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◀

今月のみさとし／心に足るを知るは最上の財宝である。（ご聖訓第七巻14頁）

Newsletter

◀

第168 回 春季大祭

前に安置。続いて華やかな和装の女性ら
により献供の儀が行われた。
　そして萬霊魂祭塔並びに万部供養のお
みたまに対して般若心経3巻が捧げられ
た。その後、法主さまは、式辞の中で、
熊本地震の被災地に思いを寄せられ、「非
常重大な時期こそ試練と受け止めて前進
しよう」と激励された＝ 3面参照。特に
7日には、被災した九州各地の支部長ら
が困難な状況のなかを参列し、法主さま
の式辞に涙する姿がみられた。
　次に、来賓の現王園孝昭北本市長、山
谷えり子・衛藤晟一両参議院議員が春季
大祭を寿ぎ、丁寧な祝辞をいただいた（7
日）。そして会歌斉唱、終礼行事の後、熊
本地震で亡くなられた方々のため、また
被災地の復興を祈念して、参加者が心ひ

とつに特別供養を厳修した。
　第2部は、鏡開きと乾杯は被災者を配
慮して行わず、はじめにこども山車がお
山を練り歩いた。ステージでは、最後と
なったカンボジア・スタディツアー参加
者による報告とまごころ募金のPR、続
いて埼玉教区による解脱音頭（7日）、解
脱錬心館門下生による演武や神奈川教区
によるバトントワーリング（8日）が披
露され会場を盛り上げた。
　また今大祭では、新刊『金剛さまの思
い出　第二巻』（新書判）が出版テントに
並び、読みやすいと好評を得ていた。
　全国から集った会員らは、天候に恵ま
れた春季大祭を喜びつつ御神酒やお弁当
など味わいながらこれからの精進を誓い
合った。

　6日、御霊地・お山では大祭に向けて
の準備が進む中、午前9時半より太神社
殿前にて、法主さまをはじめ部長・布教
本部員以上の役員が参列し、大祭奉告祭
が行われ、その後、五智如来堂において、
法主さまを導師に「万部御法楽」が厳修
された。
　7日、8日ともに新緑眩しい春の陽気
につつまれる中、鼓笛隊に続く支部旗入
場において、このたび支部長継承をされ
た支部が先頭に立った。また8日には支
部設立の運びとなった竜泉支部と京都洛
央準支部が先頭を歩んだ。
　11時、西村晴雄祭典委員長の開式の辞
ではじまり、国歌斉唱、拝礼行事の後は
万部供養の本証が納められたおみたま櫃
を4名の青年部員が捧持して萬霊魂祭塔

我等が大祭に報恩感謝を誓う
　全国会員代表が集う第 168 回春季大祭は、5 月 6 日大祭奉告祭、7 日大祭式典、8 日本祭式典と開催し、
また先の熊本地震で犠牲となった霊魂に対して特別供養が執り行われた。

御霊地の青天井のもと、式辞を述べられる法主さま（8日）

新支部長を先頭に全国支部旗が入場熊本地震で被災した九州教区から多数の参列があった（7日）万部御法楽を厳修（奉告祭・6日）
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写真で見る大祭

支部継承・支部長認証

甲信 ･ 長野岩村田

廣瀬　元
東京 1･ 川崎宮崎台

山口　正子

名誉支部長認証

中国 2・福山川口

土井　得由
東北 1・十和田

竹ヶ原　光
東京 5･ 竜泉

土屋　富男
京都 ･ 京都洛央 ( 準 )

田中　英次

支部準支部設立・支部長認証

東京 4･ 大岡山

岸田　加代子
滋賀 ･ 滋賀湖東

西澤　卓

神戸 ･ 神戸山手

瀧　賢太郎
中国 2･ 福山川口

土井　由基

　支部長の役目に対し、法主さ
まは、「計り知れないお恵みを
頂き、この尊いお役目を通して
素晴らしい人生を確立させてほ
しい」と期待された。続いて岡
野英夫理事長は、「今後、将来
にわたって多くの人を導き、世
に送り出す大役」とされ、心し
て邁進してほしいとの激励を
もって終了となった。

