦先⽣様 m_河村義⼦先⽣の歩んだ道, ma_⼈⽣経 2020/7/8
1658 コンドーム症候群の末路 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/7/8
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1657 今後の⽇本経済を予測する c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/7/7
1656 ⼩川敏のコロナ対策は⼝先だけ、反ノブレス・オブリージュ o-⼤垣を良くする階 2020/7/6
1655 ブルーエンジェルスは使命で⾶ぶ。愚⼈は保⾝で地べたを這う ap_⾶⾏機, ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤ 2020/7/5
1654 アフター「コロリ」の⼈⽣経営 ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_健康管理 2020/7/4
1653 妾とレクサスは囲うものではない c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/7/3
1652 私を踏みつけていったエリートの末路 ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/7/2
1651 ホテルはビジネス戦⼠の航空⺟艦 ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/7/1
1650 コロリ対策 私の免疫⼒向上戦略・戦術(3/3) c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/7/1
1649 コロリ対策 私の免疫⼒向上戦略・戦術(2/3) c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/6/30
1648 貴⽅は騙されている 偏向報道がいっぱい ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階, ⽂書 2020/6/29
1647 コロリ対策 私の免疫⼒向上戦略・戦術(1/3) ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_健康管理, 2020/6/28
1646 名古屋ボストン美術館は、怨念と祟りで潰れた(2/2) b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, m-美術館・ 2020/6/27
1645 名古屋ボストン美術館は、怨念と祟りで潰れた(1/2) m-美術館・博物館巡り 2020/6/26
1644 ピロリ菌退治で、拝⾦コロリ菌感染者と⼤喧嘩 i-修⾝, ma_健康管理, ma_危機管理 2020/6/25
1643 ⼈⽣道でも呼称運転が⼤事 ma_健康管理, ma_危機管理, ma_極楽運転 2020/6/24
1642 持永天の教え 「右⼤回り、左⼩回り」 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, ma_危機管 2020/6/23
1641 ⿊い頭のカラスとの闘い o-⼤垣を良くする階 2020/6/22
1640 ⽇の当たる場所を歩こう c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/6/21
1639 ⼼の成⻑は10段階。菩薩を⽬指す b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, ma_⼈⽣経 2020/6/20
1638 ⼩川敏の騙しの⼿⼝(?)を公開 ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階, ⽂書 2020/6/19
1637 ３．技術と芸術の対⽐ 政治の位置付け  ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くす 2020/6/18
1636 戒厳令下の「愛知県がんセンター」に通院 ma_健康管理, ma_危機管理 2020/6/18
1635 トヨタ⽣産⽅式で⾃分の⼈⽣を変える ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くす 2020/6/17
1634 汚川を流れる⻑⼤⾼多の狂気が、⼤垣衰退の原因 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, ma_⼈⽣経 2020/6/16
1633 「戒厳令」解除後の県外脱出 ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/6/16
1632 「歳の割には若く⾒えるね」を⽬標に⽣きる ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2020/6/14
1631 悪魔の死亡サイクル（脂肪サイクル） ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2020/6/13
1630 ブルーエンジェルズ、窓際族にされ悔し涙 ap_⾶⾏機, ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/6/13
1629 ブルーエンジェルズの初来⽇、天使の激怒 ap_⾶⾏機 2020/6/11
1628 私の枯れ葉作戦 「私のカレハ 左利き♪」 ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_健康管理 2020/6/10
1627 賢⼈は⼈を植える。⼩川敏は⼈を飢えさせる。 o-⼤垣を良くする階 2020/6/9
1626 無駄な時間とは ma_時間創出1001の磨墨智, o-⼤垣を良く 2020/6/9
1625 ⼩川敏は、現代のドン・キホーテ ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階, ⽂書 2020/6/9
1624 コロナ対策４ 強制換気 ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_危機管理 2020/6/8
1623 コロナ対策３ 使い捨て紙タオル ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/6/8
1622 男性の私が、「乳ガン」防⽌で⾁⾷を控える ma_健康管理 2020/6/7
1621 終活 戒名決定、墓誌に刻み、朱を⼊れる c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/6/7
1620 コロナ禍から⾜を洗う c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, ma_⼈⽣ 2020/6/6
1619 観察記：スミソニアン航空宇宙博物館と⼤垣市狂⾛（2/2） m-美術館・博物館巡り, o-⼤垣を良くする 2020/6/5
1618 観察記：スミソニアン航空宇宙博物館と⼤垣市狂⾛（1/2） ap_⾶⾏機, m-美術館・博物館巡り, o-⼤垣 2020/6/4
1617 ⼩川敏コロナ対策は⼤便ごとき、海津市の1/10以下 o-⼤垣を良くする階, ⽂書道・テクニカル 2020/6/3
1616 ⼤垣市仮想肖像画美術館 vs 如来の御尊顔 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, o-⼤垣を良 2020/6/2
1615 ⾒学記 ⽶国肖像画美術館 m-美術館・博物館巡り, o-⼤垣を良くする 2020/6/1
1614 学ぶとは⾃分探し c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/31
1613 私の未来予測（今後40年間）と課題 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/31
1612 遮⾳ガラスを通して「信⽤破綻」の⾳が響く ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_危機管理 2020/5/29
1611 英国戦争博物館 ゼロ戦の落⽇  ap_⾶⾏機, m-美術館・博物館巡り 2020/5/29
1610 「モノを視える化」して雑念を⽚付け隊 ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/5/28
1609 ⼩川敏は⼦供の未来を喰って、メタボになった o-⼤垣を良くする階 2020/5/28
1608 運の悪いヤツとは付き合うな b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2020/5/27
1607 ⼩川敏、コロナ対策はドケチ、遊びは豪勢 o-⼤垣を良くする階 2020/5/26
1606 「武⽥信⽞公の訓語」で⼰を照らす c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/25
1605 南雲クリニックで「紫外線のお⼟産」を買う ma_健康管理 2020/5/25
1604 「武⽥信⽞公の訓語」を贈られる c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2020/5/24
1603 ⼩川敏はヒトラーを真似して、プロパガンダに励む ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/5/23
1602 ペンタゴン・ツアー（2/2） ⾃分の城は⾃分で守れ m-美術館・博物館巡り, ma_危機管理, o- 2020/5/22
1601 ペンタゴン（⽶国防総省）ツアー（1/2） m-美術館・博物館巡り 2020/5/21
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1600 カテゴリー追加 m-美術館・博物館巡り m-美術館・博物館巡り 2020/5/20
1599 ⾃分は歴史の駅伝⾛者 ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くす 2020/5/20
1598 53年前のブルーインパルスが「⾮断捨離」⾶⾏ ap_⾶⾏機, ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/5/20
1597 コロナが暴く⽇本⼈の劣化 ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/5/19
1596 魔の⼿が若い⼥性を襲い、乳がんにする ma_健康管理 2020/5/19
1595 私の公約４ ⽬⽟商店の誘致で街の活性化 o-⼤垣を良くする階 2020/5/18
1594 私の⾦銭哲学 ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/5/18
1593 太陽光発電 殺⼈事件 ma_危機管理 2020/5/17
1592 ⼈として成⻑する c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, o-⼤垣を 2020/5/17
1591 ⼋重須（８Ｓ）の⼼で⾦儲け c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くす 2020/5/16
1590 祈りと宿命 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2020/5/16
1589 予⾔的中。⼤垣市がソニー並みになった o-⼤垣を良くする階 2020/5/15
1588 未知を求めて「道」を歩む c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/15
1587 砂糖は⿇薬と同じ ma_健康管理 2020/5/14
1586 男の⼈⽣、60代の後ろ姿 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くす 2020/5/14
1585 ⾔葉は⼈を活かし、⼈を殺しもする c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くす 2020/5/14
1584 遠きを謀る者は富み、近くを謀る者は貧す。 o-⼤垣を良くする階 2020/5/13
1583 ⾃然との対話を⼤切に c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2020/5/13
1582 わかっているであろうか c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/12
1581 私の「⼈⽣哲学と仕事の掟」 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/11
1580 「⼼の杖」を⽀えに⼈⽣を歩く c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/11
1579 講演会の講師の⼼得 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2020/5/10
1578 「いのち」とは「胃脳⾎」。天命を知る c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くす 2020/5/10
1577 サテライトは創造の場、⽴って仕事 ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/5/10
1576 ⽇頃の⼼掛け i-修⾝, ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を 2020/5/9
1575 下りエスカレータを駆け上がるために ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/5/9
1574 私の公約３ ⼤垣駅に駅ピアノを設置 m_⾳楽道, o-⼤垣を良くする階 2020/5/8
1573 「変わらなきゃ」と100回⾔っても、変われない ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くす 2020/5/7
1572 男性として「乳がん」防⽌策に取り組む ma_健康管理 2020/5/6
1571 衰退の予兆を観る感性を持つ  ボヤで消す ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_健康管理, 2020/5/6
1570 私の公約２ 未来への投資「⼦育て予算」 o-⼤垣を良くする階 2020/5/5
1569 写ッシー君は魂（オニ）を睨む b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2020/5/5
1568 紹介 天然⼯房やまじ m-⽊魂 - 作品展⽰室 2020/5/5
1567 作品紹介 「トチのスピーカ・テレビ机」 m-⽊魂 - 作品展⽰室 2020/5/5
1566 「知情意」の世界を考察 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/4
