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◀

今月のみさとし／人を愛し人を利するものは天かならずこれを福す。（ご聖訓　第二巻24頁）

Newsletter

◀

新たな心を持ち、明日に向かって
第171回  秋季大祭

らわれを捨て、新たな心を持って明日に
向かって手を取り合い、力強く進んでい
きましょう」と述べた。
　来賓の祝辞では、現王園孝昭北本市長
より、日頃の北本市に対する本会の支援、
協力への感謝のお言葉を頂き、続いて登
壇された京都・御寺泉涌寺の上村貞郎長
老猊下は、自分さえ良ければいいという
利己主義の日本人が非常に増えている。
欲の心を捨てて、布施行を心がけるよう
に、とのお言葉を頂戴した。
　第2部直会は、長老さま、岡野顧問、
渡辺理事長をはじめ来賓による鏡開き、
乾杯で始まり、賑やかなこども山車と活
気ある神輿渡御がお山内を盛り上げた。
　ステージ上では、あばてい太鼓に続い
て、式典両日ともに様々な奉納演芸が行
われた。青年部PRタイムでは、ミャン
マー・スタディツアー2017の報告が行
われ、来年のツアーの団長となる杉山泰
則青年副本部長が紹介された。
　今大祭では、新たに編集された『金剛
さまの思い出』第5巻と特別販売の城﨑
陽子著『富士に祈る』が出版店頭に並び、

　10月 7日、午前9時30分より太神社
殿前にて大祭奉告祭、続いて五智如来堂
にて万部御法楽が厳粛に執り行われた。
　8日、9日の大祭式典は、奉祝立教90
年記念事業における御霊地道場の耐震工
事中につき、遠方の会員らは開式時刻に
合わせて参集した。
　午前10時30分、鼓笛隊を先頭に入場
行進が始まり、支部旗入場では今大祭で
設立した新支部長が先頭となり、沖縄南
城準支部が8日に、大分城原支部が9日
に力強く先頭を進んだ。
　第1部式典は、国歌斉唱、拝礼行事、
尊者のみ声拝聴と進み、青年部役員が万
部供養のおみたま櫃を捧持し、萬霊魂祭
塔前に安置した。続いて振袖姿の女子青
年、女性部による真心を込めた献供の儀
が行われた後、萬霊大供養。般若心経3
巻と共に万物万霊に感謝の祈りを捧げた。
　法主さまはご挨拶で、ご自身の体験を
通じて報恩感謝の大切さを示された。続
く式辞の中で渡辺孝彦理事長は、「尊い法
縁を頂いて出会えたお互いさま、昨日ま
での自分自身を縛っていたこだわりやと

法主さまと渡辺理事長、そして全国会員が見守る中、新支部設立の支部長が先頭を歩んだ支部旗の入場行進

買い求める会員で賑わった。
　また今回は、米国解脱教会よりジャク
ソン伊藤理事をはじめ5名の会員が参加
し、御霊地での秋季大祭を味わった。
　翌10日には、晴天の中、本祭式典が
本部役職員、会員有志で厳かに行われ、
秋季大祭全工程がつつがなく終了した。

QRコード

　立教 90 年を来年に控えた今年の秋季大祭は、10月7日に大祭奉告祭、8日、9日に大祭式典、10日には大祭本
祭が行われ、参加者は宇宙大自然の限りなき恵みと万物万霊のお蔭を深く自覚し、その恩恵に感謝の真を捧げた。

10月7日、大祭奉告祭が行われた

長老さま導師のもと、万部御法楽を厳修（7日）
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本大祭にて認証された名誉支部長・支部長
名誉支部長認証 支部・準支部設立支部長認証 支部継承支部長認証

