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◀

今月のみさとし／宗教とは何ぞや。そは真実に生きる工夫である。（ご聖訓第十巻88頁）

Newsletter

◀

解脱金剛68年祭

金剛さまの御心を体し、泉山護持を心新たに誓う
　11月4日、晴れやかな秋空のもと、解脱金剛68年祭が京都・御寺泉涌寺にて行われた。粛々と法要が営まれる中、全国会員
代表らは金剛さまの御高徳を偲び、尊者が示された泉山護持の誓いを新たにした。

境内地を埋め尽くす会員ら。心一つに勤行を捧げる

　秋の気配深まる御寺泉涌寺
境内では、早朝から地元関西
地区の青年部や女性部らが奉
仕に励み、交通整理や会場の
ゴザ敷き、大門前での温かい
コーヒーや天茶の提供など、
全国から足を運ぶ会員を朗ら
かな笑顔で出迎えていた。
　午前10時半、解脱金剛宝塔
前にて奉告祭を執行。引き続
き各界来賓はじめ法主さま、
法嗣さま、岡野英夫理事長、
本部役員、今回斎祀される精
霊の遺族らが舎利殿に入堂、
正午より第一部御法要を開式
した。今回は上村貞郎長老猊
下が、10月27日に御

ご

薨
こうきょ

去され
た三笠宮崇仁殿下の斂

れんそう

葬の儀
に参列されるため、藤田浩哉
宗務総長が導師を務められた。
　艶

あで

やかな着物を身にまとっ
た関西ブロック女子青年 8 名、
中部・関西・中国・四国各地
区女性部 12 名が生花と天茶

を献じ、法主さまが敬白文を
奏上。その後、一山職衆によ
り解脱金剛御法要、続いて新
たに斎祀される精霊、41 霊の
法要が厳かに営まれた。
　式辞で法主さまは、改めて
金剛さまの泉山護持の精神を
確認し、凄

せいさん

惨な事件や自然災
害の続く今、各人が「恩愛」
を発揮し世相善導に努めるあ
り方を示された＝2面に掲載。
浄財献納の儀で岡野理事長よ
り藤田宗務総長へ目録が手渡
された後、挨拶に立った藤田
宗務総長は、金剛宝塔からほ
ど近い楊貴妃観音堂で育った
幼少期、昭和29年の宝塔建立
の際に泉山参道を巨石が運ば
れる光景をご覧になった思い
出を語り、「物栄え心滅ぶ現代、
報恩感謝の解脱行に日々精進
することが健全な家庭づくり
に繋がる」と結ばれ、本会の
活動に期待を寄せられた。

　続いて斎祀精霊を捧持し、
法主さま、法嗣さまを筆頭に
隊列を組んで宝塔前へ参進。
宝塔内に精霊を安置後、午後
2 時より第二部奉斎之儀を執
行。最後に岡野理事長は「外
陣斎祀は子孫末代までの栄誉。

これを忘れることなく、常に
先祖とともにある意識で己の
姿を律し世の為人の為に働く
ところに霊

み た ま

魂の更なるご活躍
と守りがある」と述べ、式典
終了。遺族らは心引き締まる
面持ちで宝塔内を参拝した。

　金剛さま讃嘆の月を迎えた 11 月 13 日、快晴に恵まれた
秋空のもと、御霊地において、法主奉戴式と長老推戴式が
厳粛な雰囲気の中、行われた＝詳細は3面に掲載。

法主奉戴式・長老推戴式
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写真で見る年祭

献納の目録が岡野英夫理事長から藤田宗務総長に手渡された 斎祀精霊を奉持し宝塔へ参進する一行

斎祀遺族による焼香 終了後、遺族の方 に々斎祀之証が授与された

藤田宗務総長を導師に、舎利殿で厳かに行われた御法要

挨拶をされる藤田宗務総長 式辞を述べられる法主さま

精霊安置後、宝塔にて第二部奉斎之儀が執行された

宝塔前の儀で挨拶をされる岡野理事長

この御意思をお持ちであら
れた金剛さまは、「祈願文」、

「三剛五常報恩」をみ教えの
根本におき、歴史、伝統を
尊び良き日本人として、御
皇室を尊崇し、日本の国体
を護持し奉ることを宗教活
動の中心に据え、熱誠を尽
くされたのであります。
　そして、神に召されるそ
の瞬間まで、会員の皆様に
対する慈悲大愛を貫き通さ
れ、昭和 23 年 11 月 4 日、
泰然として悠久の世界へと
旅立たれたのであります。
霊界におもむかれて 68 年
たった現在も尚、さらに広
く、深く、力強く、私たち
を見守りお導きくださって
おられるのであります。
　この大きな金剛さまの御
心に応えていくためにも、
私たちは一層心を込めて人