1565 ⼩川敏のノー天気に怒り 「⾮常事態宣⾔」破り ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/5/4
1564 「⼈の上に⽴つ」とは、 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/3
1563 磨墨智625 死んでもいいけど、事故を起こさない ma_危機管理, ma_時間創出1001の磨墨智 2020/5/3
1562 磨墨智96-1 引き返す勇気を持つ ma_時間創出1001の磨墨智, o-⼤垣を良く 2020/5/2
1561 リーダは夢を語れ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/2
1560 作品紹介 「トチの飾り椅⼦」 m-⽊魂 - 作品展⽰室 2020/5/1
1559 幸運がやってくる４つの原則 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/5/1
1558 何故？「丸の内公園整備に伴う寄付⾦を募集」⼤垣市 o-⼤垣を良くする階 2020/4/30
1557 現状打破、⾃殺防⽌、敵前逃亡 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/4/30
1556 ⽼いとは何か c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/4/29
1555 ⼈⽣で最⼤の⾦儲け 〜 新型コロナ対策 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l-五重塔を照ら 2020/4/29
1554 ⼈⽣で最⼤の⾦儲けとは c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理 2020/4/28
1553 磨墨智440 ⼈に教えてもらう、やってもうらう ma_時間創出1001の磨墨智 2020/4/28
1552 作品紹介 「語らいのトチ⻑椅⼦」 m-⽊魂 - 作品展⽰室 2020/4/27
1551 狂気の禍を防ぐ佛様 〜 新型コロナウイルスを考える b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2020/4/27
1550 祈りで運命を変え、差取りを得る b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2020/4/26
1549 気を付けよう、詐欺メールと⼤垣市予算詐欺？（2/2） o-⼤垣を良くする階 2020/4/26
1548 気を付けよう、詐欺メールと⼤垣市予算詐欺？（1/2） ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/4/25
1547 不幸は神仏とご先祖様の啓⽰ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/4/24
1546 私の「ビジョンと公約」（⼤垣市⻑として） o-⼤垣を良くする階 2020/4/23
1545 ⼩川敏の公約達成度は零点以下 検証５「⾃⽴・安定」 o-⼤垣を良くする階 2020/4/22
1544 ⼩川敏の公約は⼤嘘 検証４「安全・安⼼」 ma_危機管理, o-⼤垣を良くする階 2020/4/22
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1543 作品紹介 「欅のスピーカ台」 m-⽊魂 - 作品展⽰室 2020/4/21
1542 カテゴリー追加「m-⽊魂 - 作品展⽰室」 m-⽊魂 - 作品展⽰室 2020/4/21
1541 死と⽣ 〜 地獄から⽣き返る（2/2） ma_健康管理, ma_危機管理, o-⼤垣を良く 2020/4/21
1540 死と⽣ 〜 地獄から⽣き返る（1/2） c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理, 2020/4/20
1539 春うらら 流れに漂う 死の匂い c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/4/19
1538 コロナ⾮常事態に、⼩川敏は３密・乞⾷⾏政に狂う ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_危機管理, o- 2020/4/18
1537 磨墨智40-1 朝、起きたらその⽇の志を⽴てる c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/4/17
1536 ⼩川敏、コロナ禍も狡猾に悪⽤。６選のために売名? o-⼤垣を良くする階 2020/4/16
1535 磨墨智79-1 夜、寝る前に次の⽇の予定を⽴てる c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出 2020/4/15
1534 論語に学ぶ⼈⽣論、⼤垣市の経営論 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/4/15
1533 運転が⼀番難しい⾞を、⾟抱して乗りこなす c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/4/13
1532 ⼈⽣の守り佛が⼰を⾒守る b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2020/4/12
1531 癌発⽣の真因を知り、癌予防をする ma_健康管理 2020/4/11
1530 癌の再発を恐れて、ヒコウに⾛る ap_⾶⾏機, ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤ 2020/4/10
1529 ⼩川敏の公約は⼤嘘 検証３「市⺠協働」？ o-⼤垣を良くする階 2020/4/9
1528 スマホ脳症のオネタリアンが徘徊、⼤垣崩壊 i-修⾝, o-⼤垣を良くする階 2020/4/8
1527 ⼩川敏の公約は零点。検証２「⼦育て⽇本⼀」 o-⼤垣を良くする階 2020/4/7
1526 達成 閲覧累計数 161,266超え（＝⼤垣市の⼈⼝） o-⼤垣を良くする階 2020/4/7
1525 ⼩川敏の公約は零点。検証１「地域活性化」 o-⼤垣を良くする階 2020/4/6
1524 「河村義⼦先⽣、何故そんなに頑張るの？」 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_河村義⼦先⽣ 2020/4/5
1523 買ってはいけない、⾷べてはいけない、マーガリン ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2020/4/4
1522 優れたリーダの素質 ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くす 2020/4/3
1521 ⼤垣ド⽥舎劇場：⼩川敏は道化役と守銭奴役 o-⼤垣を良くする階 2020/4/2
1520 癌予防、「命を護る⽴机」 m-⽊魂 - 作品展⽰室, ma_健康管理 2020/4/2
1519 ⼩川敏、御政道を逆⾛（2） ⼈づくりの未来 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くす 2020/4/1
1518 ⼩川敏、御政道を逆⾛（1）都市の未来創り i-修⾝, o-⼤垣を良くする階 2020/3/30
1517 恐怖 オバタリアンの逆⾛、⽇本の沈没 i-修⾝ 2020/3/29
1516 智慧とはご縁の芸術作品 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/3/28
1515 危機管理：新型肺炎対策で、グリーン⾞を利⽤ ma_健康管理, ma_危機管理 2020/3/27
1514 磨墨知33-1 タイマツを掲げよう（2） c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_河村義⼦先⽣ 2020/3/26
1513 磨墨知42-1 夢で明⽇の仕事をする ma_時間創出1001の磨墨智 2020/3/26
1512 磨墨知151-1 無意にブログを読み漁らない c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出 2020/3/25
1511 企業経営は経営理念。⼈⽣経営は志・夢 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/3/23
1510 ⽇本調剤㈱は、患者の⽣き⾎を吸う ma_経営診断♦社是 2020/3/22
1509 天狗の薬剤使が、癌患者の命を奪う ma_健康管理, ma_時間創出1001の磨墨智 2020/3/21
1508 ご縁に恵まれる「無財の⼋施」（知施と笑顔） c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/3/20
1507 アクセスランキングは⼤垣市⺠の怒りを表す o-⼤垣を良くする階 2020/3/20
1506 ⼩川敏のガイコツと棺桶、⼤垣没落の原因 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_危機管理, o- 2020/3/19
1505 「病気様」とのご縁を⼤事に ma_健康管理, ma_危機管理 2020/3/18
1504 ⾃分株式会社のＲ＆Ｄ⽅針 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/3/17
1503 「あられもないノーパン性活」で快適 ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_健康管理 2020/3/16
1502 オナラの匂いは佛の聲。佛様を裏切らないこと c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理 2020/3/16
1501 ⾃分株式会社の社⻑⼼得10則 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2020/3/14
1500 記事⼀覧更新（1500通） その他 2020/3/13
1499 訃報 春⾵散華 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2020/3/12
1498 連絡 休載 その他 2020/3/4
1497 迷った時の決断⽅法 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/3/3
1496 スウェーデンから⾒た「飽⾷の国・⽇本」 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理 2020/3/1
1495 夢を持とう c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/2/29
1494 ⼤垣市役所⾷堂のランチは、不健康品だらけ ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2020/2/29
1493 魔墨智◇◇ 時の積み重ね c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/2/27
1492 磨墨智116 清⽔の舞台から⾶び降りない c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/2/26
1491 新型コロナウイルスより怖しい徘徊⽼⼈ ma_危機管理, ma_極楽運転道 2020/2/25
1490 お礼 累計閲覧数 150,000越え o-⼤垣を良くする階, その他 2020/2/25
1489 磨墨智89 決断できない部下は崖から突き落とそう ma_時間創出1001の磨墨智 2020/2/23
1488 組織のリーダの使命 ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くする2020/2/22
1487 磨墨智104 ニュートンの第⼀法則（慣性の法則）に従おう c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/2/21
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1486 ラム酒漬けレーズンパン、マーガリン⼊りで有害 ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2020/2/21
1485 磨墨智103 レストランへは何を注⽂するか決めて⼊ろう c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/2/20
1484 貧すれば癌ス 「貧忙癌」 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理, w_ 2020/2/18
1483 上⼿く字を書く⽅法 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/2/17
1482 磨墨智624 お坊さんと仲良くなろう c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/2/16
1481 磨墨智33 タイマツ（⼼の霊光）を掲げよう c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/2/15
1480 夢の実現に「健康オタク」あり ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くする2020/2/15
1479 悪縁の⼈とは交わらない ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_危機管理 2020/2/13
1478 「病気という使者」とのご縁 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理, ma2020/2/12
1477 神ではなく、⼈を信じよう c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2020/2/10
1476 ⼩川敏、⼦供から⽣涯賃⾦ １億５千万円を奪う o-⼤垣の⽂教, o-⼤垣を良くする階 2020/2/9
1475 「当ブログへの悪意あるコメント」を検証 o-⼤垣を良くする階, ⽂書道・テクニカルラ2020/2/8
1474 「ながい坂」で出会う仏様 ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/2/8
1473 モノを買うとは、⾃分を買うこと ma_⼈⽣経営・会社経営 2020/2/6
1472 磨墨智621 「神も仏も無いのか....」と嘆かない c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2020/2/5
1471 磨墨智622　死ぬな、殺すな、生きて時間を創れ b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, ma_時間創出2020/2/5