元気な掛け声と共に山車を引く子供たち

真心の勤行を捧げる

　5 月 7 日、春季大祭式典に先
立ち、午前 9 時半より、解脱
研修センターにおいて、今年度
の春季支部認証式が厳粛な雰囲
気のなか執行された。
　今回、認証されたのは右記の
通り。認証式は法主さまによる
名誉支部長、支部長認証に続い
て岡野英夫理事長より辞令交付
が行われた。

春季大祭にて支部認証式を執行

京都 ･ 京都東山

冨田　富美子

感謝の祈りを捧げた（萬霊大供養） コーラス隊の美しいハーモニーで会歌斉唱熊本地震による犠牲者の冥福と復興の祈りを込めて特別供養を厳修

式典前に鼓笛隊が演奏を披露（宝物館・鼓笛隊ライブ）
親子三代で献供された市川さん

（神奈川厚木支部）

解脱錬心館門下生が威勢よく演武を披露（8日） 華やかに舞う神奈川教区のバトンチーム（8日）

厳粛な雰囲気の中、おみたま櫃が新緑を進む

両日ともに盛況だったこども広場

ご来賓より丁寧な祝辞を頂いた（左から現王園孝昭北本市長、山谷えり子参議院議員、
衛藤晟一参議院議員）

カンボジア・スタディツアー参加者が活動報告をし、まごころ募金や熊本地震の勧募を呼びかけた
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も、信念固くこの大祭に参加
されたのです。
　熊本をはじめ九州教区から
ご参加の皆さん、どうか挫

くじ

け
ることなく、神々様、金剛さ
まのご加護を信じて復旧に向
けて力強く歩んでください。
　「人はせめて世の変革の様な
非常重大の時機に、魂の覚醒
を得ねばついにその機を永久
に逸するに至るであろう」と、
金剛さまがこのように述べら
れている非常重大の時期とは、
まさに今この時であります。
被災地の皆さんはもとより、
この事態を他

ひ と

人事
ごと

ではなく自
分自身のこととして受け止め、
私たち一人ひとりが、今の試
練をしっかりと見据え、一歩
一歩前進して参りましょう。
　阪神淡路大震災以来、東日
本大震災をはじめ、国内、国
外を問わず今日まで様々な大
規模災害が発生しております。
　災害に遭

あ

われた方々も、支
援する方々も、お互いに励ま

し合いながらこの危機を乗り
越えてまいりましょう。金剛
さまは「人間よろしく思いや
りに生きよ」と、繰り返し諭

さと

され、私たちは日々、「世のた
め人のために尽くす」ことを
学ばせていただいております
が、日ごろの学びを発揮する
のも、今この時なのです。
　終礼行事の後に「特別供養」
を厳修させていただきますが、
その心を以て、それぞれのご
家庭でも実践し、自分にでき
ることを精一杯させていただ
きましょう。
　宗教は如

い か

何なる事態であろ
うとも人心を救済し得るもの
でなければなりません。それ
を実現するためには力と情熱
と勇気が必要であり、さらに、
その具体的行動が必要であり
ます。そして私たちは深く金
剛さまを信じて、現在打ち出
されています布教活動方針を
素直に実行することです。す
なわち修験実証・み教えを素

直に実践することを大前提に、
○毎日の生活充実の基本たる
朝夕の勤行を必ず行うこと
○心身の健全と進歩向上のた
め秘義三法の徹底を図ること
○家族みんなが学び、明るい
家庭づくりに努力すること
　以上を素直に喜んで徹底し
たならば必ず幸せが得られる
のであります。そしてその幸
せを多くの人々に分け与えて

　法主さまが喜寿（77歳）と
なられた 4 月 25 日。本部に
おいて、職員一同は日頃の感
謝をこめてお祝いの会を催し
た。奥様、法

よ つ ぎ

嗣さまご家族も
ご参加くださり、大変あたた
かい、楽しいひと時であった。
法主さまは「健康で役目にお
使いいただけ、大変有り難い。
皆さんのおかげです」と謝辞
を述べられた。