　清らかな、ここ御皇室の
ご香華院・御寺泉涌寺にご
参集の皆様、ご健在であり
がとうございます。
　ただ今は、藤田宗務総長
大導師のもと、一山職衆の
ご奉仕をいただき、解脱金
剛 68 年祭法要、並びに本年
度解脱金剛宝塔内外陣斎祀
精霊の法要を執り行わせて
いただきました。
　皆様と共に、金剛さまへ
の師恩報謝のまごころを捧
げさせていただきましたこ
と、まことに有り難く思い
ます。
　本年、新たに斎祀される
41 霊の精霊には、これまで
斎祀された 7303 霊の精霊

と共に、金剛さまの御心に
添い、御寺泉涌寺を護持し
奉り、御皇室を尊崇し、国
家の繁栄及び世界の平和の
ためにはたらかれますよう
衷心より祈念する次第であ
ります。
　このように霊界にありま
しても、金剛さまの御心に
添いながら活動できる喜び
はいかばかりでありましょ
う。それは同時に私たちの
喜びでもあり、つつがなく
御法要を終えた今、一層精
進させていただく誓いを新
たにしております。
　本日は御多用の中、各界
ご来賓多数のご臨席ご焼香
を賜りました。衷心より感

謝申し上げますと共に、今
後も私どもの人心救済、世
相善導、平和活動にあたた
かいご支援を賜りますよう
お願いする次第であります。
　さて皆様、御年祭の度に、
繰り返し確認してまいりま
したのは、唯一念解脱に徹
せよ、解脱せざれば何事も
成就せずという金剛さまの
大信念であり、泉山護持の
次のお言葉であります。
　「聖憲、肉体をもっての使
命終わらば、霊魂となって
泉山を護持し奉らん」
　まさに日本の悠久の彼方
を見通した国体護持、「尊皇
崇仏」の御心と拝察されま
す。立教後、早い時期から

人生は恩愛である 法主　岡野  聖法

解脱金剛68年祭ご法要  式辞
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心救済、世相善導のために働
き、国家の安泰、世界平和実
現に向けて、努力精進をさせ
ていただくことを、今日の誓
いとさせていただきたいも
のであります。
　今、私たちを取り巻く社会
には、様々な問題が横たわっ
ています。特に心配される家
庭崩壊は、政治、教育、福祉
等の各界各層において手を
尽くしているにもかかわら
ず、悪化の一途を辿っている
ように思えます。また、世界
で一番、安全で安心して暮ら
せる国と言われている私た
ち日本の社会でさえ、詐欺事
件をはじめ、悲惨な事件も後
を絶ちません。
　さらに今年は、4 月の熊本
地震に続き、つい先ごろ鳥取
地震が起こり、数多くの余震
が現在尚、続いて起きていま
す。また台風や豪雨等の自然
災害も多く発生しましたの

で、特に農業・漁業への被害
は計りしれず、生産者らの困
窮はもとより、人々の暮らし
にも影響が出ています。
　被災地の復旧、復興がなか
なか進まない現状もあり、被
災された人々の毎日が案じ
られます。
　こうした事態を目の前に
して、金剛さまに帰依する私
たちは、手をこまねいている
わけにはまいりません。金剛
さまの御心に添うと誓った
以上、「世の為人の為」に、
身近なところから、自分ので
きる精一杯の努力を惜しん
ではならないのです。
　金剛さまは、人間が人間ら
しく生き生きするために恩
愛が大切であると、次のよう
に御遺訓くださっています。
　「恩愛の情義を解せざるは人
生を解せぬ。人生は恩愛であ
り、恩愛は国家の心臓である」
　今こそ、「恩愛」を合言葉に、

