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今月のみさとし／美しく生きる条件はむずかしくはない。言葉一つも温か味を持つことである。（ご聖訓第八巻19頁）
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第79回 三聖地巡拝（4 月 1日〜 3日）

　体の芯まで凍えるほどの寒さの 3 日間
となった中、4 月 1 日、全国会員代表一
行は、伊勢神宮・外宮前広場に参集し、
午後 3 時 30 分、結団式を催行。
　岡野英夫団長は挨拶で、「一人ひとり心
を合わせ、そして神々様に感謝申し上げ、
日本人としての責任と自覚をもって、巡
拝を完遂させていただきましょう」と呼
びかけた。続いて、杉谷正雄神宮司庁広
報室長は、三聖地巡拝の意義の深さを高
く評した。さらに鈴木健一伊勢市長より
歓迎の挨拶と伊勢市から花束を頂戴し
た。一行は神域を踏みしめつつ参進し、
外宮御正宮にて奉拝の儀を行った。
　翌 2 日、午前 8 時に伊勢神宮・内宮に
集合。宇治橋を渡り、手水舎前では岡野
団長、渡辺顧問が巡拝団を代表して手水
を取られた後、誘導特別参拝の栄を頂き、
神気の中を参進。内宮御正宮にて内宮奉

拝の儀が行われた。その後、神楽殿にて
特別大々神楽を奉納した。
　同日午後 2 時、橿原神宮大鳥居前に到
着した一行は、大阪松虫支部会員の出迎
えを受ける中を参進し、内拝殿に整列。
献納の儀、玉串奉奠、拝礼行事が厳粛に
行われた。
　久保田昌孝宮司より「橿原神宮は来年
で創建 130 年という一つの節目を迎え、
記念事業として大鳥居の改修を行ってお
ります。本年は御代替わりで、新帝陛下
に受け継がれていくことを確信しており
ます。本日はご参拝いただき、ありがと
うございました」と手厚い歓迎のご挨拶
を頂いた。
　3 日は、午前 8 時 45 分より、御寺泉
涌寺仏殿前にて朝礼が行われた後、御歴
代天皇が鎮まる月輪御陵を奉拝。霊明殿
では岡野団長が皇祖皇霊に対し表白文を

奏上。続いて挨拶に立たれた上村貞郎長
老猊下は、「天皇皇后両陛下御在位 30 年
式典、宮中茶会で解脱会の長老さまと一
緒に参加させていただけたことを大変嬉
しく思います。これから、新しい御代を
迎え、秋季大祭の行事に参加させていた
だけることを楽しみにしております」と
述べられた。
　その後、解脱金剛宝塔前で宝塔前の儀
が行われ、岡野団長は無事に完遂できた
ことを金剛さまに報告した。また、今

こんちょう

朝
長老さまが霊界入りされたことを参集の
会員に伝えられた。
　大門前にて関西地区会員から温かい飲
み物の接待を受けた一行は、その後、法
縁の寺、醍醐寺を参拝。柴燈大護摩供の
厳修に祈りを捧げ、仲田順和座主猊下よ
り歓迎の挨拶を頂戴し、三聖地巡拝の全
行程を終了した。

金剛さまに三聖地巡拝の完遂をご奉告（解脱金剛宝塔）

奉祝  第126代天皇陛下御即位

世界平和の祈りを捧げ、新しい時代へ
　4月 1日〜3日、全国会員代表760名が参集し、平成最後の六大行事となる第79回三聖地巡拝が挙行された。
御代が替わり、新たな元号が「令和」となる本年、一行は尊者のご精神を体し、日本国民、世界五色人種の代
表として、各聖地を巡り、国恩報謝の誠を誓うとともに、世界平和への祈りを捧げた。
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伊勢神宮外宮前広場にて結団式（伊勢神宮・外宮）