いきましょう。
　不世出の大聖者解脱金剛さ
まに深く帰依して安心と歓喜
と希望の生活、解脱世界実現
のために力強く前進していき
ましょう。
　皆様のますますのご健在と
ご活躍を心よりお祈り申し上
げ、私の式辞とさせていただ
きます。本日は真におめでと
うございました。

した。また、大分や福岡など
周辺の地域の支部や会員さん
方にも地震の影響は大なり小
なりあったはずですが、同じ
九州教区の法友を助けなくて
はと、水や生活物資などを届
ける活動を、いち早く始めた
と聞きます。又青年部や遠隔
の教区支部などからも同様の
支援活動があり、皆さんが助
け合いの精神を発揮して、励
まし合いながら前を向いてお
られることに、私は心が震え
るような感動を覚えます。
　そして本日、被災地熊本は
じめ九州各地より参加された
方々が、いま私の目の前にお
られます。やっと開通した交
通手段を駆使して、この「ま
さか！」の事態の中にあって

　全国会員の皆様、本日は真
におめでとうございます。
　新緑萌える御霊地は、今ま
さに若々しい輝きにみなぎっ
ております。皆様におかれま
しても輝く笑顔と共に第 168
回の春季大祭にご参加されま
したこと、誠に有り難く、心強
く、大変嬉しく感じております。
　また本日は、ご多用中にも
かかわらず各界よりご来賓多
数のご臨席を賜り、衷心より
御礼申し上げます。
　本日は、会祖解脱金剛さま
が、私たち会員の幸せ、子々
孫々の幸せを念じ、世界平和
の実現を念じつつ遺されまし
た万物芽生えへの感謝を捧げ
る栄えある大祭であります。
　皆様と共に心から歓び合い、

学びを深めると共に、報恩の
行を固く誓いましょう。
　先ずは先月の熊本地震で犠
牲となられたお霊魂に心から
哀悼の祈りを捧げさせていた
だきたいと思います。そして
多くの被災者の方々に心を寄
せ、一刻も早く元の平安さを
取り戻すことができますよう、
お使いいただき、皆様と共に
神々様、金剛さまにご加護と
お導きをこいねがう次第であ
ります。
　現地では未だに余震が続き、
恐怖と不安をかかえながら、
避難所等で日々を過ごし、不
便な生活が続いているとうか
がっております。
　現地での惨状をテレビ映像
や新聞などで見たりしますと、

居ても立ってもいられない気
持ちになるのは、私ばかりで
ないでしょう。
　東日本大震災から 5 年、「復
興」と言うにはまだまだ問題
が山積している状況であって
も、あちこちで笑顔の人を見
かけるようになったばかりの
時期に、今回の惨事です。私
たち日本国民にとって今回の
熊本地震はとても他人事とは
思えません。
　ご存じのように、熊本県内
には 5 ヵ所の支部と 1 ヵ所の
布教所があります。幸い、亡
くなられた会員さんはおりま
せんでしたが、建物などの被
害や生活上の混乱は、様々に
あります。屋内外の散乱を片
づけることもできないまま、
余震を恐れて車の中で寝泊ま
りしている方も多いと聞きま

変革の時期に魂の覚醒を
法主　岡野  聖法

第168回 春季大祭　式辞

法主さま喜寿のお祝い
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　4月 16日〜 17日、第 151回の健康
学園が、御霊地・解脱研修センターを会
場に行われた。今回は、「茶話会活動の推
進と社会貢献に向けた人づくり」をテー
マに、社会に向けた学びとして、新潟で
クリニックや老人ホームの責任者を務め
る川瀬弓子氏（新潟青山支部）より「認
知症について」の講義、そして「認知症
サポーター養成講座」といった新たなプ
ログラムが加えられ、スタッフ含め参加
者総勢114名が研鑽した研修となった。
　16日は、人との関わりと題した解脱掌
心法・足もみの指導、次に小田敏郎相談
役より「養生法」の講義と実技があり、
午後は食生活を改善させる「解脱有食法」
の講義や足心道の実修と応用を学んだ。
西功義教育部次長の呼吸法では、心身を