誠を尽くした「思いやり」が
人の心を救います。見返りを
求めない「温かい思いやり」
の循

わ

環を広げてまいりま
しょう。
　現実の打開には物も金も
必要ですが、人の幸せを心か
ら祈る、「物心一如」の精神
を発揮し、懸命に働いて、そ
の恵みを被災地や被災者に
惜しまず「おすそ分け」して
いきましょう。
　そして心の安定、精神的な
支え、苦難に打ち勝つ力添え
と共に、金剛さまのみ教えを、
誠心誠意お伝えし、さらに「天
茶供養」「お浄め」「御五法修
業」という、「秘義三法」の
実践を共にさせていただく
ことにより、真の「安心」と

「歓喜」と「希望」の生活に
お導きさせていただきま
しょう。
　ご参集の皆様、誰もが望む
幸せな生活を実現するには、

金剛さまが身命をかけて
打ち立てられた解脱のみ
教えが不可欠であります。
今こそみ教えを素直に実
践し続けることによって、
自分自身も、家族にも、
社会にも、国にも、世界
にも、喜びの輪が広がっ
ていくのであります。
　金剛さまは、立教から
わずか 20 年の期間におい
て、「解脱」という永遠不
滅の大真理を遺され、共
存共栄全世界の平和を実
現するみ教えを残された
のであります。その尊さ
素晴らしさを本日、心新
たにし、お互いさま、心
底より金剛さまに帰依す
ることを誓いましょう。
　終わりに臨み、皆様の
ご健勝を心から願い、本
日の式辞とさせていただ
きます。ありがとうござ
いました。

法主奉戴式で奉告文を奏上される新法主さま

さまへ伝えられ、現法主・岡野聖法さ
まは長老になられた。
　なお、新たにお役目を担われる法主、
長老のお二人の正式なお務めは平成 29
年 1 月 1 日からとなる。

法主さまは長老に、法嗣さまは新法主に
法主奉戴式・長老推戴式

　雲一つない爽やかな秋空のも
と、法主奉戴式・長老推戴式が御
霊地・太神社殿において、11 月
13 日に執り行われた。
　はじめに本部常任理事、相談役
らが参列する中、奉告祭を執行。
　法主奉戴式は、法主さま、法嗣
さま、岡野御本家が天神地 太神
社殿内に参列し、法主さまの祝詞
奏上の後、「任命の言葉」が法主さ
まから法嗣さまへ伝えられ、新た
に法主となられた岡野英祥さまが
奉告文を奏上された。
　続く頌徳碑前の儀では、現法主
さまが表白文を奏上された後、新
法主さまが誓詞を奏上され、「家族
が和合し、本部役員はじめ全国の
会員とともに明るい未来を築き上
げてゆくこと」を恭しく表された。
　また長老推戴式は、太神社殿内にお
いて執り行われた。
　新法主さまによる祝詞奏上に続いて

「推戴の言葉」が新法主さまより現法主

長老推戴式で推戴の言葉を伝えられる

参加者と共に、一心に心経を唱える献供者たち

式典前にゴザを敷く関西地区女性部の方々

大門前で行われたまごころ募金。かわいい女の子の呼びかけに多くの
参加者が足を止めた
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等から心と
体のバラン
スについて
学んだ。
　2 日目は
拝殿でのご
祈 祷 の 後、
三峯神社のご由緒について講義を受け、
その後特別講習 2 として原里恵氏を講師
に招き、東洋医学の美容法である「かっ
さマッサージ」の講習が行われ、日頃か
ら身体をケアすることの大切さについて
学んだ。
　研修の最後には西功義教育部次長が、

「かっこいい生き方とは人の幸せのために

自分らしくかっこよく生きる
本部研修・ビューティー&ヘルスコース

玉垣落慶を喜びとともに
本宿天神社本殿玉垣落慶式

働くこと！」とまとめを述べた。 
　お香と BGM によりリラックスできる
雰囲気の中、参加者からは「呼吸や姿勢
を整えることで体とココロがスッキリす
ることを体感できた」「自分に自信を持ち、
できることを続けていきたい」「美しく、
自分らしく生きていきたい」など、喜び
と新たな決意の声が聞かれた。

　10月30日、創立45周年を迎えた解脱
錬心館にて、第 44 回解脱選抜少年剣道
錬成大会（解脱会主催）が開催された。
　北本市や剣道関係より多くの来賓を迎
え、埼玉県を中心に関東、遠く愛知県か
ら強豪 84 チームとその保護者ら過去最
多の約 1500 人が集まった。試合は 7 人
制団体で、先鋒から中堅が小学 4 年生か
ら 6 年生、三将から大将が中学生の年代
混合チームとなり、各道場の代表選手で
チーム編成が行われた。
　当日は道場内いっぱいに少年剣士が集
う中、午前 9 時より開会式が行われ、岡
野成高大会委員長の開会宣言をもって大
会が始まった。国歌斉唱、優勝杯返還に
続いて岡野英夫大会々長より開会挨拶（田