神武天皇に感謝の祈りを込め、勤行（橿原神宮）

真心からの心経を捧げる（御寺泉涌寺・霊明殿）

手水を取られる岡野団長（橿原神宮） 神楽殿前にて大々神楽の奉納を待つ（伊勢神宮・内宮） 駆けつけた中部地区会員のお出迎え（伊勢神宮・外宮）

大阪松虫支部会員が笑顔でお出迎え（橿原神宮）

神職の先導を頂く誘導特別参拝（伊勢神宮・内宮）

御歴代天皇の御遺徳を偲び、奉拝（御寺泉涌寺・月輪御陵）

金剛宝塔前まで参進する一行

関西地区会員らによるお接待（御寺泉涌寺） 醍醐寺・柴燈大護摩。護摩火が燃え盛る
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●と　き　5 月 19 日（日）13：00 開式
●ところ　解脱錬心館（第 2 会場：研修センタービル 4 階）
●式次第　開会の辞、黙祷、メモリアルビデオの上映、葬儀委員長挨拶、弔辞、天茶供養、謝辞、献花、閉会

　岡野聖法長老さまの聖葬祭（教団葬）が、次の通り執り行われます。
長老さまの生前の御功績を偲び、感謝の誠を捧げさせていただきましょう。

　岡野聖法長老さまが、４月 3 日午前８
時 44 分に霊界入りされた。享年 79 歳。
　岡野長老さまは、昭和14 年４月 25 日
に、金剛さまの令兄新三郎さまの孫とし
て、父義昌氏、母とくさまの 4 男として
岡野御本家に生誕された。
　昭和 28 年、14 歳の時に法燈継承者に
定められ、同年３月 30 日、御霊地にて、
本部役員、御親族参列の中で継承式、続
いて奉告祭を経て教主となられた。
　同 37 年 3 月、早稲田大学東洋哲学科
を卒業。同年９月 14 日に法主となられ、
翌年５月の春季大祭にて法主として初め
てのご挨拶をされた。
　同 40 年７月 3 日、岸田英山教統と共
に渡米、同 42 年４月 23 日に帰国。同月
30 日に日比谷公会堂で開催された第 1 回
青年文化祭に出席し帰国の報告をされた。
　翌年７月１日に解脱会青年本部長とな
り、同 58 年４月10 日、米国解脱教会法
主に推戴され、同年９月４日のサクラメ
ントの五智聖堂落慶式典に参列された。

　平成 28 年 11 月、法嗣である英祥さま
が法主になられると同時に解脱会長老に
推戴された。
　本会以外では、昭和 48 年 10 月５日の
伊勢神宮の式年遷宮祭に本部代表として
参列され、同 50 年 10 月には、伊勢神宮
の評議員に選出される一方、ブラジルよ
り文化勲章を授与された。
　さらに平成 9 年６月に、日本会議の代
表委員となる一方、同 10 年 10 月には、
新宗教団体連合会（新宗連）の常任理事に、
同 20 年 10 月からは新宗連の理事長に就
任され、3 期 6 年、重責を果たされた。
その間、日本宗教連盟の理事長を務める
など、多方面において活躍された。
　同 31 年２月 24 日、国立劇場で挙行さ
れた政府主催の「天皇陛下御在位 30 年
記念式典」に参列され、同月 26 日、天皇・
皇后両陛下の主催された宮中茶会にもお
招きの栄に浴した。
　法燈継承者として 63 年間の長きにわ
たり、天茶供養札をはじめとする諸札の

御五法入れに精力的に取り組まれた法主
さまは、春秋の大祭をはじめ本会の各祭
儀においては斎主としてお役目を果たさ
れる一方で、布教において、布教本部会
議を立ち上げるなど自ら唱えられた「み
教えの即実践」を体現され、活動の先頭
に立たれてきた。特に三聖地巡拝錬成や
青年幹部錬成会などへのご参加など、終
生、青年の育成には並々ならぬ熱意を
もって取り組まれ、さらに地震等の自然
災害が起きた際には、被災地に足を運ば
れ、犠牲になった霊魂の安霊を願うとと
もに、被災した会員に心を寄せられた。
　家庭においては、昭和 43 年 12 月 11
日に樋田貞子さまとご成婚され、現法
主さまをはじめ 4 男 2 女に恵まれた。
長老さまの通夜は４月８日午後 6 時か
ら、葬儀は翌９日午前 11 時より、それ
ぞれ密葬の形で、菩提寺である多聞寺
にてしめやかに執り行われ、醍醐寺仲
田順和座主猊下や現王園孝明市長や県
議会議員などが弔問に訪れた。