強化するための逆式
呼吸等の指導、そし
て磯崎利夫理事参与
より体位矯正法の実
践を通じて心身霊の
つながりを学んだ。
　17 日は、解脱三
分間体操に続いて、
川瀬氏が「認知症に
ついて」講義。国が
推進する認知症施策推進総合戦略（新オ
レンジプラン）の概要と取組みなどスラ
イドを用いて説明。その後、地元・北本
市キャラバン・メイト3名を迎えて、「認
知症サポーター養成講座」を開講。その
中では寸劇等もあり、好評を得た。その
後のクラス別学習では、体位矯正法と足
心道に分かれ、足心道クラスでは、キャ
ラバン・メイトの方にご協力頂き、応用
篇として認知症の方への足もみなどの指
導がなされた。社会に向けて新たな学び

に取り組む研修は、宮坂保徳教育部長の、
「今後への学びの表現として活用してほ
しい」との激励で幕を閉じた。

認知症に向けた学びを加え
第151回健康学園

について触れ、「会員に各行事の尊さを
しっかりと伝えていただきたい」と指導
を促した。昼食後は、2班に分かれてディ
スカッションを行い、支部の現状や運営
上の問題、不安や悩み、それに対する解
決の糸口を共有した。最後に、西村局長
の閉会挨拶の後、終礼行事をもって午後
3時終了となった。

　4月23〜 24日、御霊地・解脱研修セ
ンターにおいて新支部長並びに拝命5年
経過した支部長の研鑽を目的とした「春
季新支部長研修・フォローアップ研修」
が開催され、役目の基礎を確認した。
　1日目は午前 10時より、拝礼行事、
開会挨拶に続いて法主さまが、「解脱は自
己反省し、自我没却し、最高道徳に精進
すること」という金剛さまのお言葉を用
いて会の本旨に触れ、活動方針について
意義、内容を確認された。特に秘義三法
を実践する大切さを述べられ、「金剛さま
から頂いた尊いお役目。しっかりと実践
すること」と激励された。
　岡野英夫理事長からは「支部長の心得」
について、ご自身が先輩方から頂いた教
訓が伝えられ、「金剛さまに心を開き、成
長、飛躍していただきたい」と支部長と
しての精進を期待された。
　昼食後、「支部長の役目」を、田村義雄

常任理事の両親の入会当時から支部長継
承にいたる体験より学んだ。ディスカッ
ションの後、「御五法修業」について大賀
光夫修法部長の講話に続きグループ別に
実修が行われた。そして終礼行事、先祖供
養の後、懇親会が行われ、その中で新支部
長らがこれからの抱負を発表した。
　2日目は早朝6時、恵みの雨の中、お
山にてお役目完遂祈願のお百度。朝食後
は松田佳高布教部長より「諸札の意義と
心得」を学んだ後、「諸札の扱い方」を実
習した。続いて西村晴雄教務局長が、支
部の活動、六大行事にかける金剛さまの
ご精神とその意義、また、参加する姿勢

小雨の中、お役目完遂祈願のお百度

役目の尊さを再確認
新支部長研修・フォローアップ研修

　報恩感謝 !　総ての御恩はすでに頂いてお
ります。この御恩をお返しするためには、金
剛さまにしっかりとお使いいただき、喜びを
持ち、楽しんで支部会員の皆さまと共にみ教
えを広めていきたいと思います。

京都洛央準支部　田中 英次支部長 竜泉支部　土屋 富男支部長
支部設立の誓い

　此のたび支部設立のお運びをいただき、金
剛さまのお慈悲と親支部の武前桂三先生の
ご指導のお蔭と有難く思っております。「明
るく楽しく」をモットーに会員各家の親子孫
が一つになって学べる支部を目指します。

「認知症」について説明する
川瀬弓子氏

小田相談役より「養生法」の実技を受ける

キャラバン・メイトの方に認知症の役をして頂いた足もみ講習
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本地震での犠牲者に
対する1分間の黙祷
を捧げ、記念感謝会
では、本部出講の小
林正二指導員より記
念講話があった。
　祝賀会では、親支
部・原忠邦蒲田支部
長をはじめ、内田孝
道埼玉教区長、鎮守
氷川神社・鈴木邦房宮司ら支部ゆかりの
方々より祝辞を頂戴した。
　最後に、「40年にわたる川口での先人
たちの真行を讃え、報恩行に励みましょ