北海道道東・帯広

桑原　康彰
九州・大分城原

北島 恵梨子
沖縄・沖縄南城（準）

梅木　慶喜
北海道道南・茶志内

渡辺 ゆき江
群馬・高崎正観寺

宮崎　順史
東京 5・下谷

松本 和香子
東京 6・南千住

五十嵐 美佐子
兵庫・黒田庄

松田 島優子
中国第 2・福山春日

谷口　豊子

写真で見る大祭

女子青年部員が晴れやかな姿で、生花を供える

長老さま、顧問、理事長が来賓とともに鏡開き

威勢のいい神輿が会場を沸かせる

大祭の歌の表彰を受ける関僚子大森八幡支部長

スタディツアー参加者によるまごころ募金の呼びかけ

東京第 3 教区の元気な和太鼓

会場を盛り上げた神奈川教区による奉納演芸

第 2 部と同時に子供山車がスタート！

杉本恵津子さんとコーラス隊の皆さんで大祭の歌披露

研修センター4 階を会場に来賓の直会が行われた

お山の直会は各支部で笑顔があふれる

米国解脱教会より参加された方々

式辞を述べる渡辺理事長 御寺泉涌寺・上村長老猊下の祝辞 すべての生命に感謝して萬霊大供養を厳修

会場一体となり、万物万霊に感謝青年部役員がおみたま櫃を捧持し、参道を進む

耐震工事中の御霊地を背に、ファンファーレ隊の演
奏による国歌斉唱
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　9月23日〜24日、今秋に新設さ
れた大分城原支部、沖縄南条準支部
を含む新支部長を対象とした「新支
部長研修」、支部長となって5年目
を迎えた支部長を対象とした「フォ
ローアップ研修」が併せて御霊地・
解脱研修センターにて開催され、18
名が参加した。
　「支部会員の『親』となる自覚」を
促す西村晴雄教務局長の開会挨拶で
始まった初日は、法主さまよりお言
葉を賜り、渡辺孝彦理事長からは自身も
支部を預かる立場としてその役目の尊さ
と喜びが伝えられた。続いて村上説男常
任理事が「支部長の役目」、木村正則常任
理事が「感謝会とは」をテーマに講話す
る中で、心新たに役目に向かう支部長ら
に熱い激励が贈られた。
　解脱金剛記念館及び宝物館を訪れた

「金剛さまにお会いする」と題したプログ
ラムでは、金剛さまが息づく場所に身を
置く中で役目の重みと覚悟を改めて胸に
刻んだ。夜の懇親会では新支部長一人ひ
とりが今後の意気込みを発表し、新たな
スタートを切る者同士、絆を育む心温ま
るひと時を過ごした。
　翌2日目は早朝から清浄なお山の霊気
の中で祈願のお百度を踏み、松田佳高布
教部長より諸札の意義と扱い方を学んだ
後、新支部長と五年目の支部長に分かれ
てディスカッションが行われ、各自の抱
える不安や現場で直面する問題を披瀝
し、西村局長と松田部長が助言した。最
後に「金剛さまへのお誓い」を記して、
午後3時、それぞれの帰路についた。

　9月 23日、神奈川県海老名市の海老
名萬霊魂祭塔前において、第161回海老
名萬霊塔秋季大祭が解脱会本部主催、神
奈川教区主管のもと開催された。この日、
本部より岡野英夫顧問が出講、本部役員、
地元・神奈川教区はじめ静岡、東京など
縁ある支部長や会員が多数参加した。
　大祭は、女子青年による献華の儀、女
性による天茶献供の儀、福井恒明神奈川
教区長による諷誦文奏上、岡野顧問をは
じめ代表者による焼香と続いた。そして
参加者全員が般若心経を念唱する中、真
心からの天茶供養が厳修された。
　岡野顧問は講話の中で、全身全霊で塔
を建立された斎藤重保先生と塔を守って
きた斎藤家に敬意を表し、更に地域と共
に当行事の発展を願い、激励した。
　最後に岡野顧問の発声で声高らかに万
歳三唱。その後、直会となった。祈願のお百度

役目の重みと覚悟を胸に
秋季新支部長研修

地域と共に行事の発展を！
第161回海老名萬霊魂祭塔秋季大祭

　第171回秋季大祭式典1日目の10月
8日、午前9時30分より解脱研修セン
ター・お浄めの間にて支部認証式が執り
行われた。
　今回認証されたのは名誉支部長1名、
支部設立支部長1名、準支部設立支部長
1名、支部継承支部長6名。認証式は、
まず法主さまが名誉支部長、支部長を認

証され、続いて渡辺孝彦理事長
が辞令を交付した。法主さまは、
「支部長さん方ご自身が学び、そ
れを社会、家庭生活に活かすこ
とが修行となる」と激励された。
　続いて渡辺理事長は、「自己を滅私し、
会員さんと共に勉強、体験をして家族仲
良く、明るい支部作りを目指していただ