1470 磨墨知455　臓器移植の拒否を ma_時間創出1001の磨墨智 2020/2/4

1469 磨墨知452　調和＝弱肉強食 ma_時間創出1001の磨墨智 2020/2/4

1468 磨墨智620　神仏を尊べどこれを頼まず c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_時間創出100 2020/2/2

1467 磨墨智450　足るを知る c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_時間創出100 2020/2/1

1466 日本狂セリ。小川敏狂セリ、春画的手法の乱用 o-大垣を良くする階 2020/1/31

1465 磨墨智453．満足では幸せになれず c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2020/1/29

1464 藁人形には五寸釘を打たない c-馬場恵峰師の書・言葉, i-修身, ma_人生2020/1/29

1463 磨墨智１27　　正しく狂せり c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_時間創出100 2020/1/27

1462 磨墨智126　自燃（自然）する c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_時間創出100 2020/1/26

1461 魅惑の「二号さん」を手に入れ、天国と地獄を見る ma_極楽運転道 2020/1/26

1460 アウトプットはスピード最優先　「非事勿主義」 文書道・テクニカルライティング 2020/1/25

1459 狂った大垣教育行政、働き方改善、児童を犠牲 o-大垣を良くする階 2020/1/23

1458 「萬燈行」で人生と大垣を照らす c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2020/1/22

1457 ⼩川敏、６選に向け猛烈ダッシュ o-⼤垣を良くする階 2020/1/21
1456 漢詩創作練習 写経展、狂った⾷ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2020/1/20
1455 学法実践知⼰⼈⽣道 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/1/19
1454 ⾃惚れは持たねばならぬ。しかし⾃惚れてはならぬ。 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/1/18
1453 「法⼈にあらずんば⼈にあらず病」 悪縁ディーラからの遁⾛記c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/1/17
1452 悪縁ディーラからの遁⾛記（5）「売ってやる」営業 ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_極楽運転道 2020/1/16
1451 ⻤の⽬、普賢菩薩の⽬  悪縁ディーラからの遁⾛記 4/6 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, ma_⼈⽣経営2020/1/15
1450 ⼈⽣美学の海外逃亡 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/1/14
1449 窒素ガスに死びれる 悪縁ディーラからの遁⾛記 3/6  ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_極楽運転道 2020/1/13
1448 悪縁ディーラからの遁⾛記 2/6 命の危険 ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_極楽運転道, m2020/1/12
1447 悪縁ディーラからの遁⾛記 1/6 ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_危機管理, ma2020/1/12
1446 ⻄⽅浄⼟の近くの極楽へ旅⾏ b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2020/1/11
1445 もう⼀⼈の⾃分を創る c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/1/6
1444 タイヤに窒素を⼊れて「得・徳・疾く」 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, ma_極楽運2020/1/4
1443 「聖観夢菩薩」は夢の⼯程を視える化する c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/1/3
1442 ⼋幡神様にトヨタ⽣産⽅式を教えられ ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_時間創出10012020/1/2
1441 私の⾏動指針 「⼀期⼀会磨墨全智」 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2020/1/1
1440 除夜の鐘は御恩の⾳、出会いに感謝 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/12/31
1439 企業の拝⾦主義化は、⽇本⼈の劣化の表れ ma_⼈⽣経営・会社経営 2019/12/30
1438 河村義⼦先⽣を偲んで b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2019/12/29
1437 ご縁の裏切り者 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/12/28
1436 運命を変える⼀番⼤事な⼒ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, ma_ネッツ2019/12/28
1435 ⼈⽣で最⼤の⾦儲け⽅法 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理, ma2019/12/27
1434 ⼈⽣の賞味期限、毎⽇が賞味期限 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/12/26
1433 極秘、厚顔、⼩川敏、市⻑選出⾺を表明 o-⼤垣を良くする階 2019/12/24
1432 ⼰の道は⼿のうちに c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/12/23
1431 童謡「⼣焼け⼩焼け」は⼈⽣哲学 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/12/22
1430 ⾃分は仕事以外に何が出来るのか？ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, ma_⼈⽣経2019/12/21
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1429 価値創造⼒を計算する式 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, i-修⾝, ma_⼈2019/12/20
1428 マスコミの劣化が⽇本を滅ぼす ma_危機管理, ⽂書道・テクニカルライティ2019/12/18
1427 毎⽇0.1％の改善で3倍の成⻑、９倍の差 ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くする2019/12/18
1426 四時の序、功を成したものは去る m_⾳楽道, ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣2019/12/17
1425 狂った⽇本外交、狂った⼤垣⾏政 o-⼤垣を良くする階 2019/12/16
1424 講演会品質とカメラマン人格 m_音楽道, ma_ネッツトヨタ南国の経営, m 2019/12/14

1423 危機管理　人生道を走る乗り物 ma_危機管理, ma_極楽運転道 2019/12/12

1422 食べるものがない ma_健康管理, ma_危機管理, o-大垣を良く2019/12/11

1421 乞食と大垣市長は３日やれば、やめられない o-大垣を良くする階 2019/12/11

1420 左党・右党「茹で蛙」症候群 ma_健康管理, ma_極楽運転道 2019/12/9

1419 体重を25kg削減させた刃 c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_ダイエット, 2019/12/8

1418 組織の長の存在意味 c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/12/7

1417 時間は命　人に車で送らせない ma_危機管理, ma_時間創出1001の磨墨智, 2019/12/6

1416 ご縁に出会った時の心得 ma_人生経営・会社経営 2019/12/5

1415 癌再発防止で血液検査をハシゴ ma_健康管理 2019/12/4

1414 キャピタル・ゲインを求めない生き方 c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/12/2