で、支部長夫妻がともに本会で活躍し、
尽力されていることに感謝を述べられ、
認めあい労わりあう仲の良い夫婦、素晴
らしい家庭は見本となると称えた。次に
支部会員代表より日頃の感謝をこめて支
部長夫妻に花束が贈られ、関日出夫常任
理事が目を潤ませて謝辞を述べた。（右上）
　宇佐見光男教区長発声による乾杯でス
タートした第2部のステージでは、練習

　4月17日、川口中青木支部設立40周
年記念感謝会を支部道場にて、また祝賀
会を銀座アスター川口賓館にて開催。支
部会員をはじめ、多数の来賓を迎え、盛
大に執り行われた。
　当支部は、初代支部長の岡田実氏が昭
和51年に蒲田支部より独立し設立。昭
和63年に現支部長の岡田清孝氏が継承
し、現在に至る。
　当日は開会に先立ち午後1時より、熊

　4月24日、大森八幡支部は創立80周
年を迎え、記念感謝会を開催。来賓多数
の参列を仰ぎ、総勢243名が会場となる
品川グースに集い盛大な祝賀となった。
　午前11時開会し、関僚子支部長が挨拶。
昭和11年に創設し、初代田澤とめ支部
長が45年間務められた後、関真守氏、
志津子氏、そして僚子氏と継承してきた
経緯を示され、この日を迎えられたのは
諸先生方のご指導、また支部会員の学び
の日々のお蔭と感謝を述べた。
　続いて、宮島喜逸相談役、そして渡辺
孝彦常任理事より、古くから続く当支部
とのご縁を尊び歓ぶ祝辞があった。
　出講の岡野英夫理事長は記念講話の中

川口に解脱のみ教えを

尊いご縁を次世代へ

川口中青木支部設立40周年記念

大森八幡支部創立80周年記念

が献じられ、椎野光雄教区長が諷誦文を
奏上。来賓と各支部長が代表して焼香を
行った後、全員で真心からの感謝を込め
て天茶供養を捧げた。記念講演に立った
廣川指導員は、この地の繁栄は同塔のは
たらきによるものであり、建立に尽力し
た故・斎藤重保氏とその遺志を受け継ぎ、
同塔を今日まで守ってきた地元会員の真
心を称えた。最後に万歳三唱の後、直会
に移り、参加者たちは御神酒を酌み交わ
しながら和やかなひと時を過ごした。

地域で盛り上げる大祭に
海老名萬霊魂祭塔春季大祭

　4月 24日、第158回海老名萬霊魂祭
塔春季大祭が、本部主催、神奈川教区主
管のもと開催された。当日は出講の廣川
貞夫指導員、斎藤重信相談役ら本会役員
が参列した他、地元神奈川教区会員、縁
ある東京や静岡からの参加もあった。ま
た、神奈川教区では「地域と共に大祭を
盛り上げたい」との思いか
ら、式典開催に先立ち、会
員有志たちによる、およそ
140軒もの家々を回っての
お誘い活動が行われ、当日
は地元自治会から中島勲自
治会長が列席した。
　開式後、まずは女子青年
から生花、女性部から天茶

う」との支部長挨拶で、午後5時、閉会。
　藤井一夫実行委員長を中心に支部会員
の誠心が結集した感謝の一日は、一同一
層の精進を誓い合ってお開きとなった。　

を積み重ねた8FLAGSのバンド演奏や女
性部のコーラス、そして活気溢れる南中
ソーランで会場が沸き、「支部の歩み」ス
ライド上映では80年の歴史を写真と共に
振り返り、懐かしんだ。さらにテーブル
対抗クイズなど、参加者全員が笑顔になっ
た記念感謝会は大盛況のうちに終了。
　支部の皆が心ひとつに準備をしてきた
記念式典の成功に喜びの声があふれた。

今月の事業部商品

「美
び

健
け ん

」
美健食＝右（赤）
2,500円（税込）

美健の素＝左（緑）
3,700円（税込）

　健康維持のためにと長年、多くの
方々から愛され、ご愛顧いただいてお
ります。
　定期的に開催されている本部研修・
健康学園コースでは、美健のほかにマ
クロビオテック料理のレシピ本、梅エ
キス・黒焼き等、健康に役立つ商品が
多数販売されます。参加の折にはぜひ
ご利用ください。
●お問い合わせは、解脱会事業部まで