　10 月 29 日〜 30 日、ビューティ＆ヘ
ルスコースが奥秩父に鎮座する霊峰三峯
神社・興雲閣にて開催された。紅葉の季
節を迎え、色づき始めた山々を眺めなが
ら三峯神社に到着した参加者は、社殿に
て参拝後、興雲閣へ。
　開講式の後「美人になる法」をテーマ
に宮坂保徳教育部長より講話があり、続
いて健康指導講習会として体位矯正法と
解脱有食法・呼吸体操（体幹トレーニング）
の実習が行われた。
　休憩後は、健康指導草創期にご尽力い
ただいた沖正弘氏を大叔父に持つ、沖道
靖子氏を講師に迎え、特別講習１「沖ヨ
ガレッスン」が行われ、修正法や呼吸法

　岡野御本家を含む御霊地の近隣一帯の
氏神として会員にも親しまれている本宿
天神社の玉垣がこの度、新しく造り替え
られた。
　社殿を取り囲む御影石製玉垣の柱には、
篤志奉納者名が赤文字で刻まれ、本会名
称や法主さまはじめ本部役員の名前が見
られる。名前の順序は監査立ち会いのも
と公正なくじ引きで決められた。またこ
の記念碑も二の鳥居前に設置された。

中宏明大会副会長代読）があり、創立 45
周年を迎えるにあたり、これまで培って
きた解脱錬心館の歴史や関係各位へ御礼
が述べられた。
　来賓祝辞で現王園孝昭北本市長、豊島
正夫埼玉県剣道連盟会長、神山芳男埼玉
県剣道道場連盟会長が挨拶を述べた。
　錬成試合では、選手一人ひとりが日々

過去最多の少年剣士が集う
解脱錬心館・解脱選抜錬成大会

積み重ねてきたものを存分に発揮し、館
内は歓声に沸いた。錬心館 A チームが準
決勝まで勝ち進んだものの東松舘道場に
惜敗した。優勝は東松舘道場（東京都）
で大会 2 連覇を果たした。
　閉会式では、根岸一雄大会審判長 ( 範
士八段 ) より講評を頂き、閉会宣言をもっ
て、午後 5 時に大会終了となった。

　落慶式は 10 月 21 日午前 10 時より本
宿天神社において執行され、法主さまを
はじめ地域の氏子総代らが参列した。　　
　その後、落慶祝賀会が解脱研修センター
2 階で行われ、紅白幕が張られた会場に

左前の柱に本会名が刻まれる 落慶式にてテープカットの様子 祝賀会で挨拶される法主さま

大平翔斗君（東松舘道場）が元気よく選手宣誓

岡野御本家はじめ地域の氏子代表者が集
い、盛大に祝った。その中で本会代表と
して挨拶された法主さまは、「感謝報恩、
敬神崇祖に生きる大切さ」を落慶の喜び
とともに述べられた。
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金剛さまに思いを寄せて感謝の心で元気
に過ごすことが世の中を明るくする原動
力となることを示した。
　第 2 部祝賀会は、特に縁の深い宮島喜
逸相談役と渡辺孝彦常任理事が祝辞を述
べ、岡野理事長発声の乾杯で祝宴を開始。
余興では、練習を重ねた子供たちによる
ハンドベル演奏や女性部の合唱で沸いた。　
　最後は支部会員より支部長夫妻へ日頃

　10月 30 日、
江戸川北支部
設立20周年記
念 感 謝 会 が、
ゑびす家（東
京都葛飾区）

で行われ、縁の深い先生方や会員ら約 70
名が集い、盛大に祝った。
　仲佐久代支部長は挨拶の中で、秋濃ツ
ル氏に導かれ、朝比奈菊枝氏の指導のも
と、命懸けでみ教えを学んできた思いを
語った。
　続いて朝比奈憲一教区長の激励の祝辞
の後、出講の岡野英夫理事長は、絶えず