長老さまの聖葬祭（教団葬）について

大祭にて会員と談笑される長老さま法主室にて

長老さま霊界入りされる

●聖葬祭参列にあたって
１. 御霊地における、聖葬祭前日及び当日の宿泊はお受けすることが出来ません。各自で手配をお願い致します。
２. 参列者数に関しましては、教区長に取りまとめをお願いしております。支部長各位におかれましては、支部ごとに参列者数を５月７日 ( 火 ) まで

に、教区長を通じてご連絡下さい。
３. 当日バスで参加される場合は、教区及び支部と台数を総務部までご連絡下さい。
４. ご供花につきましては、教区・支部単位で受付いたします。ただし、ご香典・お供物の儀は堅くご辞退申し上げます。
　  詳細は支部長にご確認ください。

問い合わせ先：03-3353-2191（総務部）
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金剛さまを偲んだ。その後北本スポーツ
センターに会場を移し、スポーツレクと
バーベキューを楽しみ、お互いに交流を
深めた。
　3 日目は御霊地について三浦教育部長
による講話の後、岡野ご本家や太陽精神
碑、多聞寺を含めた御霊地参拝を行った。
また午後には、今上陛下御在位 30 年記
念のＤＶＤを鑑賞し、御代替わりにあた
り両陛下の国民に対する思いにふれ、ご
皇室についての学びを得た後、健康指導
の時間には足心道を通じ、人の体と健康
と、人との関わり方について学んだ。
　4 日目は親からの手紙を受け取り親の
思いの温かさにふれるとともに、御五法
修業の実修により先祖の想いを実感する

せ、激励の挨拶を述べた。
　続いて、宮坂保徳教務局長が「研修の
趣旨及び活動方針とその徹底について」
をテーマに、今回の研修の具体的な説明
をし、近藤貞男理事参与からは「役目の
自覚と実践行」をテーマに、役目の尊さ、
実践する大切さを学んだ。昼食をはさん
で、女性・青年・こどもの担当別に分か

　3 月 24 日〜 29 日の 5 泊 6 日、御霊
地にて青年コースが開催された。全国よ
り 17 歳から 22 歳の青年男女 17 名が親
交を深めながら共に学び合った。
　初日、10 時より開講式。アイスブレイ
キングで緊張をほぐし、シェアタイムと
してお互いの想いや考えを共有した後、
三浦純教育部長より講話「み教えの基本」
について学んだ。その後、勤行の意味と
先達の作法を学び、以降毎朝夕の勤行の
先達を研修生が担当して行った。
　2 日目は「金剛さま」を学びのテーマに、
まず木﨑成博出版教学次長より講話を通
じて金剛さまの波乱の人生やお人柄、そ
して立教のご精神等を学んだ後、解脱金
剛記念館と宝物館を拝観し、在りし日の

　3 月 23 日〜 24 日、御霊地にて教区女
性・青年・こども担当者研修が開催された。
　本部主催によるこの研修は支部の活性
化を図るために本部布教活動方針、会員
実践目標を理解・実践してもらう方策を
考えることを主たる目的としたもの。
　午前 10 時 30 分開式。まず岡野英夫理
事長が「皆様方が担っている役目は非常
に重要。解脱会のみならず、日本
が今抱えている大きな問題の中心
に位置する、重要な役目。そうし
た役目を使命として真摯に受けと
め、その役目によって皆様方が大
きく成長し、十分に活躍してもら
いたい」と今後の活動に期待を寄