☎03-3353-2191
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好評得た支部長修法研修
名古屋第1・第2教区合同

　4月17日、名古屋第1教区と第2教区
は、合同で支部長・配偶者修法研修会を
中部道場にて行い、25名が参加した。こ
の行事は、支部長同士が、御五法修業の
現状や活動内容を話し合い研鑽し合う支
部長研修の一環として行われた。

　兵庫教区では4月 24日、第 67回和
気家祖先代々一家一門・家臣一統之霊の
塔建立記念祭を兵庫県宍粟市波賀町の安
養寺境内にて行った。
　同塔は地元先覚者・池内マサ氏が中心
となり昭和25年、この地に建立された。
以来、先人の努力と地元会員の真心から
の奉仕により今日まで守られてきた。

　4月10日、兵庫教区主催の海の供養が
兵庫県明石市の林崎海岸にて行われた。
　集まった参加者たちはすべての命の源
であり、日々私たちを養い、生かしてく
ださる海に対して心からの感謝を捧げ、
また海で命を落とした霊魂の安霊を祈念
し、天茶の撒き供養と経石を捧げた。午

　当日は午後1時、
開会。本部出講の
岩田始指導員が講
義した後、グルー
プに分かれて実修
と話し合いを行っ
た。支部の悩みや
問題点を支部長同士で話し合うことによ
り安心感がうまれ、客観的に支部の状況
を把握するなど、有意義な学びができ、

　当日は地元会員
のほか、岡山や広
島など遠方の会員
も加わり、一同心
を合わせて供養塔
を通しての天茶供養と撒き供養を捧げ
た。特に今回は、同塔を次世代へと伝え
るべく、西田祐規青年部長の呼びかけで

後は引き続き教区勉強
会が開催され、武市万
苗指導員から女性の役
目について勉強を受け
た。実体験を踏まえた
講話はとても分かりや
すく、夫婦のあり方、
教えの継承などについ
て参加者一人ひとりが
今一度、自分自身を見つめ直し、調和の
心の大切さを実感する機会となった。

参加者からは「実修と話し合いの時間が
もっとほしい」とした意見が多く聞かれ
た。午後5時終了。

25名の子供たちも参加し、行事後は暖か
な春風の中、シャボン玉を飛ばして遊ぶ
子供たちの声が境内にこだました。

　午前午後を通じて内容の濃い充実した
1日となった。

兵庫教区・海の供養

兵庫教区・和気家供養

　「初めは変な宗教ではと疑っていたが、
み教えの素晴らしさに虜になった」とい
う方や支部を継承した夫に従い共に歩ん
できた方など、支部を預かるこれまでの
日々の苦労や喜びが語られ、貴重な話の
数々に会場は大いに感動に沸いた。その
後、認知症予防ゲームで心も体も脳も健
やかとなり、午後3時20分、閉会した。

　4月 24日、愛知教区前期女性大会が
豊橋八町支部にて開催された。
　参加者は50名。午後1時、拝礼行事、
開会挨拶に続いて、代表者によるスピー
チが行われた。
　選ばれたのは豊橋南栄町支部の大羽朝
子名誉支部長、岡崎井田支部の蜂須賀恵
美子支部長、刈谷新富支部の政年和子支
部長夫人、愛知桜井支部の石本圭子支部
長夫人、豊田越戸支部の加納康子支部長
夫人、碧南新川支部の宮川典子支部長、
豊橋八町支部の中西好子支部長の計7名
＝写真。それぞれ入会の動機やこれまで
の道のり、現在の支部の様子、会員に対
して伝えたいことを語った。

　愛知教区は3月 27日、教区こども会
としてもちつき大会を開催し、84名が参
加した。午前10時、豊橋八町支部に集合、
拝礼行事、お浄めを行った。続いて吉田
神社へ移動、参拝の後、子供も大人も共々
にもちつきを楽しみながら食の大切さを