の感謝を込めて御礼の言葉と花束が贈ら
れ＝写真左、仲佐正名誉支部長は謝辞で、
今日まで素晴らしい縁に恵まれてきた有
り難さを語り、それを次世代に伝え残し
てゆく誓いをもって閉会となった。　　
　この日のために作られた記念文集には、
会員として学ぶ喜びや支部長夫妻への感
謝の思いが綴られており、20 年の節目を
刻む貴重な記録となっている。

守られ導かれて20年の節目
江戸川北支部設立20周年記念感謝会

真心の手作りで祝し
仙台岩切支部設立30周年記念感謝会 えに対して感謝

の 言 葉 を 述 べ
た。会員代表の
体験発表や来賓
祝辞でも喜びの
思いが語られ、
続いて支部長夫
妻へ会員から感
謝 の 花 束 を 贈
呈、赤ちゃんの
頃から親と共に
支部へ通ってい
た中学 1 年生の奥山舜介君と神田倫美さ
んが代表して手渡した。
　更に、設立当初から尽力してきた幹事
たちへ安江支部長から感謝状と記念品が、

則子夫人からの感謝の手紙と共に贈られ
た。支部長夫妻と会員による真心と感謝
の交流は、当支部の一層の伸展を期待さ
せた。

これからも会員と共に
阿佐谷北支部創設20周年記念感謝会

　創設 20 周年を迎えた阿佐谷北支部で
は、10 月 29 日に記念感謝会並びに記念
祝賀会を、本部より法主さまを迎えて開
催した。当支部は、平成 8 年春季大祭に
て阿佐谷支部より独立して準支部を設立、
同年秋季大祭で支部に昇格。平成 18 年
秋季大祭に初代支部長の小出正臣氏が名
誉支部長拝命、妻の和子氏が 2 代目支部
長を継承し、現在に至っている。
　午前 11 時、支部御神前で記念感謝会
を執り行い、法主さま、東京第 3 教区の
小泉博文教区長、名誉支部長、支部長、
会員が参加した。
　午後 1 時からは中野サンプラザ（東京
都中野区）にて記念祝賀会が行われ、法

主さま、氏神の阿佐ヶ谷神明宮の齋藤博
明宮司、本部から岡野英夫理事長、廣川
貞雄常任理事ら本部役員、東京第 3 教区
から教区長ら役員と支部長、そして縁あ
る名古屋の支部長が支部会員と共に祝し
総勢 150 名が集った。
　記念祝賀会では、まず小出支部長が挨
拶に立ち、「今後も会員と共に歩み共にお
使いいただく覚悟」と決意を述べた。
　続く来賓祝辞の中、岡野理事長は「大
きな目標に向かい、教えを広く社会に伝

えていただきたい」と激励した。
　法主さまは記念法話の中で「人間とし
ての最高の道を学べる私共は本当に幸せ。
誇りと自信を持って遠慮なくお使いいた
だきましょう」と力説された。
　西村晴雄教務局長の音頭で乾杯の後、
支部長夫妻への花束贈呈、大祭でも奉納
された「よさこい・ソーラン節」＝写真＝
や支部の和太鼓グループ「和楽」の演奏、
幹事の寸劇など、終始和やかに進み、喜
びに満ちた記念感謝会となった。

　仙台岩切支部では 10 月 15 日、「設立
30 周年記念感謝会」を支部御神前にて開
催した。「30 年はまだ駆け出し」との趣
旨のもと、支部長や会員たちの手作りに
よる記念感謝会となった。中央に「支部
設立 30 周年」の額が掲げられた御神前
の周囲や会場入り口などは、本部出講の
井上公郎指導員が「花がこんなに上がる
のは珍しい」と講話の中で話題とするほ
ど至るところに綺麗な折花の飾り付けで
彩られた。感謝会では、安江敏支部長が
支部認証から今日までの家族や会員の支
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支部の新たな門出を祝し
小田原城山支部継承記念感謝会

　小田原城山支部では 10 月 18 日、今秋
季大祭にて金井れい子新支部長が認証を
受けてから初めての支部感謝会を特別に

「継承記念感謝会」として湘南道場を会場
に開催した。
　本部より教区担当の村山正幸指導員が
出講、来賓に堀精二湘南道場長、椎野光
雄神奈川教区長、瀬戸清司神奈川大井支
部長を迎え、集った支部会員と共に心か
ら祝した。

