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「伝説の会長」と言われる練馬

区倫理法人会元会長の鴨頭義

人氏は、「純粋倫理」の学びを

「見えない世界の力を使って、

見える世界を変えていく学び

である」と表現し、その講話の

中で下のような板書でわかり

やすく説明しています。
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