学んだ。最後は全員で片づけと清掃奉仕
を行い、再び同支部へ戻り、終礼行事を
もって午後3時、散会した。

愛知教区・前期女性大会 愛知教区・もちつき大会

食の大切さ学ぶ熱いスピーチに感動

心を込めて海供養

次世代への継承を願い
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年大会を行ってきた。
本年からは、青少年
大会を本部が推進す
る「家族スクール」
として参加者の枠を
広げ、準備と進行は
青年部が中心となり、
女性部がそれに協力する形で行うことと
なった。
　当日は西田義信教区長挨拶の後、グ
ループに分かれてバーベキューを開始。
神戸教区6支部の参加があり、支部の垣
根を越え、また親・子・孫と幅広い年齢
層での交流が新たな学びを生んだ。さら
に楽しみながら学ぶことの必要性を実感

の尊さを学ぶ企画「自然を
学ぼう」を開催し、48名
が参加した。
　初めに藤前活動センターにて干潟につ
いてのDVDを鑑賞、事前勉強を行った後、
干潟へ移動した。干潟案内人の「ガタレ
ンジャー」たちの力を借りながら実際に
干潟に入り、大人も子供も泥んこになり
ながら夢中になって生きもの探しに取り

佳子指導員から「解
脱掌心法」、さらに
「足心道」の指導を
受けた。

　参加者たちは、お互いに施し合う中で
健康指導の重要さを実感した。
　最後は寺嶋豊担任部長の閉講挨拶、終
礼行事、そして全国流産無縁への教区統
一供養をもって午後4時半、充実した研
修会を終了した。

　4月29日、神戸教区は「家族スクール」
を開催。快晴の下、奥須磨公園（神戸市
須磨区）にて56名の家族らが集う中、バー
ベキュー大会を行った。
　神戸教区では従来から「青少年育成」
に取り組み、教区での三聖地巡拝と青少

　名古屋第2教区こども会では、4月23
日、愛知県名古屋市にあるラムサール条
約に登録された藤前干潟にて、生物観察
を通して子供たちが自然の大切さと生命

親子孫が集う家族スクール神戸教区

した会ともなった。
　午後は、青年部の企画・進行による楽
しいクイズやゲームが行われ、子供たち
のたくさんの笑顔と歓声に包まれた。
　西田教区長は閉会挨拶にて、今後もぜ
ひ毎年行おうと抱負を述べ、この試みが
次世代を担う青少年の育成に繋がるよう
続けていくことを誓い合い、散会した。

組んだ。子供たちが手にした網の中に魚
やカニが入るたび嬉しそうな歓声が上が
り、誰もが大自然の中で干潟生物とのふ
れあいを充分に満喫した。再びセンター
へ戻った後は捕獲生物の説明を受け、今
日の感想を、それぞれ絵を交えて記入し
て終了。有意義な一日となった。

　道南教区は4月 28日、札幌道場にて
支部幹事研修会を行った。
　該当者36名が集い、午前11時に開会。
森下勇教区長挨拶の後、出講の宮崎修指
導員より御五法修業の大切さや、幹事と
しての基礎知識を実修要典から問題集形
式で学ぶ等、役目の重要さを再確認する
研修となった。

自然を学ぼう！
名古屋第2教区・こども会

道南教区・幹事研修会

　東京第 3教区は 4月 24日、平成 28
年度支部長・幹事研修会を御霊地・休憩
所にて開催した。
　開会に先立ち、熊本地震の犠牲者の霊
魂に対して黙祷が捧げられ、午後1時よ
り拝礼行事、続いて小泉博文教区長が開
会挨拶を述べた。
　出講の宮坂保徳指導員の講話では、支
部幹事の役目の重要性、支部のための活
動の大切さが説かれ、さらにこの後に行
われる健康指導実習につながる、体や魂
に関係するみさとしについても学んだ。
　休憩後の健康指導実習では、先ず「解
脱三分間体操」を古川恵子健康指導委員
より学び、続いて2人1組になり、小林 実習の中で、相手の体が整っていくことを実感した参加者