　まずは 3 名の来賓か
らそれぞれ新支部長就
任のお祝いと今後の支
部の活性化への期待を
込めた言葉が贈られた
後、村山指導員が、支
部継承の喜びと共に支
部長としての心構えに
ついて講話した。話を
聴く会員たちの表情からは、新支部長を
支え、支部の更なる発展に尽力していこ
うとの気構えが感じられた。
　直会では、金井支部長へ会員代表から
花束が贈呈された後、支部長代行を務め

ていた村山指導員に記念品と会員の感謝
の思いが綴られた色紙が贈呈された。
　最後に、支部の新たな第一歩を記憶に
とどめておこうと記念撮影を行い、支部
の新たな門出を喜び合った。

秘義三法の尊さを再確認
北海道々東教区・女性大会

　北海道々東教区では 10 月 23 日、「教
区内の支部の連携をはかる。女性の役目
の大きさを知り、秘義三法による家庭伝
統の改革」をテーマに、足寄町東支部に
て女性大会を開催し、22 名が集った。
　道林孝吉教区長が「教区女性部の活性
に繋がるよう、本日の大会を活かしてい
ただきたい」と挨拶を述べた後、宮下寿
江子さん（釧路白樺台準支部）が、流産
無縁の供養を 20 年以上続けた中、御五
法修業にて天茶供養の尊さに改めて気づ
かされた体験を発表した。
　本部出講の上島きそ子指導員は「震災

犠牲者に対して今後も継続して天茶供養
を続けることが大切」「秘義三法は家族伝
統の改革になる」「天茶供養は、生きとし
生けるものへの感謝に気づかせてもらう
と同時に自身の不敬の心を反省させてい
ただける尊い行」との講話があった。
　最後に、会員各家の先祖、北方領土一
切之霊、台風犠牲者之霊へ天茶供養を捧
げ、さらなる精進を心に誓い合った。

ジャパンハート・吉岡先生を迎えて
京都教区・教区大会

　京都教区では 10 月 23 日、
ジャパンハート代表であり医
師の吉岡秀人氏を迎えて、教
区大会を関西道場にて開催し
95 名が参加した。ジャパン
ハートとは、ミャンマーやカ
ンボジアなど医療の届かない
国や地域で医療活動を行っているボラ
ンティア団体であり、本会では「副食
を献じる運動」によって会員から集め
られた募金を寄付し、同団体の活動を
支えている。
　田中英次教区長の挨拶後、吉岡氏の
講演となった。吉岡氏は、ミャンマー
において無料で医療行為を始めること
になった経緯から現在の活動内容など
を述べられた。

　その後、講演を受けて各支部ごとに
班に分かれ「講演から何を感じたか。
自分でできることは何か。死とは何か。
支部でできることは何か。解脱会でで
きることは何か」という議題のもと、
ディスカッションを行った。
　参加者には、10 代、20 代の青年層
も多く、今後の生き方や将来を見据え
た意見が多数あり、勇気を持って行動
を起こす大切さを学んでいた。

　大阪教区では 10 月 23 日、教区仲介者
研修が大阪布教連絡所にて開催され、11
名が参加した。
　午前中は本部出講の大賀光夫指導員よ
り、「初期の霊動」「霊動の基本形」など
霊動を中心とした講話があり、午後から
は実修を行い、その後の質疑応答のコー
ナーでは具体的な問題点や霊動などにつ
いて学びを深めた。参加者は今回の学び
を支部に持ち帰り、各支部での実践にお
使いいただくことを誓い、終了となった。

仲介者の学び深める
大阪教区・仲介者研修

今月の事業部商品
『木製札

ふ だ さ し

差』

□玄関用セット（写真）1,350円
□四方祓用セット（4つ入）1,800円

　「玄関用」は「天五色大天空大神と立春大吉」
（2枚用）と「一陽来福」（1枚用）をお祀
りするためのセット。また、「四方祓」のため
の1枚用が4つ入ったセットがございます。

　●お問い合わせは解脱会事業部まで
TEL03-3353-2191
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　愛知教区では
10月30 日、教
区 7 支部女性部
会員の交流と親
睦を図ることを
目的に、豊橋八
町支部にて後期
女性大会を開催
し 40 名が集った。
　正午に始まり、吉田真佐江
女性部長挨拶の後、「教区間の
親睦をはかる」をテーマに和
気あいあいと食事会を行い、
横の絆を強めた。
　食事会終了後は、フラワー
アレジメントを学び、綺麗な
花々で支部や家庭を明るい雰
囲気にしていこうとの思いが
参加者の表情を輝かせていた。
　本部出講の中西好子指導員
は、「フラワーアレジメントは、

