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◀

今月のみさとし／この身は無量の恩の結晶である。（ご聖訓　第七巻73頁）

Newsletter

◀

心を一つにして、日本国の繁栄、世界平和に向かって
建国記念の日の2月11日、御霊地において、新体制となって今年最初の六大行事、第78回太陽精神碑建立記念祭
が全国会員が集う中、盛大に開催された。新法主さま、新理事長が挨拶を述べ、新たな解脱会の一歩を踏み出した。

　穏やかな快晴に恵まれた当日、午前 8
時 45 分より本部役員が参列する中、太
神社殿前にて奉告祭を執行、祭典の無事
完遂を祈念した。
　午前 10 時からは、第 1 部・太陽精神
碑前の儀が開式、法主さまが、奉告文を
奏上された。
　その後、御霊地お山では多くの来賓が
参列する中、全国各地の鼓笛隊が入場し、
11 時より第 2 部・太陽精神碑建立記念
祭式典が開式。国歌、太陽精神碑の歌を

斉唱、尊者のみ声拝聴に続き、法主さま
が国旗に向かい、誓願文を奏上された。
　法主さまは、第二代法主として、解脱
の法燈を守り、その役目を担い、全うす
るためにお役目にお使いいただくこと、
さらに慈愛・相愛・敬愛についてのお言
葉を述べられた。
　続いて渡辺孝彦理事長より、「心を一つ
にし、社会に向かって与えて求めぬ、あ
たたかい思いやりの心を前面に出し、解
脱会発展、日本国の繁栄、そして世界平

和に向かって、羽ばたいていきましょう」
と挨拶があった。
　来賓祝辞では、現王園孝昭北本市長（荒
井照男企画財政部長代読 ) の挨拶を頂き、
最後は渡辺理事長の発声による万歳三唱
をもって、終了となった。
　第 3 部・直会では、女性部・青年部に
よる甘酒や五色うどんの出店が連ねる
中、お山後方ステージにて、あばていに
よる太鼓演奏が行われ、今年最初となる
六大行事は盛大のうちに終了となった。

法主さまによる奉告文奏上に国土の大御恩を思い頭を垂れる

ファンファーレ隊による国歌演奏 国家繁栄のため万歳三唱

法主さまよりご挨拶をいただく

太陽精神碑の歌斉唱

あばていによる力強い和太鼓演奏

第78回 太陽精神碑建立記念祭
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長老さまを労い飯塚理事が固い握手を交わした左から岡野顧問、法主さま、長老さま、渡辺理事長が木遣の合図で鏡開き

日本の中心で新法主誕生を盛大に祝う
　2月10日、岡野英祥さまが新法主となられた記念の法主就任祝賀会がパレスホテル東京にて晴れやかに催された。来賓に御寺泉涌寺
長老・上村貞郎猊下と醍醐寺座主・三宝院門跡仲田順和猊下をお招きし、本部役職者はじめ全国の支部長以上の役員らが集い、祝い合った。

法主就任祝賀会

来賓の上村長老猊下（左）と仲田座主猊下（右）より温か
いお祝辞を頂いた

法主さまと長老さまへ花束が贈られた 法主さまが固い決意を述べられた

国家の繁栄と解脱会発展を祈り万歳三唱 杉本専門員が主宰する「ソアズ」のコーラス 大久保氏と福田氏の優美なお琴演奏

　澄みわたる青空で迎えた当日、パレス
ホテル東京（東京都千代田区）2 階の葵
の間に、礼服や晴れ着姿の支部長らが集
い、午前 11 時 30 分に開会した。
　初めに渡辺孝彦理事長が登壇し、本日
参加の御礼と法主奉戴式の報告、そして、

「解脱会の発展と日本国の繁栄、世界平和
を目指しつつ、法主さまを仰ぎ、会員を
含めて、心一つに精進させていただこう」
と新体制を率いる決意を述べた。
　来賓の祝辞では、上村長老猊下が、11
年続く本会との深いご縁に触れながら新
法主さまの活躍に期待を寄せられた。
　続いて、仲田座主猊下は、法主さまが
醍醐寺の辛い修行に耐え、寮長としての
卒業時のお言葉を今でも覚えておられ、
その精進を称えられ、前途を祝された。
　会員代表・阿曽沼孝允東京第１教区長