1413 狂った医療、狂った行政、狂った社会 ma_健康管理, o-大垣を良くする階 2019/12/1

1412 南雲講座「命の食事」９　血液栄養解析 ma_健康管理 2019/11/30

1411 記事一覧更新（1411） その他 2019/11/30

1410 狂った世相、その真因と対策 i-修⾝, o-⼤垣を良くする階 2019/11/28
1409 ⼀⽇の命は三千界の財にもすぎて候なり c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2019/11/28
1408 冥途⽤パスポートの⼿配失敗 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/11/25
1407 南雲講座「命の⾷事」8 余命２年宣告 ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2019/11/24
1406 愛⾞の⼼臓⼿術、⼩川敏の分解点検が必要 ma_極楽運転道, o-⼤垣を良くする階 2019/11/23
1405 南雲講座「命の⾷事」7 汚川の狂った流れ ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2019/11/21
1404 ⼤垣共⽴銀⾏、驕りと忖度とアコギさ ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くする2019/11/20
1403 ミラーレスは⾵に弱い？ ⼩川敏は共⾷いに弱い ap_⾶⾏機, ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣2019/11/19
1402 無駄な時間とは ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_時間創出10012019/11/18
1401 おとなの玩具を衝動買い c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/11/17
1400 ムダという佛様（阿無陀佛） b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, l1_吾が⼈⽣の2019/11/17
1399 ⼩川敏、最期の⽇の後悔 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/11/16
1398 ⼈⽣駆け込み乗⾞は禁⽌。何を死に急ぐ？ ma_⼈⽣経営・会社経営 2019/11/14
1397 私の病気への対処⽅針 ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2019/11/13
1396 吾は権現様・佛様である c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/11/12
1395 ⼤垣市広報の⽤紙に不正疑惑、汚職？ o-⼤垣を良くする階 2019/11/12
1394 ⻯宮城で頂いた⽟⼿箱を開けちゃった o-⼤垣を良くする階 2019/11/10
1393 53年後の浦島太郎物語と閻魔様物語 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/11/9
1392 終活 御本尊の佛事異動 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2019/11/8
1391 狂った⼩川敏市政、癌を育成 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くする2019/11/6
1390 ⼩川敏の⼤本営発表、⾏政の癌化はマル秘 ma_経営診断, o-⼤垣を良くする階 2019/11/5
1389 ⼿術後、18kgの激やせ、脱⽪ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/11/4
1388 伊勢神宮に参拝できる幸せ ma_⼈⽣経営・会社経営 2019/11/3
1387 南雲講座「命の⾷事」6 毒⼊りお⼟産をヤメ ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2019/11/2
1386 南雲講座「命の⾷事」5  国家の⽪は軍隊 ma_健康管理, ma_危機管理 2019/11/1
1385 南雲講座「命の⾷事」4 ⼩川敏は⼤垣の癌細胞？ ma_健康管理, ma_危機管理, o-⼤垣を良くす2019/10/31
1384 南雲吉則講座「命の⾷事」3   ⽪ごと⾷べる c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理 2019/10/30
1383 終活 戒名 ⼈⽣15分前の⾏動 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/10/29
1382 南雲吉則師講座「命の⾷事」2 若い⼥性のガン ma_健康管理 2019/10/28
1381 南雲吉則先⽣の講座「命の⾷事」１ ma_健康管理 2019/10/27
1380 ⼈⽣道、下⼭途中で⼀休み ma_⼈⽣経営・会社経営 2019/10/26
1379 引き上げられた死体には⼿がなかった（改訂） ma_危機管理, ma_極楽運転道 2019/10/25
1378 旅の峠・⼈⽣の峠 死出の旅 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/10/25
1377 ⼿帳のリストラ ma_⽣活ＶＡ 2019/10/24
1376 おいらは朝寝、朝酒、朝湯が⼤好きだ♪ ma_健康管理 2019/10/23
1375 忙しさの放置は、無能さの証し c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_危機管理, o-⼤2019/10/22
1374 ⼩川敏市政、終焉のカウントダウン ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_健康管理, o-⼤2019/10/22
1373 今のうち、⽣きているうち c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/10/20
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1372 危機管理 ドライブレコーダーの⼆重化 ma_危機管理, ma_極楽運転道 2019/10/19
1371 ⼩川敏市⻑、公⾦４億円を使い裏の事前選挙活動？ o-⼤垣を良くする階 2019/10/18
1370 終活 位牌の⼿配が栗キントンの誘惑で迷⾛ ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くする2019/10/17
1369 ⼩川敏市⻑に無能罪で神罰下る o-⼤垣を良くする階 2019/10/17
1368 何故、そうなったか？ 真因を探す ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くする2019/10/15
1367 仕事⼀筋⼈間の末路は、認知症・短命化 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/10/14
1366 幼稚が痴呆を幇助 サービス業の⽣産性を向上せよ ma_経営診断 2019/10/13
1365 三流の営業マンはグリーン⾞で「作業」をする ma_⼈⽣経営・会社経営 2019/10/12
1364 戒名を決定 ma_⼈⽣経営・会社経営 2019/10/11
1363 痴呆性アオリ運転の⽼⼈を⼀発で仕留める ma_極楽運転道, o-⼤垣を良くする階, ご先祖2019/10/10
1362 組織の主⼈公の⼼構え c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/10/9
1361 「冷し飯⾷い」でガン防⽌、肥満防⽌ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理, o-⼤2019/10/8
1360 祈りと宿命  ⼩川敏市⻑への祟り c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/10/7
1359 ⾃分への弔辞 臨死体験で死を學ぶ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/10/6
1358 ⼤垣市の悲惨な末路、25年後「兵どもが 夢の跡」 o-⼤垣を良くする階 2019/10/5
1357 成⻑のため脱⽪する 脱⽪なき⼤垣市ＤＲ体制 o-⼤垣を良くする階 2019/10/4
1356 ⼩川敏⼤垣市政、⾚い⽻根共同募⾦をつまみ⾷い？ o-⼤垣を良くする階 2019/10/3
1355 ⼼臓病で余命２ヶ⽉宣告。延命に奔⾛ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・会2019/10/2
1354 「⼒神」は吾なり、魂なり b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2019/10/1
1353 忖度に溢れた⼤垣市議会 ⼀般質問 o-⼤垣を良くする階 2019/9/30
1352 敬⽼会、後何回、出席できるやら？ b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, ma_⼈⽣経営2019/9/29
1351 夢の中でも仕事をする b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶 2019/9/28
1350 ⼩川敏市⻑は「あおり運転」⾏政で暴⾛ o-⼤垣を良くする階 2019/9/27
1349 ガン、糖尿病、⼼筋梗塞、認知症の予防 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理 2019/9/26
1348 未来計画13 ⽶百俵で教育体制を再構築 o-⼤垣を良くする階 2019/9/25
1347 冷⽔を浴びる ma_健康管理, o-⼤垣を良くする階 2019/9/24

1346 未来計画12 「市⻑の多選を禁ずる」市条令制定 o-⼤垣を良くする階 2019/9/23

1345 ⼤垣の地価下落は、⼤垣市⻑の無能経営が原因 i-修⾝, ma_⼈⽣経営・会社経営, ma_経営 2019/9/22

1344 岐⾩新聞、御⽤新聞社の洗脳報道 o-⼤垣を良くする階, ⽂書道・テクニカル 2019/9/21

1343 「あいち航空ミュージアム」は⼈⽣を語らず ap_⾶⾏機, ma_⼈⽣経営・会社経営 2019/9/20

1342 ゼロ戦、⼤垣、⼩川敏市⻑、栄華の末路 ap_⾶⾏機, c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤ 2019/9/19

1341 休載連絡 その他 2019/9/18

1340 ⼤垣市⻑、1億円のサプリメントに⼤散財 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くす 2019/9/17

1339 癌再発予防の70万円サプリメントに挑戦 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_健康管理, o- 2019/9/16

1338 ⼈⽣の墓標を建てる c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l2_志天王が観る 2019/9/15

1337 ⼤垣の没落でホテルも衰退。⾷い物の恨みは…. m_河村義⼦先⽣の歩んだ道, o-⼤垣を良く 2019/9/14

1336 ⼈間性分析 2/2  ⼩川敏市⻑の分析 i-修⾝, o-⼤垣を良くする階 2019/9/12

1335 ⼈間性分析 1/2  総論 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, i-修⾝, l2_ 2019/9/11

1334 講演「やれる理由こそが着想を⽣む。」 ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くす 2019/9/10

1333 ⼤垣市 商店街の崩壊が始まる 81％閉店 o-⼤垣を良くする階 2019/9/9

1332 未来計画-11 ⼤垣シンクタンクを創設(2/2) c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くす 2019/9/8

1331 未来計画-11 ⼤垣シンクタンクを創設(1/2) b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2019/9/7

1330 「ＭＲＪ⾶べず」、「⼤垣の没落」原因は同じ o-⼤垣を良くする階 2019/9/6

1329 いろはにほへと c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, l2_志天王が観る 2019/9/5

1328 ⼀⼈を騙すより、⼤垣市⺠全員を騙すほうがやさしい o-⼤垣を良くする階 2019/9/4

1327 志天王とは ― 魂の叫び b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2019/9/3

1326 ⼦供に⼿厚い岐⾩市⻑、⼦供に薄情な⼤垣市⻑ o-⼤垣を良くする階 2019/9/2

1325 お⾦で智慧を買う c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, l0_命の器 2019/9/1

1324 無知に付け込む⼩川敏市政 ⼤垣の教育投資は最低 o-⼤垣を良くする階 2019/9/1

1323 未来計画10 ⾳學堂「久志能サロン」開設 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_河村義⼦先⽣ 2019/8/31

1322 私の⾏動８原則 「⼀期⼀会磨墨全智」 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2019/8/30

1321 未来計画-9  浮話なしで⾜元固めてＩＴ化 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くす 2019/8/29

1320 未来設計-8 モダンタイムス排除 - ⽂化会館駐⾞場 o-⼤垣を良くする階 2019/8/28

1319 新⼊社員に教える「死への準備」 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, i-修⾝, l0_命の器 2019/8/27

1318 「新しい⼤垣を育てる階」を設⽴ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, o-⼤垣を良くす 2019/8/26

1317 道元禅師との仮想対話 切に⽣きる c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_⼈⽣経営・ 2019/8/25