きたい」と述べた。
　大祭において新支部長は、全国支部旗
の先頭を勇壮に行進した。

家族仲良く、明るい支部作りを目指す
支部認証式

　今、役目の重みと責任をひ
しひしと感じています。沖縄
は独自の宗教観のある難し
い土地柄ですが、この地でお
使いいただくことが私たち
夫婦の使命と思い、がんばっ
て参ります。

沖縄南城準支部
　　梅木　慶喜支部長

妻の節子さんと

　若い子育て中のお母さんが
多く、皆で子供たちを育んで
いけるような支部にしていき
たいと思っています。主人や
子供たちと力を合わせ、真面
目に一生懸命お使いいただき
ます。

大分城原支部　　

北島　恵梨子支部長

夫の鯉紀矢さんと

支部設立の誓い
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長たちも同じ講話を聴いて教区一丸とな
ってほしいとの思いから企画されたもの。
　午前10時開会。笹倉教区長挨拶の後、
中西指導員は、支部が直面する問題につ
いての心の置き方、捉え方について、自
身の体験から得た学びを示した。また「こ
の世に今、尊者が生きておられたらどん
なご指導をなさるかをそれぞれが考える
こと」等、改めて考えさせられる学びが
あった。この講話を受け、各支部の今後
の運営についてのディスカッション、質

や拝殿が倒壊したが、夜中
だったため観光客の方々に
も被害がなく、付近の方も
命を落とすことなく阿蘇大
神様に守っていただいた」
と説明を頂いた。
　その後、うぶやま牧場に移動して昼食
となり、午後はアイスクリーム・バター
作り体験や青年部と子供のレクリエー

　猪子恭一担任部長の開会挨
拶、男女青年部による千羽鶴
の献納、瀬尾正照中国第2教
区長の諷誦文奏上と続き、無
縁仏の供養塔に対し般若心経21巻によ
る天茶供養及び土地供養が捧げられた。　
　安達指導員は、「子孫に伝えると共に、
再び争いのない平和な世界を築いていく

立教90年解脱金剛70年祭の
節目の年を迎えられる喜びを
もって支部の皆さんと共に進
んでいきたい」と挨拶した。
　中元教区担当、藤原誠介・
京都朱雀支部長の祝辞の後、
早川指導員の記念講話では、「親支部の朱
雀支部より独立し、35年の歴史の中で、
昨年は子支部を誕生せられた功績は大き
な報恩行である」と激励した。
　第2部の直会は、平野弘雄・京都吉祥
院支部長、寺澤地区相談役の祝辞の後、

疑応答があり、午後3時、終了した。
　支部長らは役目を再認識し、より一層
支部を盛り立てていくことを誓った。

ション、また大草原の大地に寝転んでの
足もみなど、大自然の中で和気藹々と親
子孫世代が交流し、たくさんの笑顔があ
ふれ、充実した一日となった。

努力をしていきたい」と挨拶。続いて石
原悳二中国第1教区長の挨拶、閉会挨拶
をもって更なる精進を霊魂にお誓いし、
終了となった。

田中教区長の乾杯で祝宴を開始。横山支
部長と志賀陽子・加藤良子両幹事による
南京玉すだれや垣見幸子さんによる詩吟
の披露の後、カラオケで会場は沸き立ち、
最後は参加者全員で、『手のひらを太陽に』
を合唱し、喜びのうちに終了となった。

　8月 27日、兵庫教区では支部長・同
夫人・後継者研修が行われ、ホテル・サ
ンシャイン青山（姫路市）を会場に、対
象となる参加者32名が集った。
　本研修は、今年3月に行われた支部幹
事研修に出講した中西好子指導員の講話
に感銘を受けた笹倉範久教区長が、支部

　九州教区は8月 20日、阿蘇神社とう
ぶやま牧場（熊本県）において教区サマー
スクールを開催し、子供26名、青年部15
名、大人51名の合計92名が参加した。
　阿蘇神社では、昨年の熊本地震後の復
興と阿蘇神社の社殿復旧を願い、仮拝殿
にて正式参拝（阿蘇治隆宮司の祝詞の後、
参加者による勤行）を行った。
　阿蘇宮司からは、「2回目の本震で楼門

　8月20日、中国第2教区は第39回広
島原爆犠牲者慰霊供養会を、広島平和記
念公園内の無縁仏の遺骨が納められた原
爆供養塔前で行い、114名が参加した。
　開会に先立ち、安達武寿指導員、教区
役員、各支部長が慰霊碑へ参拝、続いて
韓国人原爆犠牲者慰霊碑前で天茶供養を
捧げた。