の「和をもって支えたい」との挨拶を受
けて登壇された法主さまは、前法主の長
男として生を受けてからの 47 年間を振
り返り、今日を迎えられた喜びと御礼と
ともに、「これからは足元を固め、10 年後、
20 年後、30 年後の解脱会の将来を見据
えて、努力精進したい」とこれからの決
意を述べられた。
　長老さまは、「金剛さまの御心を常に忘
れることなく、先人先輩のご労苦を偲び
つつ、多くの人々の導きを頂きながら、
報恩行に益々お使いいただきたい」とお
誓いされ、飯塚健一理事より、63 年間に
わたり、法主の重任を務められた長老さ
まに対して、御礼の言葉が贈られた。
　次に、法主さま、長老さまへ、調布支
部の渡辺栄子、名古屋百船支部の安達朱
美両支部長より花束を贈呈。解脱木遣り

「睦」が登場し、法主さま、長老さま、渡
辺理事長、岡野顧問の4名による「鏡開き」
が行われ、小田敏郎相談役の発声で乾杯
し、会食となった。　
　歓談中は 11 月 13 日の「法主奉戴式・
長老推戴式」のスライドが上映された後、
杉本龍之専門員が主宰するコーラス隊

「ソアズ」による歌の披露、続いて立教
90 年記念大祭の歌を初披露し、作詞を手
掛けた大森八幡支部の関僚子支部長が紹
介された。また荒川支部の大久保宏子氏
による琴の演奏が始まると、会場は優美
な和の音色に包まれた。
　最後に、関日出夫常任理事による、万
歳三唱で祝賀会が締めくくられた。
　二代目法主さまをお迎えして会場全体
が慶びに包まれる中、立教 90 年から
100年に向けて新たなスタートを切った。
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「立教90年に向けて」のテーマで発表する飯塚理事（左上）、
齋藤本部教務員（右上）、西田神戸教区長（左下）、山
本埼玉教区長（右下）

一丸となり立教90年に向けた取り組みを
本部全体会議・本部布教推進会議

本部全体会議に初登壇された法主さま

会員各家の先祖供養を厳修 渡辺理事長より辞令交付が行われた 圏域会議では忌憚ない意見が交わされた

　褒章状、委嘱状、辞令交付があり、昼食。
午後は渡辺理事長の所信表明で始まっ
た。その中で、今年初めて行われる五担
当研修に向けた思いを述べた他、「不易流
行」を示し、「解脱のみ教えは不易であり
変わることはない。しかしその伝え方、
説き方は時代に合わせて変えていかなけ
れば衰退していく。各圏域でそれぞれ変
革していくことが大事、そのためには教
区長を中心としたサポートが必要。立教
90 年、100 年に向けて本会を発展させ、
世の中に貢献しよう」と呼びかけた。
　西村晴雄教務局長は「今年度本部布教
活動方針」に基づいて、修験実証は、改
めて根本的なところから学び直し、修業
によって験（しるし）を得て、真実であ
ることを証明することが大切。また実践
目標では、立教 90 年の記念大祭に家族
ぐるみで御霊地に額ずくことを目標とし
たいと述べた。
　次に、「立教 90 年に向けて」をテーマ
に 4 名が発表した。
　先ず記念大祭実行委員会より、飯塚健
一実行委員長が、金剛さまのお言葉をも