1316 今川順夫⽒に関する記事の集約が完了 w_今川順夫⽒の歩んだ道 2019/8/25
10



1315 故今川順夫⽒ お別れの会 w_今川順夫⽒の歩んだ道 2019/8/24

1314 「⾃⼰チェックリスト」という仏様（5/5） b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2019/8/24

1313 「⾃⼰チェックリスト」という仏様（4/5） b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2019/8/24

1312 「⾃⼰チェックリスト」という仏様（3/5） b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2019/8/24

1311 「⾃⼰チェックリスト」という仏様（2/5） b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2019/8/23

1310 「⾃⼰チェックリスト」という仏様（1/5） b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰 2019/8/23

1309 サウスウエスト航空『破天荒』経営に学ぶ ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くす 2019/8/23

1308 書評『破天荒』 ma_⼈⽣経営・会社経営, o-⼤垣を良くす 2019/8/23

1307 小川敏市長は、無能政治で大垣市を破壊した o-大垣を良くする階 2019/8/21

1306 頭を悪くしよう ma_人生経営・会社経営, o-大垣を良くする2019/8/21

1305 未来計画-8「久志能文化財団（仮称）」設立 m_河村義子先生の歩んだ道, m_音楽道, o- 2019/8/20

1304 釈尊とジュリアス・シーザの教え ma_人生経営・会社経営 2019/8/20

1303 108の夢 №３「10億円を稼ぐ能力を作る」 c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/8/19

1302 「戒めの言葉」の導き ma_人生経営・会社経営, o-大垣を良くする2019/8/19

1301 オレオレ詐欺IT風？に溺れた小川敏市長 o-大垣を良くする階 2019/8/17

1300 第三の眼を開く b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, c-馬場恵峰2019/8/16

1299 カテゴリー追加「m_河村義子先生の歩んだ道」 m_河村義子先生の歩んだ道, その他 2019/8/15

1298 未来計画-7　大垣の運命を変える(3/3) o-大垣を良くする階 2019/8/15

1297 未来計画-6　大垣の運命を変える(2/3) o-大垣を良くする階 2019/8/14

1296 未来計画-5　大垣の運命を変える(1/3) ma_人生経営・会社経営, o-大垣を良くする2019/8/13

1295 未来計画-4　人生を変える c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/8/12

1294 第5回ナデノワのコンクール　夢と課題 m_河村義子先生の歩んだ道, m_音楽道, o- 2019/8/11

1293 私が毎日ブログを書く理由 m_音楽道, ma_人生経営・会社経営, o-大垣2019/8/11

1292 癌になる生活-3 　五出と五誓文 ma_健康管理, o-大垣を良くする階 2019/8/10

1291 未来設計-3　大垣市長令「♪するならメシ食うな」 o-大垣を良くする階 2019/8/9

1290 未来設計-2　水都祭りが暴く小川敏市政 o-大垣を良くする階 2019/8/8

1289 人生60余年を振り返り ma_人生経営・会社経営, o-大垣を良くする2019/8/7

1288 生きよう、今日も喜んで c-馬場恵峰師の書・言葉, i-修身, ma_人生2019/8/6

1287 大垣の未来設計-1　組織の再生 o-大垣を良くする階 2019/8/5

1286 小川敏大垣市政は「児童虐待　日本一」 o-大垣を良くする階 2019/8/5

1285 癌になる生活（2/2）小川敏市長は大垣市の癌細胞 ma_健康管理, o-大垣を良くする階 2019/8/4

1284 癌になる生活（1/2） ma_健康管理, o-大垣を良くする階 2019/8/3

1283 小川敏大垣市政は、韓国文在寅政権とそっくり o-大垣を良くする階 2019/8/2

1282 姨捨山への地獄道を再開発 ＝ 死に体から蘇生 i-修身, l5_佛が振るチェカーフラグ, o-大2019/8/2

1281 小川敏市長は素人の道化政治屋。プロではない。 i-修身, o-大垣を良くする階 2019/8/1

1280 「生前火葬から逃走」10年目の総括 c-馬場恵峰師の書・言葉, l5_佛が振るチェ2019/7/31

1279 「五医」：修身の基は健体康心 i-修身, o-大垣を良くする階 2019/7/30

1278 プロ（Profession）の仕事 i-修身, o-大垣を良くする階 2019/7/29

1277 地価は語る：　小川敏市長は落第生 o-大垣を良くする階 2019/7/28

1276 人生高速道路を走る（3/3）闇の国へ逆走 i-修身, o-大垣を良くする階 2019/7/28

1275 人生高速道路を走る（2/3）体重計で経済速度を測る大垣市 i-修身, o-大垣を良くする階 2019/7/27

1274 人生高速道路を走る（1/3）光の国へ　 c-馬場恵峰師の書・言葉, i-修身, o-大垣2019/7/26

1273 大垣市の葬列(3/6)～100周年の狂気・天災 o-大垣を良くする階 2019/7/25

1272 ご用心：金貨でも腐る ma_人生経営・会社経営, ma_生活ＶＡ 2019/7/24

1271 大垣市の葬列(2/6)～市制100周年記念で命を浪費 c-馬場恵峰師の書・言葉, o-大垣を良くす2019/7/23

1270 大垣市の葬列(1/6)～市制100周年記念行事の痴濫 i-修身 2019/7/22

1269 累計閲覧総数100,000超え　 その他 2019/7/22

1268 此岸と彼岸の「ＷＡＹ」 i-修身, ma_経営診断♦社是 2019/7/21

1267 トヨタのDNAと「TOYOTA WAY」（2/2）（改定） i-修身, ma_経営診断♦社是, o-大垣を良く2019/7/20

1266 トヨタのDNAと「TOYOTA WAY」（1/2）（改定） i-修身, ma_経営診断♦社是, o-大垣を良く2019/7/20

1265 「大垣市長WAY」を迷走 c-馬場恵峰師の書・言葉, i-修身, o-大垣2019/7/19

1264 何のために「道（WAY）」を学ぶのか？ i-修身, o-大垣を良くする階 2019/7/18

1263 大垣市の死の予感 ma_健康管理, o-大垣を良くする階 2019/7/17

1262 術後の死を覚悟。大垣市の消滅を予感する ma_健康管理, o-大垣を良くする階 2019/7/17

1261 「市長道」の外側を歩く小川敏市長 i-修身, o-大垣を良くする階 2019/7/16

1260 基軸とはなにか？ i-修身, o-大垣を良くする階 2019/7/16

1259 「仕事」：事に仕えて付加価値を創る c-馬場恵峰師の書・言葉, i-修身, o-大垣2019/7/15
11



1258 大垣の「市長道」：ミッドウェー海戦で大敗 o-大垣を良くする階 2019/7/15

1257 「大垣を明るくする運動」（3/4）神の声 o-大垣を良くする階 2019/7/14

1256 「大垣を明るくする運動」を提唱（2/4）業務改革 o-大垣を良くする階 2019/7/13

1255 「大垣を明るくする運動」を提唱（1/4）老害 o-大垣を良くする階 2019/7/12

1254 大垣の春を待つ c-馬場恵峰師の書・言葉, o-大垣を良くす2019/7/11

1253 修身：神を目指さない、人を目指せ i-修身 2019/7/10

1252 修身：二つの教育 i-修身 2019/7/9

1251 お笑い版「大垣市危機管理指針」 ma_危機管理, o-大垣を良くする階 2019/7/8

1250 文殊菩薩像、普賢菩薩像　納佛 b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, c-馬場恵峰2019/7/7

1249 なぜ日本に共産党は存在するのか？ ma_人生経営・会社経営 2019/7/6

1248 君たちは何のために現場実習をしたのか？ i-修身 2019/7/5

1247 大垣の恐怖　非常用排水ポンプ作動せず ma_危機管理, o-大垣を良くする階 2019/7/4

1246 癌の原因追及（5）人生道で出会うガン c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_健康管理, o 2019/7/3

1245 癌の原因追及（4）日本高血圧学階が癌をまき散らす c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_健康管理 2019/7/2

1244 癌の原因追及（3）大垣市は全身癌・末期的症状 o-大垣を良くする階 2019/7/1

1243 癌の原因追及（2）日本経済の癌細胞 c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/6/30

1242 癌の原因追及（1）私の癌 ma_人生経営・会社経営, ma_健康管理, o- 2019/6/30

1241 一燈を掲げて雨中を行く c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_極楽運転道 2019/6/28