貴重な体験を得た。
　5 日目は午前中に青年本部事務局より、
活動内容やミャンマー・スタディツアー
の報告等があり、青年部活動の意義や大
切さを学んだ。午後は沖ヨガ講師中島希
依氏の「沖ヨガで生命力を高めよう」と
題した講習により、身体を動かす中で自
分の内側と向き合うことの大切さを学ん
だ。夜には、初日から班毎に練習してき
たダンスを披露する「ダンスフェスティ
バル」を開催し、それぞれの個性で競い
合い、会場は盛り上がりを見せた。その
後夕食パーティーにて、最後の夜を惜し
みつつ楽しいひと時を過ごした。
　最終日はお山でのお百度から始まっ
た。その後「お誓い」発表の時間には、
金剛さまのお人柄に初めて深く触れ感じ
たこと、解脱のみ教えを仲間と共に深め
ていくことの喜びや大切さ、今後の青年
部活動への強い意欲、お役目に対する自
覚、親や先祖への感謝の念等、研修生一
人ひとりからさまざまな感想や、この研
修で得たもの、そして今後の抱負が発表
され、14 時より閉講式。最後に全員と
の握手でお互いへの感謝を伝えあい、再
会を誓い、新たな出発としての希望を胸
にそれぞれの帰路へ就いた。

れての研修が行われた＝写真右下。夕食
懇親会では、圏域毎のテーブルで懇親を
深めながら楽しいひと時を過ごした。
　2 日目は、まずグループディスカッショ
ンにて各教区・支部の情報交換を活発に
行い、その後、「教区・支部・家庭で出
来る、思いやりの心を育てる活動を考え、
実践できる内容に具体化してみよう」を
テーマに圏域別グループワークを行っ
た。参加者自身が家庭で、支部で、教区
で何ができるかを、そして今後の活動に
どのように反映させていくかを積極的に
話し合い、代表者 2 名が発表を行った。
　そして、宮坂教務局長のまとめ、終礼
行事、先祖供養をもって閉会となった。
　参加者一同、充実した研修に教区を代
表して参加できたことを感謝しつつ、支
部の活性化という目標に向かって新たな
気持ちで取り組んでいくことを誓い合い
帰路に就いた。

御霊地にて全国の仲間と共に

活動方針の実践に向けて

平成 31 年 3 月青年コース

教区女性・青年・こども担当者研修
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　満開の桜が雲ひとつなく晴れ上がった
空を背景に、時折、風に乗った花びらが
舞う解脱会本部の地元、荒木町公園にて、
4 月 7 日午前 10 時 30 分より春の野点が
催された。野点には、色鮮やかな着物姿
の本会の女性職員や女子青年によりお点
前が披露され、参加者は丁寧に立てられ

　全国で支部長と支部長夫人、支部後継
者を対象に支部活性化に向けた研修が開
催され、支部が抱えている現状を踏まえ
つつ支部の伸展をめざして研鑽を積ん
だ。5 ヵ所の模様を紹介したい。
　全国で最も支部数の多い東京圏域の支
部長研修は、２月 24 日に本部道場で行
われた。開会挨拶に続いて登壇した関日
出夫圏域責任者は、支部長自らが精進し
他者のために尽くすことが求められてい
ると述べた。この後、宮坂保徳指導員は「本
部布教活動方針」をテーマに、ご指導や
実例を挙げながら、本会の宝である天茶
供養、各地の人材、三聖地巡拝を活用し
て方針を徹底しようと呼びかけ、また武
井達郎指導員は、資料を参考に「自主感
謝会の充実」について講話を行った。
　昼食後は、各教区長が主体となって企
画した研修会や懇談会が、本部道場各施
設などで行われた。
　中部圏域では 1 月 19 日、平成 31 年