個性を活かして報恩奉仕を
愛知教区・女性大会

　仙台五輪支部長を務める永
田ツネ子さんが平成 28 年秋
の褒賞で藍綬褒章を受章した。
　永田さんは地元、宮城県仙
台市宮城野区の明るい選挙推
進協議会で 40 年以上にわた
り奉仕を続け、副会長や会長
を歴任。現在も選挙の度に啓
発活動を続けている。
　昔は「白バラ会」の名称で、
明るい選挙推進運動に奔走。
選挙が近づくと投票率を上げ
るため、各家を訪問しチラシ
を配ったり、プラカードを掲
げて歩いたり、宣伝車で呼び
かけたりと地道な活動をして

すぽっとらいと

東北第 2 教区仙台五輪準支部　
永田 ツネ子さん（74 歳）

地域の選挙活動に貢献

同じ材料を使用しても人それ
ぞれ個性豊かにすべて違う作
品に仕上がる。同様に私たち
一人ひとりが個性を生かして
助け合い、役目・役割を自覚
して、それぞれが創意工夫し
て物事に当たりながら、報恩
奉仕を楽しんでいくことが大
切」と女性として大切な学び
を伝えた。
　午後 3 時に終了し、最後は
お花をお土産に、全員が笑顔
で帰路についた。

　北海道々南教区では、10 月 23 日に札
幌道場にて後期修法研修会を開催し、支
部長及び同夫人、後継者、支部修法担当
者 18 名が集った。
　午前 11 時より開会。今回は本部より
宮崎修、安達武寿両指導員を迎えて、「基
本に基づく仲介のあり方を体得して支部
修業日の充実を図る」の目的のもと、今
回は『修法シート』により「その他の関係」
について学んだ。まず講義により御修業
について学んだ後、それに関わる「お詫び」

「供養」について学んだ。
　実修では 2 グループに分かれて行い、
霊動についても詳しく知ることができ、
参加者は十分に学ぶことができたよう
だった。支部に帰ってからの精進を心に
誓い合い、午後 3 時閉会した。

　東京第 4 教区では 10 月 23 日、大岡山
支部にて健康学園を開催し、本部より西
功義指導員が出講、46 名が集った。
　西指導員は 2 回に分けて講話した。前
半では、西指導員が「足もみ隊」を組織
して熊本大地震直後の被災地に入り、疲
労がピークに達した時、近所に暮らす人
の親切に触れ、他人の思いやりを実感し
た喜びの体験を交えて述べた。後半は、
現代日本人の足腰の弱体化に触れ、足も
み、スクワットを実践するなどして鍛え
ることの重要性を分かり易く述べた。
　途中、休憩時間を使い、3 分間体操、
掌心法を学びながら身体をほぐした。
　参加者たちは、今日の勉強を活かし支
部や家庭でも実践していきたいと、笑顔
を交わしながら帰途についた。

　神戸教区では 10 月 30 日、神戸市勤労
会館で第 13 回親学セミナーを開催した。
　近年の子育てや親子を取り巻く状況は
大きく変化しており、不登校、いじめ、
理不尽な要求をする親、家庭の教育力の
低下などの問題が指摘される中、子育て
において本当に大切なこととして、今回
は「子育ては己育て」をテーマとした。
　子供たちを別室にてレクや工作で楽し
ませ、若い親が安心して学べる環境が整
えられた中、午後１時半、開会。本部出
講の野瀬志津江指導員は「子供は育てた
通りに育っていくので、親が金剛さまの
教えを正しく実践することが大切」と講
話した。最後の質疑応答では、参加者の
質問に指導員より丁寧に納得のいく回答
を行うなど意義深いセミナーとなった。