1240 学ぶと何になれるのか？ i-修身 2019/6/27

1239 「大漁」の陰に大量殺戮あり c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/6/26

1238 記事一覧を更新（1235） その他 2019/6/25

1237 レクサスＬＣ　試乗記　オーディオ編 ma_極楽運転道 2019/6/25

1236 なぜ、学ぶのか？ i-修身 2019/6/24

1235 私がブログを書く目的 ma_人生経営・会社経営 2019/6/24

1234 レクサスＬＣ　試乗記（改定） ma_極楽運転道 2019/6/23

1233 大垣市の危機管理室は看板だけ ma_危機管理, o-大垣を良くする階 2019/6/22

1232 プロの声に値段差あり。あなたの声は売れますか？ 文書道・テクニカルライティング 2019/6/21

1231 九州新幹線「さくら」の魅力と不満 ma_時間創出1001の磨墨智 2019/6/21

1230 「真の師」と「水先案内人」の違い c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/6/20

1229 「悪夢の未達」も「108の夢」の達成 ma_人生経営・会社経営, ma_健康管理 2019/6/19

1228 レクサスＬＣ　試乗記 ma_極楽運転道 2019/6/18

1227 「余命宣告２年」の意味 ma_健康管理 2019/6/17

1226 死ぬまでにやりたい108の夢 c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/6/16

1225 初夢　B787-テーマパーク見学 ap_飛行機, c-馬場恵峰師の書・言葉 2019/6/15

1224 日本赤十字社募金の業務改善 ma_生活ＶＡ, o-大垣を良くする階 2019/6/14

1223 絶望の忖度アンケ―ト結果（大垣市会議員への） o-大垣を良くする階 2019/6/14

1222 偏狂報道「刈谷駅で18歳が鉄道自殺」 ma_危機管理 2019/6/13

1221 ガンを罹患して(2)死ぬ力に目覚め c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/6/12

1220 ガンを罹患して（1）現実を理解 ma_健康管理 2019/6/12

1219 お礼　累計閲覧90,000超え その他 2019/6/12

1218 君が部長なら、誰を指名解雇するのか？　その基準？ c-馬場恵峰師の書・言葉, i-修身 2019/6/10

1217 自分と私の違い i-修身 2019/6/9

1216 Request for improvement“Sendai International Music Compe0_english edition(英語版） 2019/6/9

1215 改善要望案「仙台国際音楽コンクール」 m_音楽道 2019/6/8

1214 接骨院で治療中の携帯使用に呆れ ma_健康管理, ma_危機管理 2019/6/8

1213 離陸の美しさ ap_飛行機 2019/6/7

1212 遠縁の菩薩---「ご縁の見直し」を告げる ma_人生経営・会社経営 2019/6/7

1211 遠縁の菩薩---致知出版社の腐臭 ma_人生経営・会社経営 2019/6/7

1210 仕事の報酬は何か？ i-修身 2019/6/6

1209 A Hotoke-sama, saint of a man, who turn off the page of t0_english edition(英語版） 2019/6/6

1208 人生の譜面をめくる佛様（改定） m_音楽道 2019/6/5

1207 小川敏市長は大垣市民の敵？ o-大垣を良くする階 2019/6/4

1206 頭でっかち智慧なき小川敏市長が、大垣を滅ぼす o-大垣を良くする階 2019/6/3

1205 「人生航路で沈没」を防ぐ智慧の力 i-修身 2019/6/3

1204 Rregret to Mrs. Yoshiko Kawamura 0_english edition(英語版）, m_音楽道 2019/6/2

1203 河村義子先生への弔辞（改定） m_音楽道 2019/6/2

1202 磨墨知〇〇 　記念品抽選会に出ない ma_時間創出1001の磨墨智, o-大垣を良くす2019/6/1
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1201 修身講座で、落し穴に落す快感 i-修身 2019/5/31

1200 現代の「修身」を学ぶ目的 i-修身 2019/5/31

1199 修身とは何か i-修身 2019/5/30

1198 東北新幹線グランクラスを利用 ma_時間創出1001の磨墨智 2019/5/29

1197 両界曼陀羅の佛様との出会い b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, l1_吾が人生2019/5/28

1196 Dictatorial “Sendai International Music Competition” 0_english edition(英語版）, m_音楽道 2019/5/28

1195 毒眼流が「仙台国際音楽コンクール」を破綻させる 0_english edition(英語版）, m_音楽道, 2019/5/28

1194 Sendai International Music Competition,　showing the dru0_english edition(英語版）, m_音楽道 2019/5/27

1193 仕事のオニに開眼あり b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, l1_吾が人生2019/5/27

1192 仙台国際音楽コンクール　血まみれ席の恥さらし 0_english edition(英語版）, m_音楽道 2019/5/27

1191 冒険家が作る付加価値とは何か？ ma_人生経営・会社経営 2019/5/26

1190 目にもスイートスポットがある b-佛像彫刻・大佛師松本明慶 2019/5/26

1189 「命の目」を創造 b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, l1_吾が人生2019/5/25

1188 成長の原則 o-大垣を良くする階 2019/5/25

1187 磨墨智417． 人を育てる m_音楽道, ma_時間創出1001の磨墨智 2019/5/25

1186 日本赤十字社からキャシュバック o-大垣を良くする階 2019/5/24

1185 癌の最先端医療特集番組の愚 ma_健康管理 2019/5/24

1184 「感動」とは動くこと（改定） m_音楽道, 文書道・テクニカルライティン2019/5/23

1183 心配なことは、必ず起きる ma_危機管理 2019/5/23

1182 地蔵菩薩が持つ大きな器を目指して b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, l0_命の器で2019/5/22

1181 「追悼写真集　河村義子先生」の製作に着手 c-馬場恵峰師の書・言葉, m_音楽道 2019/5/21

1180 あれ食えこれ食え　痴呆ＣＭ　癌が増え c-馬場恵峰師の書・言葉, l0_命の器で創る2019/5/20

1179 冷や飯を食わされ、命拾い c-馬場恵峰師の書・言葉, l6_自分の人生と2019/5/19

1178 花屋の信用という佛花が散った b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, ma_人生経営2019/5/18

1177 幽霊にされた顧客の怒り ma_人生経営・会社経営 2019/5/18

1176 「感動」とは動くこと m_音楽道, 文書道・テクニカルライティン2019/5/17

1175 モノには精霊が宿っている c-馬場恵峰師の書・言葉 2019/5/17

1174 ごきげんよう　人の道なき　ケモノ道 m_音楽道, 文書道・テクニカルライティン2019/5/16

1173 火災報知器をリストラ ma_生活ＶＡ 2019/5/16

1172 神楽軕は神話の世界（改定） o-大垣まつり 2019/5/15

1171 棚経を止めて200万円の節約 ma_生活ＶＡ 2019/5/15

1170 癌に教えられる c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/5/14

1169 「新しい風」を吹かせよう ma_人生経営・会社経営 2019/5/14

1168 癌になって320万円のご褒美 ma_健康管理, ma_生活ＶＡ 2019/5/13

1167 渡部昇一著『９５歳へ！』は、吾が人生の燈台 l6_自分の人生と言う本 2019/5/11

1166 書抜き　 渡部昇一著『９５歳へ！』 l6_自分の人生と言う本 2019/5/11

1165 生きる指針　 渡部昇一著『９５歳へ！』 l6_自分の人生と言う本 2019/5/10

1164 大垣市長の知能は幼稚園児並み？ o-大垣を良くする階 2019/5/9

1163 走行中のエンジン停止事件 ma_危機管理, ma_極楽運転道 2019/5/8

1162 「癌と共生」という戦略 c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_健康管理 2019/5/7

1161 小川敏市長が、路上で80歳の老女と大喧嘩 o-大垣を良くする階 2019/5/6

1160 吸血鬼が日本上空を舞う c-馬場恵峰師の書・言葉, l6_自分の人生と2019/5/5

1159 「霊柩車」を購入 c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/5/4

1158 車販売店から買うのは人、車ではない ma_ネッツトヨタ南国の経営, ma_極楽運転2019/5/3

1157 ガン利権に悪魔が取りつき、日本のガンを増大 ma_健康管理 2019/5/3

1156 毒を盛るのが好きな医者 ma_健康管理 2019/5/2

1155 天皇皇后両陛下の大垣行幸啓（3/3） l6_自分の人生と言う本 2019/5/1

1154 天皇皇后両陛下の大垣行幸啓（2/3） l6_自分の人生と言う本 2019/5/1

1153 平成最高の写真は、天皇皇后両陛下の大垣行幸啓(1/3) l6_自分の人生と言う本 2019/4/30

1152 絵画ビジネスのからくりに泣く、60万円が3万円に 文化・芸術 2019/4/29

1151 油の浮いた「五目うどん」は毒 ma_健康管理 2019/4/28

1150 累計閲覧数 80,000達成 その他 2019/4/28

1149 春風秋雨 c-馬場恵峰師の書・言葉, l0_命の器で創る2019/4/27

1148 砂糖４キロを捨てる ma_健康管理 2019/4/26

1147 アウシュビッツの看守と同じ犯罪で、大垣功労賞 o-大垣を良くする階 2019/4/26

1146 小川敏氏は、大垣司令官として失格 ma_危機管理, o-大垣を良くする階 2019/4/24

1145 河村義子先生を殺した犯人を特定 c-馬場恵峰師の書・言葉, m_音楽道, ma_健2019/4/23
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1144 ウサギと亀の狂騒曼荼羅 c-馬場恵峰師の書・言葉, l1_吾が人生の師2019/4/22