るお茶と季節のお菓子を楽しんだ。
　また野点の開始に続いて、津之守弁財
天と金丸稲荷神社の祭礼が荒木町町会主
催により行われ、その中で、荒木町商店

度中部圏域三教区支部長研修会を中部道
場で開催した。本部より宮坂保徳指導員
が出講し、本部布教活動方針「思いやり
に生きよう─人心救済─」について講話
した。その中で「現在の日本の社会にど
う働きかけていくか。社会構造の変化、
無縁社会の中、み教えをお伝えして、よ
りよい社会にしていくため、支部長の役
目は重要である。まず自分の心を救済し、
安心立命を得、支部長は何が起きても動
じない精神力をもってお役目にお使いい
ただくことが大切である」と強調した。
その後、三教区長より所信表明があった。
　午後からは、4 グループに分かれ「支
部活性化」について熱心なディスカッ
ションが行われた。最後に近藤貞男圏域
責任者が総評に立ち、立教 100 年に向け
たスタートとなった本年、支部長の姿勢
が重要であると参加者は確認し合った。
　大阪教区では 1 月 20 日、大阪布教連
絡所にて支部長研修会を開催し、中元敏
彦指導員が本部出講、14 名が参加した。
　開会挨拶に立った島田光昭教区長は

「立教 100 年に向け、今一度支部のあり
方などを見直し、またみ教えを基礎から
学びましょう」と挨拶した。
　中元指導員は、支部長の役目について
講話。その中で自主感謝会の具体例を交
えながら「自主感謝会の充実なしに支部
の活性化はない」と強調した。

会の有志による「荒魂（あらみたま）」が
和太鼓を披露。勇壮な響きに誘われて近
所の人が多数駆け付け、和太鼓の演奏と
共に雅な野点に酔いしれた。

　最後に、「立教 100 周年に向けて、如
何に次世代に教えを繋ぐか」をテーマに
意見を出し合い充実した研修を終えた。
　中国第2教区では 2 月 24 日、支部長・
支部長夫人及び出講者合同研修を広島千
年支部にて開催し、本部より安達武寿指
導員が出講した。
　研修はまず、安達指導員が本部布教活
動方針を、瀬尾正照教区長が教区活動方
針をそれぞれ説明。続いて、方針達成に
向けてディスカッションを行った。
　午後は、安達指導員が出講者のお役目
について講話した後、参加者はその内容
を受けてディスカッションを行い、個々
の気づき等を披瀝し志気を高め合った。
　兵庫教区では「前期支部長、同夫人・
後継者研修＆平成 31 年度兵庫教区出講
者研修」を、3 月 2 日 ( 土 ) 〜 3 日 ( 日 )
の 1 泊 2 日、兵庫県西脇市青年の家にて
開催。本部より木村正則指導員、倉田正
治指導員が出講し、金剛さまの御生誕か
ら御遷化、更に現在に至る教えの根幹に
ついて、一回 45 分間の講話を 9 時限に
分けて『新版　解脱金剛伝』を中心に充
実した内容となった。研修は、支部の運
営や支部の役割、勤行法則や秘義三法、
御霊地の尊さ、在りし日の金剛さまのお
姿など多岐にわたり、「時間を忘れるくら
いだった」との声が聞かれるほど、参加
者は熱心に取り組んでいた。

穏やかな陽光の中で！
春の野点

東京圏域 中部圏域 兵庫教区

中国第2教区

支部の活性化に向けて研鑽積む
全国各地で支部長・出講者研修
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東京第4教区

名古屋第2教区

東京第1教区

中国第2教区

　1 月から 3 月にかけて全国で教区役員
や支部幹事を対象とした研修が開催され、
教区、支部の活性化に向けて志気を高め
た。その中、6 ヵ所の模様を紹介したい。
　年明け間もない 1 月 20 日、名古屋第
１教区が中部道場にて幹事研修会を開催
し、参加者 134 名は出講の宮坂保徳指導
員から本部活動方針と幹事の心得につい
て講話から学んだ後、役目別のディスカッ
ションで各自の取り組みを確認した。引
き続き開催された教区出講員研修会には、
今年より新たに役目に就いた 2 名が加わ
り、出講の大切さなど出講員の心得につ
いて学んだ。
　2 月 17 日には、東京第 4 教区が本部
道場にて、名古屋第 2 教区が中部道場に
てそれぞれ研修を開催した。
　70 名の支部幹事が参加した東京第4教
区は、本部布教活動方針の実践と役目完
遂を目的に開催。本部出講の武井達郎指
導員から「自己反省・自己認識・自我没
却ができてこそ人心救済につながる」「支
部長を活かすのが、支部幹事の役割」と
幹事の心得を学び、最後に役目遂行を誓
う天茶供養を捧げた。
　名古屋第2教区では、近藤貞男圏域担
当が出講し教区長ら 40 名が参加。中部
圏域組織における中部 3 教区それぞれの
教区長と支部長に分担された役割分担表