　本年、新たに法主さま、長老さま、渡
辺孝彦理事長を迎えて初となる本部全体
会議が 1 月 28 日、本部布教推進会議が
翌 29 日に行われ、本部役職者、全国各
教区長ら、布教、運営など総ての役職者
が解脱研修センターに一堂に会した。
　今回の目的として全国各圏域の布教強
化、特に来年に迫っている立教 90 年に
向けた各圏域での取り組みが討議された。
　本部全体会議では、国歌斉唱、拝礼行
事に始まり、渡辺理事長が開会にあたっ
て今回の趣旨を説明。その後、法主さまは、
在家宗教として地に足のついた学びを基
本として現世相に流されないためのみ教
えでなければならないと述べられた。
　次に長老さまはご挨拶として、中外日
報に掲載されたご自身の年頭の挨拶、「心
の切り替え」が大事とされ、太陽、即ち
与えて求めぬこと、目の前のことに最善
を尽くしてゆく姿勢が大切と述べられた。
続いて岡野英夫顧問が、10 年間本会理事
長を務められた御礼とともに、「法主さま
を中心に結束して 90 年を羽ばたく契機
としたい」と指導者の心構えを示した。

とに「基本に返る」大祭にしたいと発表。
次に「茶話会の実践」について、齋藤安
彦本部教務員が支部での取り組み方を発
表。続いて「副食を献じる運動」について、
西田義信神戸教区長が、献金する団体

「ジャパンハート」の吉岡秀人代表を招い
て、教区で活動の意味を再認識し、取り
組んできた経緯を発表。最後に、「立教
90 年記念勧募」に対する教区としての取
り組みを、山本和雄埼玉教区長が発表。
　以上の発表を受け、各圏域ごとの会議
が行われた。会議後は懇親会となり、そ
の中で、新たに就任した役員が抱負を発
表し、その都度拍手が沸き起こった。
　翌日は午前 6 時半、太神社殿にて支部
活動目標奉告の儀・布教推進祈願で始
まった本部布教推進会議では、渡辺議長
挨拶の後、圏域会議となり、各圏域ごと
に分かれて実際に取り組む具体的な内容
を話し合った。午前 10 時半からは、教
区長会議、本部出講者研修と分かれてそ
れぞれ研鑽した。
　各々のお役目を存分に果たし、立教 90
年を明るく迎えようとの志気を高め合った。
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各地で節分会！ 春の到来を祝す

　中部道場では雲一つなく晴れわたる中、愛知、名古屋第 1、名古
屋第 2 各教区の会員たち多数が道場狭しと参集した。本部出講の山
本英次指導員の講話の後、休憩を挟み、裃をまとった年男・年女・
教区長らが入場し、威勢よく豆撒き式が行われた。
　最後に福引が行われ、歓声と笑顔に包まれながら終了した。

　札幌道場では積雪の中、本部より村上説男指導員が出講、約 80 名
の会員が参加した。村上説男指導員より節分会の意義を含めた挨拶
の後、豆撒き式。続いて行われた恒例の福引抽選会では、森下勇理
事より提供された北海道名物のジンギスカンをはじめ、道南教区各
支部より提供された景品が参加者に振る舞われた。

　本部道場では、首都圏会員をはじめ地元荒木町
の来賓など多数集う中、開催。午後 1 時、木遣衆
の先導により裃姿の年男年女が入場した後、岡野
英夫顧問の合図で豆撒き式となった。　　
　今回はなんと大正 10 年生まれの宮﨑國男梅屋敷支部名誉支部長

（96 歳）が年男として参加し、力強く豆を撒いた =写真下。その後
は直会となり、甘酒や御神酒が振る舞われる中、地元チームのフラ
ダンスが披露され =写真上、続いて恒例の豪華景品が当たる抽選会
では当選番号が発表されるたびに歓声が上がった。

　御霊地では、解脱錬心館を会場に会員、北本市民ら約 700 名が参集。
本部出講の早川廣美指導員の挨拶、現王園孝昭北本市長ら来賓の祝辞
の後、豆撒き式が行われた。その後、地元の北本宿囃子連によるお囃
子と獅子舞の披露、また同時開催のチャリティーバザーの売上金 29
万 4385 円が市社会福祉協議会に寄付された。更に今年は、初めて天
茶が振舞われ、「美味しい！」と市民から感嘆の声が上がっていた。