1143 人格の体温測定　→　冷血人間にならない c-馬場恵峰師の書・言葉, m_音楽道, ma_人2019/4/21

1142 抗がん剤TS-1の臨床データに疑惑 ma_健康管理 2019/4/20

1141 子供の未来を食うガン細胞・死鬼衆 l1_吾が人生の師天王, o-大垣を良くする階2019/4/20

1140 最期の贅沢　病室の選択 c-馬場恵峰師の書・言葉, m_音楽道, ma_人2019/4/18

1139 ガン治療の狂騒曲は、兎と亀の競争 c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_健康管理 2019/4/17

1138 エディオンブログも末世 ma_人生経営・会社経営 2019/4/16

1137 オイル塗布のご飯で、老いる ma_健康管理 2019/4/16

1136 がんセンターでのお見舞い礼儀 ma_人生経営・会社経営, ma_健康管理 2019/4/16

1135 死神の幽霊に襲撃される c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/4/15

1134 進行ガンで、余命２年を宣告された c-馬場恵峰師の書・言葉, m_音楽道, ma_人2019/4/13

1133 曼荼羅の佛様が 寄ってたかって 私を幸せにしてくれる c-馬場恵峰師の書・言葉, l1_吾が人生の師2019/4/12

1132 ガン・マフィアに魂を売った日本のマスコミ ma_健康管理 2019/4/11

1131 一人では成佛できない b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, l1_吾が人生2019/4/10

1130 広目天が、発ガン性物質を拒否 b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, m_音楽道, 2019/4/9

1129 車両保険ヤメで60万円節約（10年間） ma_極楽運転道, ma_生活ＶＡ 2019/4/8

1128 「自分の死に様」を選択 l1_吾が人生の師天王 2019/4/7

1127 社会ガン組織が、日本人を皆殺しにする 2/2 l0_命の器で創る夢の道, ma_健康管理 2019/4/6

1126 社会のガン組織が、日本人を皆殺しにする 1/2 l0_命の器で創る夢の道, ma_健康管理 2019/4/5

1125 聖徳太子17条の憲法からの学び c-馬場恵峰師の書・言葉, l1_吾が人生の師2019/4/4

1124 追悼　河村義子先生　 l5_佛が振るチェカーフラグ, m_音楽道 2019/4/3

1123 生涯現役の心がけ l5_佛が振るチェカーフラグ 2019/4/2

1122 老いてからの心構え l5_佛が振るチェカーフラグ 2019/4/1

1121 大垣スィーツグランプリが、脳を破壊する ma_健康管理, o-大垣を良くする階 2019/3/31

1120 食の大当たりで、命の危機を見る ma_健康管理 2019/3/30

1119 出版案内　「馬場恵峰書　百人一首」 c-馬場恵峰師の書・言葉 2019/3/29

1118 人生曼荼羅　福の神・貧乏神 c-馬場恵峰師の書・言葉, l1_吾が人生の師2019/3/29

1117 後は野となれ山となれ c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/3/28

1116 小川敏市長の対話「拒否」能力は、赤軍なみ o-大垣を良くする階, 文書道・テクニカル2019/3/28

1115 曼荼羅を俯瞰する b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, c-馬場恵峰2019/3/27

1114 福岡市政と大垣市政を比較し、絶望の極み ma_人生経営・会社経営, o-大垣を良くする2019/3/26

1113 命の限度 l0_命の器で創る夢の道 2019/3/26

1112 小川敏市長が、大垣市の衰退工作で痴呆放談 o-大垣を良くする階 2019/3/25

1111 大垣市役所の表看板は恥さらし o-大垣を良くする階, 文書道・テクニカル2019/3/24

1110 眼の手術の研究 l0_命の器で創る夢の道 2019/3/24

1109 磨墨智625．　死んでもいいけど事故を起こさない ma_時間創出1001の磨墨智 2019/3/23

1108 眼の命の代償　　命の器 l0_命の器で創る夢の道 2019/3/23

1107 磨墨智624．　お坊さんと仲良くなろう m_音楽道, ma_時間創出1001の磨墨智 2019/3/22

1106 磨墨智623．　「死にそう～」と言わない m_音楽道, ma_時間創出1001の磨墨智 2019/3/22

1105 磨墨智604．　死ぬな m_音楽道, ma_時間創出1001の磨墨智 2019/3/21

1104 自分の命の値段 l0_命の器で創る夢の道 2019/3/21

1103 病気お見舞いの心得 ma_人生経営・会社経営 2019/3/21

1102 一刀三礼して祈念する b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, l0_命の器で2019/3/20

1101 アンパンマンのビスケットに首ったけ ma_健康管理 2019/3/19

1100 免振装置とのご縁 b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, l0_命の器で2019/3/19

1099 悪縁の匂いプンプンの営業マン ma_人生経営・会社経営 2019/3/19

1098 私の金銭哲学、人生哲学 ma_人生経営・会社経営 2019/3/18

1097 毘沙門天になろう b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, l0_命の器で2019/3/17

1096 仕事は自分を写す鏡、義子先生の命の仕事 l0_命の器で創る夢の道, m_音楽道 2019/3/16

1095 肉なしサンドイッチを探し回って八百里 m_音楽道, ma_健康管理 2019/3/15

1094 死の床で会いたい人 m_音楽道, ma_人生経営・会社経営 2019/3/14

1093 地獄を見る l0_命の器で創る夢の道 2019/3/13

1092 トヨタ教の経典で真贋を判別 l0_命の器で創る夢の道 2019/3/12

1091 学ぶとは自分探し l0_命の器で創る夢の道 2019/3/11

1090 某宗教法人の経営診断 l0_命の器で創る夢の道 2019/3/10

1089 貴方はＥメールで査定されている 文書道・テクニカルライティング 2019/3/10

1088 累計閲覧数70,000回突破 その他 2019/3/10
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1087 命の末路　「幽霊友の会」からのお誘い l0_命の器で創る夢の道 2019/3/8