が示されて説明が行われた他、青年部や
女性部など五担当それぞれの教区担当者
が活動目標を発表した。
　3 月 3 日には東京第1教区が本部道場
にて、「気づきから行動へ」をテーマに、
若い女性幹事 5 名がパネラーとなったパ
ネルディスカッションからお誘いの体験
を学んだり、参加者全員で向かい合った
相手にお誘いする時の声の掛け方を実修
するなど、参加者 100 名で工夫を凝らし
た研修を行った。さらに、出講の西村晴
雄指導員からお導きの心構えを学んだ後、
グループ毎にディスカッションを行いこ
の日の気づきを共有した。
　3 月 10 日には京都教区が教区役員と女
性部幹部の育成とレベルアップをめざし
て、関西道場にて研修を開催した。参加
した 17 名のうち 40 代・50 代が多くを
占め、京都教区の今後の更なる発展が感
じられる中、講話や模擬講話などから出
講者の心得について学んだ。
　3 月 24 日には中国第2教区が「幹事
の役目と使命を自覚して支部及び教区の
活性化を図る」を目的に、広島県・福山
八幡宮会館にて開催、本部出講の関日出
夫指導員の熱い講話より学びを深めた。
参加した 47 名の支部長や支部幹事たち
は、役目の遂行に向けて更に真摯に臨む
ことを誓い合った。

に集った一行は、横断幕を持つ天茶娘と
鼓笛隊を先導に拝殿前に向けてパレー
ド。創立 150 年を記念する工事が進む境
内では、人混みの中、参進する一行を撮
影する姿も見られる等注目を集めた。　
　神社正中横の拝殿前広場に整列した一
行は、拝殿前行事を開始。献納の儀、玉
串奉奠、浜田誠二副担任部長が英霊に対
する言葉を捧げ、その後、岡本真人当神

　3 月 31 日、東京第 1 教区は毎年恒例
となる天茶まつり（第 56 回靖國神社参
拝及び千鳥ヶ淵戦没者慰霊祭）を行った。
　千鳥ヶ淵に満開となった桜に花見客が
集う中、午前 11 時から国立戦没者墓苑
前にて、天茶娘に扮した和装の若い女性
会員らが紙コップの天茶と天茶飴を配
り、「甘くて美味しい」と好評を得ていた。
　午後 1 時、靖國神社の大村益次郎像前

社禰宜より挨拶を
賜った。
　終了後は、千鳥
ヶ淵戦没者墓苑へ
移動。鼓笛隊が待
機演奏を行った
後、午後 2 時から
は墓苑供養行事を開始。「海ゆかば」演奏、
献納の儀、内藤憲一教区長の諷誦文奏上、
和歌吟詠の後、般若心経三巻をあげなが
ら供養塔による天茶供養と墓苑周辺の撒
き供養を行った。本部出講の西村晴雄指
導員は挨拶の中で天茶供養の尊さを述
べ、小川剛義墓苑奉仕会理事は、今は亡
き阿曽沼孝允前教区長を偲びつつ御礼の
挨拶を行った。最後に、斎藤真実行委員
長の挨拶をもって終了となった。
　当日の午前中は、千鳥ヶ淵墓苑前にお
いて陸上自衛隊富士音楽隊による野外コ
ンサートも行われ、その美しい音色に魅
かれて集う花見客も多く見られた。