支部で生かすことを誓い
北海道々南教区・後期修法研修会

笑顔で実践を誓い合い
東京第4教区・健康学園

子育ては己育て！
神戸教区・親学セミナー

きた。始めたのは20代の頃。きっ
かけは町内会長を務めていた父
親から長女であるツネ子さんに、

「忙しい自分の代わりに地域へ貢
献してほしい」と言われたこと
だった。「2 年前は大病を患って
いた私が褒賞まで戴けたのは
神々様、金剛さま、ご先祖さま
のお蔭しかない」と語った。
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　10 月30 日、岐
阜関ヶ原支部で
は、秋季怨親平等
大供養祭を盛大に
執り行った。
　近年、関ヶ原町
においては、古く
は壬申の乱をはじ
め不破の関所、天下分け目の
関ヶ原合戦、世界三大古戦場
として観光客が急増し町全体
が賑わっている。また、初め
て県と町が合同で秋の大イベ
ントを開催し、全国各地より
6 万人が来場した。そうした
中で会員一同足並みを揃えて
心一つとなり、大和の精神で
取り組んだ。
　当日は空気の澄んだ秋晴れ
のもと、観光客や地元から大
勢の人々が参加した。
　開式の辞、国歌斉唱、金剛
さまの五法則を拝聴、表白文

奏上を行った。献供の儀では、
児童による献花、お母さん達
による献茶、そして年配者ら
の献天茶が行われ、親子孫一
体の献供の儀となり、般若心
経三巻をもって、懇ろなる怨
親平等大供養を厳修した。
　式典後は支部恒例となった
景品付き紅白の餅が高々と撒
かれ、会場全体が喜び溢れた。
その後の直会は供養塔前にて
行われ、会員が持ち寄った手
料理を振舞い、青年部のビン
ゴ大会で沸き、喜びの一日と
なった。

会場一体になり、喜び溢れる
岐阜関ヶ原支部・秋季怨親平等大供養祭

　大森八幡支部では、10 月
17 日〜 20 日の 4 日間、23
名の奉仕団をもって皇居勤
労奉仕を実施した。
　初日は雨で早々に解散と
なったが、翌日は宮殿見学
とともに掃き掃除や草むし
りを行った。午後には天皇
皇后両陛下のご会釈を賜り、
団長の関僚子支部長を筆頭
にこの上なく尊い時間を迎
えた。3 日目は赤坂御用地
の見学と皇太子殿下のご会

釈を賜り、殿下のお人柄に
ふれ、感動の一時となった。
　最終日は宮中三殿の参拝
と水田付近の作業、また盆
栽等を見学し、全員が満足
した面持ちで解散となった。
　勤労奉仕でありながら「頂
くもの」が多かった 4 日間
に参加者は、金剛さまが御
皇室を尊崇された思いを改
めて感じ、少しでも金剛さ
まに近づけるよう努力精進
を重ねてゆくことを誓った。

感動の皇居勤労奉仕
大森八幡支部

平成28年度

御寺泉涌寺護持会新入会員
■継続会員 (10 万円 ) 
　福島　道子　　( 大宮土呂 )

■継続会員 (5 万円 )
　田中　一正　　（長野鶴賀田）

　井上恵美子　　（滋賀大津）

　八田富美子　　（滋賀大津）

　原田　政彦　　（兵庫浜坂）

　中嶋　久一　　（伊賀上野）

　中嶋　結佳　　（伊賀上野）

　栁澤　忠志　　（長野下諏訪）

　平本　義雄　　（台　東）

　中町　恭子　　（日本橋中央）

　仙田　光春　　（日本橋中央）

　　継続会員　   10 万円　  50 名　  52 口分
　　継続会員　　  5 万円　133 名　143 口分
　　篤志奉納者　10 万円　    1 名    　2 口分
　　篤志奉納者　  5 万円　    1 名　    1 口
　　　　　　　           
　　　　　　　合計　185 名　12,600,000 円　

　■解脱金剛 68 年祭時の平成 28 年度
　　　御寺泉涌寺護持会費献納金の内訳　　

解脱金剛奉賛会への参加を

　解脱金剛奉賛会は、人

類の福祉と世界平和を目

指し立教された解脱金剛

尊者のご精神に帰依する

方々により「解脱会の財

政確立をはかることに

よって、解脱金剛尊者に

報恩の誠を尽くす」との

目的で、昭和46年7月

1日に結成されました。

以来、奉賛会員の真心か

らなる財施の結集で、解

脱会に必要な数々の事業

に奉賛してまいりました。尊者へ捧げる浄財は必ず自他の幸福をもた

らします。この目的に賛同されまして、多くの方々の参加を念願いた

します。

解脱金剛奉賛会の趣旨

※お問い合わせ・詳細は解脱会総務部まで　TEL03-3353-2191