　関西道場の節分会には、地域の来賓をはじめ地元の方と約 60 名の
会員が共に盛り上がった。本部出講の中元敏彦指導員が解脱会の節
分会について「自分の心の中にある鬼を解消することで福は自然に
入ってくる」と述べた後、豆撒き式。その後、カラオケや福引など
が催され、会員と地域が一体となって楽しい一時を過ごした。

　湘南道場では報恩日行事終了後、節分会が行われた。多数の会員
が参集する中、本部より出講の西村晴雄指導員はじめ役員、年男年
女が入場。元気の良い「三声一声」で威勢よく福豆や福銭などを撒
くと、会員たちは歓声を上げながら一斉に “福” に手を伸ばした。終
了後は、お神酒や甘酒などを味わいながら福引で盛り上がった。

本部道場（3日）

御霊地錬心館（3日）

札幌道場（1日） 湘南道場（1日）

中部道場（3日） 関西道場（3日）

　2月3日、各直轄道場にて節分会が開催され、賑々し
く春の到来を祝した。（札幌、湘南は2月1日に開催）
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　その後、御五法修業を通
して支部御神前改築等の勉
強を受け、自宅を支部道場
とするための準備が着々と
整えられ、昨年 12 月に「あ
きる野支部」へ名称を変更
し、晴れて今回の祝賀式を迎えた。須藤
支部長は喜びも一入の様で、「以前の御神
前では御軸が入らないため、床の間と水
屋を壊し、加えて庭に縁側を設けました。
その縁側を利用して地元の会員を導きた
い」と意気込みを語っていた。
　当日の祝賀感謝会は、本部より大木直

供養の後、支部長よ
り「皆で協力し、助
け合い、70 年 80 年
に向かって進もう」
と挨拶があり、続く
記念講話では出講の
近藤圏域担当が「同
じ支部で学ぶ者同士
は、神、先祖、金剛
さまがお運びくださったふさわしい縁の
仲間。支部は批判や責め合う場ではなく、
敬いの心や思いやりの心を学び体得する
場所」と、支部の尊さを再確認した。
　その後、支部のこれまでの歩みを編集

た後、小学校低学年、
高学年に分かれ、低学
年は会館で「クリスマ
スケーキ & クリスマス
カード作り」、高学年は
新宿中央公園にて、テレビ番組でも人気
の「逃走中」を行った。
　その後は、低学年の子らが思い思いに
飾り付けたケーキを参加者全員で頂き、

「おいしい！」という声に笑顔があふれた。
　最後は支部幹事が扮したサンタクロー
スからプレゼントが配られ、大いに盛り
上がった 3 時間となった。

　1 月 7 日、東京第 1 教区あきる野支部
が支部発足祝賀感謝会を行った。
　当支部は、昭和 31 年に八王子支部と
して廣川千恵子氏が設立。同 38 年に大
貫静子氏が八王子南支部として継承し、
同 47 年に上野里美氏、同 54 年に上野好
正氏、そして同 59 年に沖津善子氏と継
承され、相模原橋本支部に改名。その後、
平成 20 年春の大祭にて須藤正氏が継承
した。それから昨年 12 月までの 8 年間、
須藤支部長夫妻は感謝会や修法日、また
日々の天茶のお取り替えに前支部道場へ
通い、役目を果たしていた。

　1 月 8 日、名古屋仲田支部設立 60 周
年記念感謝会が支部道場で行われ、近藤
貞男中部圏域担当出講のもと、支部会員
が親・子・孫で参加する中、厳粛かつ盛
大に開催した。
　当支部は、黒川正治氏が昭和 33 年に
設立。同 61 年に息子の勝氏が継承、平
成 25 年に勝氏の息子の則夫氏が三代目
支部長に就任し、現在に至る。支部長は
親から子、そして孫へと継承し、また教区・
支部座談会が活発に行われ、支部会員も
家族ぐるみで学ぶ姿がある。
　午後 1 時に始まった第 1 部式典では、
国歌斉唱、拝礼行事、先亡者に対するご