満開の桜の中で慰霊祭

活性化に向け各地で研修実施

東京第 1 教区・天茶まつり

全国各地で役員・幹事研修

身元不明の戦没者に対し真心の供養を捧げる大村益次郎像から堂 と々参進する一行

天茶の接待を受ける参拝客



Newsletter　令和元年5月1日（7）　　

府軍との間で勃発し、双方から多大な犠
牲者を出した。幕末から明治初期にかけ
て、日本国内が敵味方となって激しく争
われた戊辰戦争の一つ。 　
　供養祭は 10 時 30 分より開会。挨拶
に立った加藤英昭教区長は、「犠牲にな
られたすべての霊魂に対して、真心の供
養をさせていただくことと平和を維持し
ていくことを私たちの大事な役目と自覚

想を大幅に上回る 43 人が参加した。ま
た、「ひな祭りってなあに？」というテー
マで桃の節句についてスタッフから解説
があり、意外と知らないひな祭りについ
て学ぶことができた。
　企画をしたスタッフらは、予想以上の
参加者数に喜びと驚きを強く感じると同
時に、予定より人数が多いことで参加者
全員に楽しんでいただけるかと不安を感
じていたが、ダリア女子会メンバーだけ
でなく青年部役員など多方面から手助け

　東京第 6 教区は 3 月 31 日、春陽の中、
満開の桜に迎えられ、多くの花見客で賑
わう上野恩賜公園内にある彰義隊墓所前
にて、第 53 回彰義隊並びに上野戦争犠
牲者供養を行った。 　
　当日は、親子孫そろっての参加者も多
く総勢 121 名が集った。 　
　上野戦争は慶応 4（1868）年 5 月 15
日、江戸の治安維持を担う彰義隊と新政

　ダリア女子会では、3 月 3 日、中部道
場にてデコレーション教室を開催、クッ
キーにアイシングクリームでカラフルに
模様を描いたり、ラップでくるむだけで
簡単にできるロールサンドイッチを作っ
た。「どんな模様にしようか、どんな具材
を入れようか」とそれぞれ悩みながらも、
個性あふれる作品が完成した。
　当初は、30 人前後の参加を予定してい
たところ、初節句を迎える赤ちゃんから
60 代まで幅広い世代から反響があり、予

し、そのための努力を実践していくこと
をお誓いさせていただきましょう」と述
べた。その後、加藤教区長、宮島喜逸相
談役に続いて各支部長が焼香を行い、勤
行。続く怨親平等供養では、参加者全員
が般若心経を唱える中、各支部の代表者
が墓所をはじめ一帯に真心からの天茶の
撒き供養を行った。 　
　閉会挨拶で、大石邦雄担任部長は「今
後も教区の大切な行事として続けていき
ましょう」と締めくくり、参加者全員が
焼香を行い、11 時半に終了し、解散と
なった。 　
　なお閉会前、事前に開催のご案内を申
上げていた旧上野彰義隊事務局の方から
届いた挨拶文が司会より伝えられた。そ
の内容には、今年は当供養祭に参加でき
なかったことへのお詫びと共に、これま
でこの供養祭を続けてきたことに対する
感謝の言葉が記されており、参加者は改
めて当行事の大切さを実感した。

もあり、参加
者からは「楽
しかった」と
いう声が多く
寄せられた。
またスタッフ一同が、お互いに助け合う
心を学ぶよい機会となった。

すべての霊魂に真心の供養

ひなまつりデコレーション教室

東京第 6 教区・第 53 回彰義隊並びに上野戦争犠牲者供養

中部圏域ダリア女子会

スポットライト

読売新聞社賞を受賞！
中野支部

中江  サチさん
(72 歳）

賞を受賞した。このエッセー部門には全国
から 1400 点を超える生命の在り様を真摯
に見つめる作品が寄せられた。表彰式は本
年 2 月 16 日に都内で行われ、受賞作品は
インターネット上で配信されている。
　中江さんの作品タイトルは「奇跡の子」。
3 歳で大病を患い生死が危ぶまれた孫娘
が、人知を超えた運びによって助かり、重
い障害を負ったものの、医療、本人のリハ
ビリの努力、両親はじめ周囲の温かい励ま
しによって明るく前向きな大人に成長した
様子がつづられ、「生命はしなやかで強い」
と結ばれている。
　中江さんは長年にわたり解脱会本部にお
いて、解脱誌、ニュースレター等の出版業
務に従事し、また本部指導員として教区や