1086 グローバル経済主義狂の牙 l0_命の器で創る夢の道, o-大垣を良くする2019/3/8

1085 魔法の薬入り牛丼は美味い、だから禁止 m_音楽道, ma_健康管理 2019/3/7

1084 人生の回数券 l0_命の器で創る夢の道 2019/3/7

1083 豪徳寺に参拝(1/3) l3_書天王が描く世界 2019/3/6

1082 私はこれ（小指）で、※※をやめました b-佛像彫刻・大佛師松本明慶, l0_命の器で2019/3/6

1081 磨墨知14．人生の大事を急げ ma_時間創出1001の磨墨智 2019/3/5

1080 創る人は獣道を行く l0_命の器で創る夢の道, ma_時間創出1001 2019/3/4

1079 人生の信号機 l0_命の器で創る夢の道 2019/3/4

1078 目は命を語る l0_命の器で創る夢の道, m_音楽道, ma_時 2019/3/4

1077 「飽食の罠」が日本人をガン集団自殺化へ l0_命の器で創る夢の道, ma_健康管理 2019/3/3

1076 シベリア強制収容所「死への罠」 l1_吾が人生の師天王 2019/3/2

1075 日本列島「アウシュビッツ収容所」化で虐殺横行 ma_人生経営・会社経営, ma_時間創出1001 2019/3/1

1074 磨墨智6．　アウシュビッツから生還しよう ma_時間創出1001の磨墨智 2019/2/28

1073 お金の意味 l0_命の器で創る夢の道 2019/2/28

1072 「修身」とは何か i-修身 2019/2/27

1071 磨墨智２．　過ぎ去る時間は命の刻み m_音楽道, ma_時間創出1001の磨墨智 2019/2/27

1070 磨墨智20．一歩でも前進 ma_時間創出1001の磨墨智 2019/2/26

1069 磨墨智*　 アッシー君にならない ma_時間創出1001の磨墨智 2019/2/26

1068 死望校を死計する l4_詞天王が詠う老計・死計, ma_健康管理2019/2/25

1067 日本狂セリ i-修身 2019/2/24

1066 河村義子先生の中陰を供養する（4/4） c-馬場恵峰師の書・言葉, m_音楽道 2019/2/23

1065 「自分ノーベル賞　久志部門賞」を創設 l4_詞天王が詠う老計・死計, m_音楽道, m 2019/2/22

1064 河村義子先生の中陰を供養する（3/4） c-馬場恵峰師の書・言葉, m_音楽道 2019/2/22

1063 夢興落花　人身得ること難し c-馬場恵峰師の書・言葉, ma_人生経営・会2019/2/21

1062 河村義子先生の中陰を供養する（2/4） c-馬場恵峰師の書・言葉, m_音楽道 2019/2/21

1061 河村義子先生の中陰を供養する（1/4） c-馬場恵峰師の書・言葉, m_音楽道 2019/2/19

1060 お報せ その他 2019/2/19

1059 縁は偶然、別れは必然 l5_佛が振るチェカーフラグ 2019/2/12

1058 人生の結論 l5_佛が振るチェカーフラグ 2019/2/12

1057 河村義子先生が教える人生評価 m_音楽道, ma_人生経営・会社経営 2019/2/11

1056 身体の保全と危機管理、がん増加の真因 l3_書天王が描く世界, ma_健康管理, ma_危2019/2/11

1055 縁は正義を嫌う l3_書天王が描く世界 2019/2/11

1054 縁がないというご縁で、吾が縁道を歩む l3_書天王が描く世界 2019/2/11

1053 ご縁の破れ窓理論 l3_書天王が描く世界 2019/2/11

1052 人生という飛行プロジェクト l3_書天王が描く世界, m_音楽道 2019/2/10

1051 企業占い師を診断する l3_書天王が描く世界 2019/2/10

1050 占いという名の極道 l3_書天王が描く世界 2019/2/9

1049 浜松国際ピアノコンクール（12）舞台の裏話 m_音楽道 2019/2/9

1048 自分の遺影を撮影 m_音楽道, ma_人生経営・会社経営, ma_危 2019/2/9

1047 50ｍ巻物「静楽養愚詩文録」編集後記 c-馬場恵峰師の書・言葉, m_音楽道 2019/2/8

1046 浜松国際ピアノコンクール（11）ピアノ選定はロシアンルーレm_音楽道, ma_人生経営・会社経営 2019/2/8

1045 終活に目覚める ma_人生経営・会社経営 2019/2/7

1044 終活　「棺」を新調 ma_人生経営・会社経営, ma_健康管理, ma 2019/2/6

1043 年賀状の終活 ma_人生経営・会社経営 2019/2/5

1042 ⼈⽣⾶⾏の失速・着陸失敗 l4_詞天王が詠う⽼計・死計, o-⼤垣を良くす2019/2/4
1041 ⼈⽣⾶⾏の着陸 l4_詞天王が詠う⽼計・死計 2019/2/3
1040 競輪狂の⼩川敏市⻑が、⼦供達の未来を殺す o-⼤垣を良くする階 2019/2/2
1039 河村義⼦先⽣の航跡、ピアノが奏でる⼈⽣ l1_吾が⼈⽣の師天王, m_⾳楽道 2019/2/2
1038 第⼆の⼈⽣は⾃⼒で⾶ぶ l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/2/1
1037 ポンコツ⾶⾏機整備中 l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/2/1
1036 般若⼼経とは l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/31
1035 河村義⼦先⽣の命、⼈⽣の⼤事を急げ m_⾳楽道, ma_時間創出1001の磨墨智 2019/1/31
1034 写経とのご縁 l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/30
1033 死刑台へのエスカレータから降りよう ma_健康管理 2019/1/30
1032 ⾒聞触智新気開道 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2019/1/29
1031 河村義⼦先⽣宅へタイムスリップ m_⾳楽道 2019/1/28

15



1030 ⼈⽣経営での利益（りやく） ma_⼈⽣経営・会社経営 2019/1/27
1029 義⼦先⽣の懐に抱かれて⾬やどり m_⾳楽道 2019/1/26
1028 ⼤餓⻤紙の⼩欲 o-⼤垣を良くする階 2019/1/25
1027 爬⾍類の氾濫（⼩欲） l1_吾が⼈⽣の師天王, o-⼤垣を良くする階 2019/1/25
1026 「⼩欲・中欲・⼤欲」の選択 l1_吾が⼈⽣の師天王, o-⼤垣を良くする階 2019/1/24
1025 胃カメラの拷問 o-⼤垣を良くする階 2019/1/24
1024 寄贈者募集 ⾔志四録の板書 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2019/1/23
1023 岩村⼩学校を訪問 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2019/1/22
1022 協賛募集 ⾔志四録の板書寄贈 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2019/1/21
1021 お宝探偵団は客寄せパンダ ⽂化・芸術 2019/1/21
1020 ⾼い精神⽂化で世界をリードせよ m_⾳楽道, o-⼤垣を良くする階 2019/1/20
1019 累計６万回の閲覧達成 その他 2019/1/20
1018 聖観⾳菩薩が観る声 l4_詞天王が詠う⽼計・死計 2019/1/20
1017 河村義⼦先⽣の葬儀 m_⾳楽道 2019/1/19
1016 ⽇本⼈のほとんど全員がガンになる ma_健康管理 2019/1/19
1015 眉唾の「電気事業連合会のＰＲ資料」 l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/18
1014 医学的検査に潜む危険性 l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/17
1013 ＣＴスキャンの仏⼼と⻤⼼ l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/16
1012 ⼈⽣のＣＴスキャン l1_吾が⼈⽣の師天王, m_⾳楽道, o-⼤垣を良2019/1/15
1011 河村義⼦先⽣の告別式で怒り⼼頭 m_⾳楽道, o-⼤垣を良くする階 2019/1/14
1010 「病気と闘う」とは佛様への暴⾔ l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/14
1009 還暦になって観る悪夢 l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/13
1008 曼荼羅とのご縁 l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/13
1007 未来は変えられないが、過去は変えられる l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/12
1006 両界曼荼羅 l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/12
1005 記事⼀覧公開 その他 2019/1/11
1004 ⼈⽣の曼荼羅とは l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/11
1001 ⼰は何者か b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, l1_吾が⼈⽣の2019/1/10
1000 佛様との出会い l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/9
999 河村義⼦先⽣の分⾝に出会う ap_⾶⾏機, m_⾳楽道 2019/1/8
998 ⼰を⽀え、⼈を⽀えてこそ⼈の道 l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/8
997 霊信として『「⾔志四録」51選訓集」』 m_⾳楽道 2019/1/8
996 正しい道を考えながら歩く l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/7
995 死に⽀度 l1_吾が⼈⽣の師天王 2019/1/6
994 磨墨知595． 神さまに感謝の気持ちを c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, ma_時間創出100 2019/1/5
993 出版案内 『佐藤⼀斎著「⾔志四録」51選訓集」』 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2019/1/5
992 河村義⼦先⽣の為写経を納経 m_⾳楽道 2019/1/5
991 河村義⼦先⽣への弔辞 m_⾳楽道 2019/1/4
990 磨墨知594. 禁初詣、初詣も叶わぬ哀しみ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉, m_⾳楽道, ma_時2019/1/3
989 聖観⾳菩薩の慈愛 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2019/1/2
988 気新光照 その他 2019/1/2
987 訃報 m_⾳楽道 2018/12/25
986 ゲゲゲの訪問記（6）⼤餓⻤ 妖怪の宴 o-⼤垣を良くする階 2018/12/25
985 ゲゲゲの訪問記(5) ⼤餓⻤妖怪 殺しの⾵景 o-⼤垣を良くする階 2018/12/24
984 ⼤餓⻤し カネをばらまき 嬉々奸吏 o-⼤垣を良くする階 2018/12/23
983 佛様の危機管理、⼤餓⻤の無策（⼤垣） b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, o-⼤垣を良く2018/12/22
982 磨墨知435-1.  相互研鑽をしよう b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, ma_時間創出2018/12/21
981 ⼤餓⻤妖怪が園児を喰う（⼤垣妖怪） o-⼤垣を良くする階 2018/12/20
980 出版案内2『⾦⼦みすゞ 詩の世界 55恵峰選集』 b-佛像彫刻・⼤佛師松本明慶, c-⾺場恵峰師2018/12/20
979 出版案内 『⾦⼦みすゞ 詩の世界 55恵峰選集』 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2018/12/19
978 磨墨知407． 師匠の真似をする ma_時間創出1001の磨墨智 2018/12/19
977 主⼈公の⼈⽣ ma_⼈⽣経営・会社経営 2018/12/19
976 磨墨知xx. 落下防⽌をする ma_時間創出1001の磨墨智 2018/12/18
975 巻頭⾔ 『佐藤⼀斎著「⾔志四録」51選集』 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2018/12/18
974 岩村の先賢教育に学ぶ c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2018/12/17
973 ゲゲゲの訪問記（4）妖怪勝負 ⽔⽊しげる妖怪編 o-⼤垣を良くする階 2018/12/16
972 「⽣き活き教養塾」第⼀講 c-⾺場恵峰師の書・⾔葉 2018/12/14
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