　12 月 23 日午後 1 時 30 分より南新
宿・牛込両支部合同のクリスマス会が
青年部主催で開催された。南新宿支部
の地元町会の会館を会場に、大人・子
供含めて、76 名が集まった。
　当行事は毎年恒例となっており、地
域の方にも協力を仰ぎ、会員や地元の
子供たちが一緒に楽しい時間を過ごし、
地域の方たちとの交流を深め、解脱エッ
センスを感じてもらう場を目的として
行っている。
　当日は、南新宿支部の廣川貞雄支部
長が天皇誕生日についてのお話を述べ

地元の会員を導きたい
あきる野支部発足祝賀感謝会

名古屋仲田支部創立 60 周年記念感謝会

笑顔があふれた合同クリスマス会！
東京第 1 教区・南新宿支部、牛込支部

孝指導員が出講のもと、阿曽沼孝允東京
第 1 教区長はじめ同教区支部長や会員が
多数参列のもと盛大に開催した。
　第 1 部「道場開き」、第 2 部「祝賀感
謝会」、第 3 部「直会」と進み、参加者
全員が新たな御神前を祝い、み教えの和
を育んでいくことを誓い合った。

したムービーが上映され、先人先覚者へ
の感謝の気持ちを新たにした。
　第 2 部直会は、抽選会で盛り上がり和
気あいあいとした雰囲気の中、午後 3 時
半、散会した。

先人のお蔭に感謝し、前進を誓う
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　東北第 2 教区では好天に恵
まれた 2 月 5 日、仙台パレス
平安にて「新年初会」を開催。
本部より岡野英夫指導員が出
講した。
　まずはじめに、各支部代表
が参列する中、任期満了した
前教区長の増田勝則氏から現
任の合澤裕行氏へと「教区長
交代の儀」が行われた。続い
て仙台五輪準支部の永田ツネ

　解脱錬心館の
女性剣士が快挙
を果たした。剣
道が好きな女子
のための大会、

「 第 16 回 毎 日
レディース剣道
大会」（毎日新
聞社・全日本剣道道場連盟
主催）が 12 月 11 日に東
京都日野市の市民の森ふれ
あいホールで開催された。
全国 250 チームが集う中、
解脱錬心館からは、小中学
生対象の「すみれ」の部に
＜柳菜々海、友清奈那子、
大泉波音＞チーム、そして
35 歳以上 50 歳未満対象の

「桃」の部に出場した＜奈
良悦子、大野美紀子、川上

　奉祝立教 90 年記念大祭の
ための「大祭の歌」の歌詞が、
たくさんの応募作品の中から
厳正な審査の結果、東京第４
教区大森八幡支部の関僚子氏
の作品「われらの大祭」が選
ばれた。
　作曲は、作曲家で記念大祭
実行委員を務める東京第 2 教
区千葉木更津支部の杉本龍之
専門員が手掛けた。
　制作は順調に進み、1 月
31 日には東京・早稲田のア
バコクリエイティブスタジオ

　1 月から 3 月にかけて、全
国各地で「支部長研修会」が
開催されている。立教 90 年
を来年に控えた今年、本部布
教活動方針の徹底を図り、支
部長の役目の尊さを再認識す
ると共に、支部を家族のよう
に楽しく学べる場として提供

子支部長より、昨年秋に藍綬
褒章を授与された喜びが報告
され、会場の温かい拍手と共
に記念品と花束が贈られた。
　講話では岡野指導員が、ご
在世中の金剛さまのご指導に
より幸福な人生を歩まれた先
輩方との思い出を述べ、「日々、
み教えの実践に励み有意義な
人生にしていただきたい」と
締めくくった。最後に、大震

美香子＞チームが出場。結
果、「すみれ」の部では優
勝を勝ち取り、「桃」の部
では 3 位に輝いた。
　同大会の第 13 回から「す
みれ」の部が加わり、その
時に錬心館が初出場して優
勝し、今回二度目の優勝と
なった。剣道を通して人間
形成を目的とし、修練に励
む解脱錬心館の剣士たち
に、今年も期待がかかる。