裸足になって夢中で生きもの探し

今日、出会った生き物と楽しかった想いを描
いた子供たちの絵や感想文

役目の重要さを再確認

支部を越えた交流に笑顔が生まれた

東京第3教区支部長・幹事研修会

健康指導で心身の強化
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　４月17日、岐
阜関ヶ原支部
は、春季怨親平
等大供養祭を
関ヶ原怨親平等
大供養塔前にて
行った。
　当日の天候が
懸念された為、
テントやシート張りなどの準
備が前日より行われた。その
際、隣接する不破関資料館を
訪れた大勢の観光客に、解脱
誌と天茶飴を配布しながら翌
日の供養祭を説明。観光客と
の触れ合いの中で、み教えを
お伝えすることができた運び
に感謝した。
　当日は雨と風が強かったが
式典前には青空が見えるほど
の快晴となった。支部会員と
その親戚縁者や地域住民が集
い、国家斉唱、尊者の御声拝
聴の後、表白文を奏上。続く

献供の儀では子供たちによる
献花、その母親ら女性部によ
る献茶、また年輩女性による
献天茶と親子孫一体となって
行われ、般若心経3巻を念唱
し、供養塔による天茶供養を
もって怨親平等大供養を厳修
した。
　式典終了後、恒例の景品付
き紅白餅まきで会場は沸いた。
その後、場所を支部に移して
直会となり、持ち寄った手料
理と青年部によるビンゴゲー
ムで一日の喜びを分かち合い
終了となった。

親子孫ひとつになり供養
岐阜関ヶ原支部・春季怨親平等大供養祭

●期　　間

　平成28年 8月27日 （土）〜28日 （日）
●会　　場

　長浜（琵琶湖）周辺
●対　　象

小中学生、青年コース参加経験者等
（定員 40 名）

　　　　　　　　　　　　　　　　●研修費用

　8,000 円
　　　　　　　　　　　　　　　　●申込〆切　　　

　 7月27 日 

ジュニア with ユースコース
研修のお知らせ

地域の特色を活かした魅力あるプログラムのもと、仲間と
共に協力し、逞しく生きる力を育みます。 Let’s Enjoy ！

【詳細・お問い合わせ】　解脱会教育部 研修係　
〒 160-0007　東京都新宿区荒木町 4　解脱会本部内　　
TEL03-3353-3667（教育部直通）　FAX03-3353-3708

※支部通信に添付されている「研修参加申込書」に必要事
項を記入のうえ、教育部研修係にお送り下さい。

　4 月 14 日に起きた熊本地震では、本会会員に人的被害はなかったものの、

熊本県内の熊本水前寺支部、熊本大津支部、熊本田迎準支部や阿蘇布教所に

所属する会員、また湯布院など近県の会員も被災した。

　建屋が崩壊するといった大きな被害ばかりでなく、建屋にヒビが入っただ

けでも余震を恐れ、避難所やテント、車中泊をする被災者の多いなか、最も

被害が大きかった熊本大津支部では、自社工場や機械の破損等を被ったが、

奇跡的な運びと懸命な努力によって 5 月 15 日には復旧するまでに至った。

　本部では、5 月 11 日〜 26 日にかけて本部職員 3 名を交代で現地へ派遣、

筑後西牟田支部の協力を得て拠点を定め、足もみと傾聴を含めた現地の要望に応える形での支援活動を始めている。

　被災した熊本の 3 支部と布教所は、それぞれ復旧に向けて尽力してきたことにより、すべての会場で 5 月の感謝会を開催

することができた。しかし、余震が続く精神的な不安により現在も車中泊をする会員は少なくない。

　なお、地元九州教区をはじめとして、全国の各教区や支部、青年部らによる支援活動やボランティア活動が現在、さまざま

な形で展開されている。関連記事を解脱誌 6 月号「緊急取材　熊本地震」に掲載。

□被災地供養と義援金勧募ご協力のお願い
　本会では、平成28年5月1日〜7月31日の期間、直轄道場にて報恩日・感謝日には「熊本地震犠牲者に対する天茶供養」を

執行し、熊本義援金勧募の督励を各支部にお願いしている。

　お問い合わせ先　解脱会本部（総務部）TEL　03-3353-2191　FAX　03-3353-3055

震災直後、福岡宇美支部を拠点として救援物資を配達する様子

熊本地震の現状報告とお願い