　　 ◯昨年度募集の
「第 2 回生命（い
のち）を見つめる
フォト＆エッセー」

（主催・日本医師
会、読売新聞社。

後援・厚生労働省他）エッセー部門・一
般の部にて、中江サチさんが読売新聞社

支部へ出講し布教に携わってきた。
　今回の受賞にあたり「最初は驚きまし
たが、日頃から感じて
いる生命の尊さをほん
の少し、伝える機会を
いただけて有り難く思
います」と語った。

贈られた賞状とクリスタルの盾
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新天皇御即位をお祝いさせていただこう！
　この度、新天皇御即位のお祝いをする一般参賀が行われます。
　当初、一般参賀は 10 月 22 日に行う「即位礼正殿の儀」の後の 26 日を予
定していましたが、なるべく早い時期に国民が祝う機会を設けた方がよいと
の意見が寄せられ、宮内庁が再検討した結果、前倒ししてゴールデンウィー
ク中の５月４日（土）に行われることが決まりました。
　当日は皇居へ足を運び、新帝陛下の御即位をお祝いしましょう。

九州1日コース参加者募集中！ ビューティ＆ヘルスコース参加者募集中！

●日　程：6月2日（日）　●会　場：サンメッセ鳥栖
●テーマ「立教100年の大節に向けて、布教活動方針に基　
　　　　　づき、み教えの学びと実践を進める」
●対　象：一般会員（定員60名）
●申込締切：5月20日（月）　●研修費：3,000円
●申込・お問い合わせ：解脱会教育部研修係

（TEL03-3353-3667）（FAX03-3353-3708）

●日　程：7月20日（土）13：00〜21日（日）12：00
●会　場：武蔵御嶽神社（奥多摩）・宿坊「憩山荘」
●対　象：どなたでも参加できます　●定　員：30名
●研修費：中学生以上：10,000円　小学生：6,000円

青年コース参加経験者、過去5年以内：8,000円　　
●申込締切：6月21日（金）　●申込・お問い合わせ：
　解脱会教育部健康指導係・研修係（TEL03-3353-3667）　
　御霊地健康指導室（TEL048-593-0190）

第140回米国秋季大祭 参拝ツアーのご案内 第50回 神変大菩薩碑建立記念祭

　本年はアメリカ解脱教会が節目の年を迎えることとなり、
日本から第140回米国秋季大祭に参加し米国会員との交流
を深めると共に、広大なアメリカ大陸の文化を実感してい
ただくことを目的に「参拝ツアー」を企画いたしました。
●旅行期間／コース内容
Aコース　8月 30日（金）〜9月5日（木）[5泊 7日 ]
　米国秋季大祭に参列した後、ヨセミテ国立公園等を観光
Bコース　8月 30日（金）〜9月6日（金）[6泊 8日 ]
　グランドキャニオン等を観光しラスベガスに滞在
Cコース　8月 30日（金）〜9月6日（金）[6泊 8日 ]
　ナイアガラの滝を観光した後にニューヨーク観光
　※詳細は各支部発送の「解発1909号」
　　　　　　　　　　　　　　3月1日付をご覧ください。

　本年で50回目を迎える「神変大菩薩碑建立記念祭」に
参加しましょう。神変大菩薩とは、富士山開山の祖である
役行者（役小角）の尊称です。金剛さまは立教前、伊豆山
神社で役行者が修行した洞穴で一晩中修行されたといわれ
ます。また金剛さまは、山梨富士支部の故・山本仁三郎氏
には富士山を開かれた行者の御恩に感謝するようにとのご
指導をされ、山本氏を中心に昭和45年に北口本宮冨士浅
間神社の境内に同碑を建立されたのです。金剛さまが終生
崇敬された当神社に我ら会員も参拝し、金剛さまが尊崇さ
れた役行者へ感謝の誠を捧げましょう。
●日　時：6月19日（水）午前11時
●場　所：山梨県富士吉田市北口本宮冨士浅間神社境内
●お問い合わせ先：解脱会総務部（03-3353-2191）