でレコーディングを終了。ま
た、2 月 10 日の新法主披露
祝賀会の中で発表され、話題
を呼んでいた。
　春季大祭後、杉本氏が歌唱
指導のために全国の直轄道場
を周る予定。

するためのよりよい運営方法
などについて学んでいる。
　中部圏域（愛知、名古屋第 1、
名古屋第 2 教区）は、1 月 21
日に中部道場にて開催した。
本部より瀧久和指導員、近藤
貞男指導員が出講、各教区役
員、各支部長ら合計 55 名が

災以来、東北の被災地へ足を
運び、真心を向けてきた同指
導員に対し会員たちから惜し
みない感謝の拍手が贈られた。
　第 2 部の直会では、増田前

参加した。
　拝礼行事の後、
樋口勉名古屋第一
教区長が挨拶に立
ち、今後の支部活
動に役立つような
学びをしようと激
励。その後、今年
度本部布教活動方針の理解を
深め、教区方針の認識を共有
し、グループ毎に意見を交わ
し合った。支部長の役目と支

和やかで温かく新年を出発

来年の節目を喜びで迎えるために

東北第 2 教区・新年初会

毎日レディース剣道大会 奉祝立教90年記念大祭実行委員会

全国で支部長研修を開催

部の運営について学ぶなど、
内容は多岐に渡り、参加者た
ちは節目の年を喜びで迎えよ
うとの意気込みに満ちていた。

錬心館二度目の優勝 大祭の歌完成！

教区長から役目を無事に遂行
できた感謝の記念品が参加者
全員に贈られるなど、終始、
和やかで温かい雰囲気の中で
新年の出発を期した。

　　　「われらの大祭」　　作詞　関　僚子　　作曲　杉本　龍之

1. 晴れわたる青空に　陽はふりそそぐ
　神おわします　この杜に
　集うよ法友が　親子が孫が
　いのち芽生える　この春よ
　世界にはばたく　われらの大祭
　この嬉しさを　幸せを
　広げていこう　どこまでも　どこまでも

2月10日、握手を交わす関氏と杉本氏

2. 澄みわたる高い空　風が流れる
　聖者おわします　この杜に
　集うよ法友が　親子が孫が
　実りかがやく　この秋よ
　世界にはばたく　われらの大祭
　この喜びを　幸せを
　伝えていこう　いつまでも　いつまでも
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　昼食後は、参加者の交流を深めるアイ
スブレーキングがあり、最後に「ジャパ
ンハート」東京事務局の佐藤抄氏と鈴木
綾氏 ( 看護師 ) から「活動のはじまりと
ドリームトレインについて」の説明が
あった。参加した一同は解脱会の代表と
してスタディツアーへ参加する自覚を再
確認した。

碑建立記念祭の翌日の 2 月 12 日、御霊
地にて事前学習会が行われた。
　学習会では、宮原秀治青年本部長、団
長の阿曽沼孝仁青年副本部長、事務局を
含む 13 名のツアー参加者が
集った。
　学習会では、まず宮原青年
本部長より「心の窓を開いて、
沢山のことを身体全体で吸
収してきて欲しい」と激励挨
拶。その後、参加者一人ひと
りの自己紹介があり、阿曽沼
団長が、「何ごとにも全力で
取り組み、思いやりをもって
積極的に行動を」と述べた。

　来る 3 月 3 日〜 10 日、青年本部主催
の「第 1 回ミャンマー・スタディツアー」
が開催される。「ミャンマー・スタディツ
アー」とは、青年部が展開している「ま
ごころ募金」の寄付先である「ジャパン
ハート」の協力を仰ぎ、「ジャパンハート」
がミャンマーにて運営する人身売買から
子供たちを救う養育施設「ドリームトレ
イン」を訪問し、現地の子供たちとの交
流やミャンマーの歴史と文化への理解を
深めるとともに小児医療の現場から生き
る意味や命の尊さについてを学び、帰国
後は自身の成長を確認し、後進の育成を
図れる自分となることを目指すもの。
　当ツアーに先立ち、第 78 回太陽精神

いざ、ミャンマーへ向けて！
第1回 ミャンマー・スタディツアー事前学習会開催

　本会では、平成 27 年 4 月 1 日より社会貢
献活動の一環として「副食を献じる運動」を
行っています。
　また青年部では、「まごころ募金」と銘打ち、
六大行事始め、各直轄道場近隣の公共の場、
各ブロック・教区の地域において街頭募金を
行っております。
　世界に目を向ければ、人口の約 30 パーセ
ントにあたる約 22 億人が貧窮にあえぎ、5
歳未満の子供たちが一日 18,000 人も命を落
としている現状があります。
　一方、様々な困難を抱えながらも、物質や
社会保障に恵まれた私たちは、東日本大震災
などで、世界各国から多大なご支援を頂きま
した。この活動は、日本人として、解脱のみ
教えを学ぶ私たちは与えられた多くのご恩に
報いる道として始めたものです。
　金剛さまは、国が苦しく貧しい戦時下にお
いて率先垂範して奉献金活動にご尽力され、
また当時の会員たちも物資欠乏の苦しい中、
月に一度は副食を減らすなどをして献金する
努力を続けました。

私たちの「副食を献じる運動」と「まごころ募金」
解脱会の社会貢献活動に今後もご協力を！

●副食を献じる運動
　￥19,586,806

●まごころ募金
￥2,361,230

 合計￥21,948,036

現在までの累計額

内では医療者不足が深刻な離島や僻地、およ
び被災地へ医療者やボランティアを派遣、診
療・手術などの医療支援を実施する他、保健
活動、医療人材育成支援、養育施設運営、視
覚障がい者自立支援、国際緊急医療支援など、
活動は多岐にわたります。
　また、小児がんと闘う子供とその家族をサ
ポートする「すまいるスマイルプロジェクト」
では、末期の小児がん患者と家族との思い出
を作る活動など、治療はもちろんですが、心
を救うことに重点を置いた活動もしていま
す。
　本会では、今後も引き続いて「副食を献じ
る運動」、「まごころ募金」を通して社会貢献
活動を邁進していきます。
　なお、現在までの累計額は左記の通りです。

　金剛さまのご意思と当時の会員の思いに倣
い、今を生きる私たち解脱会員一人ひとりが恩
に報いる献金活動なのです。
　こうして各支部より集められた「副食を献じ
る運動」と、青年部の「まごころ募金」の奉献
金は、本部を通じて特定非営利活動団体「ジャ
パンハート」に寄付されます。
　「ジャパンハート」は、代表を務める小児外科
医の吉岡秀人氏が平成 16 年に国際医療ボラン
ティア団体として設立されました。医療に重心
を置き「医療の届かないところに医療を届ける」
を理念に活動をしています。なお、吉岡氏のイ
ンタビューが解脱誌 1 月号と 2 月号に掲載され
ていますので、ぜひご一読下さい。
　「ジャパンハート」の活動内容としては、海外
ではアジアの発展途上国を中心に、また日本国

（平成28年12月31日現在）

【お詫びと訂正】2月号7面の全国教区選抜作文コンクールに掲載いたしました中学年の部「一柳春名」さんと高学年の部の「石川萌々叶」さんの顔写真を取り違えておりました。深くお詫びして訂正いたします。
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申し込む時の心構え

感謝と孝養のご供養

　萬部供養は我々が日々生かされ、ご加護いただいている諸々
の霊魂に対する感謝と御礼のご供養です。このご供養により、
霊魂は完全成仏され、さらに生き生きとはたらいていただける
ようになるのです。
　萬部供養が執行されると、萬部供養の本証が御霊地に永久保
存され、「霊祭執行之証」が申し込まれた会員に配布されます。
金剛さまがご在世当時、配布された執行之証には、次のような

　霊界入りした父母や祖父母に対しては天茶供養を充分にし
て、感謝と孝養の心を込めて萬部供養を申し込むことが基本で
す。また、土地関係や職業の関係で申し込む時は、日々そのお
蔭で生活させていただけていることの御礼と報恩の気持ちを忘
れないようにしましょう。
　さらに、萬部供養では現在、生きている私たち自身もご供養
させていただけます。それは「終

しゅうしんあんらく

身安楽」と「修
しゅうしんあんらく

身安楽」と呼
ばれるご供養です。
●終身安楽
　「終身安楽」は「一生の間、幸福に生活できますように」との
意味があり、一家一族で特にお世話になった方々、目上の方々、

内容の文章が同封されていました。
　「今回、霊祭（おまつりすること）されたご意志をお忘れなく
家族や親戚に伝えられ、この執行之証は家宝として保存してく
ださい」
　萬部供養は、申し込む時の「意志」が大切ですので、申請時
には、どの霊魂を申し込ませていただくかをよく考えて、家族
で話し合い、支部長に相談しましょう。そしてご先祖さまに報
告することはもとより、支部の御神前でご挨拶することが大切
な心得です。

大切な方々に対してのご供養であり、感謝の祈りを込めて申し
込みます。
●修身安楽
　「修身安楽」とは「自分の行いを正しく律し、立派な人になる」
との意味で、人間として最も大切な道をふさわしく歩むための
ご供養ですから、自分はもちろんのこと、家族や親戚の修身安
楽を申し込むとよいでしょう。金剛さまは萬部供養の第1号に
ご自身をなされ、2号から21号までの修身安楽に御一族をさ
れています。
　なお、御霊地に永久保存する萬部供養の本証は、第1回目か
ら経
きょうぞう

蔵に納められています。各家庭に配布される霊祭執行之証
は、金剛さまのお言葉に従い、家宝として仏壇などに大切に納
めさせていただきましょう。

申込締切は4月15日です（本部必着)
（支部への締切日とは異なりますのでご注意ください）

春季大祭に向けて萬部供養を申し込みましょう
　萬部供養は、金剛さまの御法力と陀

だ ら に

羅尼経の功徳によって人類をはじめとする一切の霊
み た ま

魂、有
う

縁
えん

無
む

縁
えんばんれい

萬霊を、その発生
にまで遡

さかのぼ

ってすべて供養し、霊魂を完全成仏せしめるはたらきがあり、さらにその霊格を高め、霊魂の躍動によって子
孫を正しく守護するはたらきをもたらす尊い供養です。所属の支部を通して真心で申し込ませていただきましょう。

「霊魂萬部供養申込書」記入例
●追加で申し込む時、
　その回数を記す。 2 回 No,1

●申込書が複数の時は通し番号を記す。

●レの印を記入する。

●楷書ではっきりと書いて下さい。

□開　教　以　来　先　亡　者　之　霊
□戦　争　関　係　敵　味　方　之　霊

山川太郎　　　　　山川好美　　　　之霊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　  之霊
北本中学校生徒各家祖先代々　　　　之霊

終身安楽
山田幸男　　　　　小林秀夫

修身安楽
山川　一　　　　　山川和子

　○　　家　　祖　　先　　代　　々　　之　　霊
小林、山田、田中、山下、佐藤、中村

●申込者本人が記入し、支部に提出してください。
　ボールペンで、楷書で丁寧に書いてください。

●申込者本人の名字は「○」で。それ以外の
　名字は同姓でも書いてください。

●地区名を書く。

●「家飼之霊」は一種類一霊としますので
　先頭に②と霊数を記してください。

●営業関係の霊名は商品名・資材名を書いて
　ください。

　四谷　　地区　土　　地　　無　　縁　　之　　霊

　②　○　　　家　飼　犬、猫　　　　之　　霊

山川肉店　　営業関係　牛、鳥、豚　　　之　霊
民宿山川荘　営業関係　鳥獣虫魚　　　　之　霊

営業関係東京　　新宿区四谷　　1-2　　TEL

東京第一 教区　        　四谷 支部　　         申込者名 山川一

都道
府県

市町
村〒□□□

　□□□□
1 6 0
0 0 0 7

一霊につき帛料　　　　　500 円　　　　　　28 霊　　　　14,000 円

レ
レ