　9月 18日、台風一過の快晴の中、京
都小倉支部設立30周年記念感謝会が行
われ、本部出講の早川廣美指導員をはじ
め中元敏彦教区担当、寺澤亮一地区相談
役、田中英次教区長や京都教区支部長ら
を迎え、合計36名が和やかに節目を祝
した。
　第1部、はじめに横山一恵支部長は、「独
立座談会から35年、先代横山恒夫支部
長の霊界入りにより平成22年 5月に支
部長を拝命し、あっという間の7年でし
た。色々なことがありましたが、来年の

教区が一丸となって
兵庫教区支部長・同夫人・後継者研修

大自然の中、笑顔があふれる
九州教区・サマースクール

子孫に伝え、平和な世界を築く
中国第 2 教区・第 39 回広島原爆犠牲者慰霊供養会

節目の年を喜びをもって進みたい
京都小倉支部設立30年記念感謝会
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　8月27日、和歌山教区では女性大会を
和歌山 JAビルで開催し、120名が参加
した。
　まず、和田順子女性部長より「家庭に
おける母親として、女性としての義務を
全うすることを大切にしましょう」と第
一声。続いて中村泰明教区長が「元気で
参加できること。平穏無事に生活できる
お蔭さまに感謝し、今日の話を聞いて終
わりにせず実行しましょう」と激励した。
　続いて、3社ある紀伊国一宮の一つ、
日
ひのくま

前神宮・國
くにかかす

懸神宮の紀俊崇禰宜よりご
講演いただいた。紀禰宜は、和歌山一帯

を加護されている同神宮
の御神徳をはじめ、日本
の神話ともゆかりのある
神宮の深い歴史など多岐にわたって述べ
られた。
　本部出講の皆川朋子指導員の講話では、
「家庭生活の中で和を保つことは敬神崇祖
の元。そして『相手の良い所を誉める。
許すことを癖付ける。相手の喜ぶことを
する』などみ教えを実践し、子供の手本

となる家庭を築くことが大切」と述べた。
　最後に津村圭子副担任部長より「古代
より大きなご加護を頂いていることを忘
れず、今日、学んだことを実践し立教90
年に向けて努力して参りましょう」と述
べると、会場の参加者から賛同の拍手が
沸き起こった。

　九州教区では9月3日、北九州市小倉
南区にある真言宗貫山修善院真光寺にお
いて、九州教区北地区女性の集いを開催
し、大人39名、子供11名、合計50名
が参加した。今回、見聞を広げると共に
気軽に参加しやすい内容を考え、当寺の
福岡大航住職の講話やバイキングレスト
ランでの食事会、また子供向けに近くの
川でのカエルや魚とりなどの川遊びを企
画したところ、若い家族や女子青年など
参加者年齢層の幅が広がった。また東地
区からも参加があり、会員同士の温かな
交流の機会ともなった。

　福岡住職の講話では、お釈迦さまの涅
槃の掛け軸を前に、当寺の歴史をはじめ
地域に昔から伝えられている民話を紹介
しながら地元の小学校を周り、子供たち
に日本人が昔から大切にしている真心や
心ある行いなどを伝えている活動を紹介
された。また当寺が保存している大般若
経の一部を、実際
に手を触れさせな
がら「触れて感じ
てほしい。そこか
ら観察することに
つながり、更に問
題意識が生まれ
る。それが習慣と

各地で女性の学び盛んに

なり、対人関係にも影響していく」と述
べられた。
　講話の後、バイキングレストランにて
楽しい食事会の後、散会。「解脱会の先生
のお話しとはまた違った深い勉強を頂い
た」「楽しかった」「心が温かくなった」
などの喜びの声が多く聞こえた。

　北海道々南教区は9月 24
日、札幌道場にて女性大会を
開催し、99名が参加した。
　まず車康平教区長、小嶋容
子女性部長がそれぞれ挨拶を
述べた後、16年前、道南教区
に女性部が発足した年の最初
の女性大会でも講師を務めた
本部出講の関遼子指導員が
「今の自分を見つめて」をテー
マに、天茶供養の大切さ、素
晴らしさ、有り難さなどを会
員や自身の体験を交えながら
講話した。
　午後は関指導員が作詞され
た「われらの大祭」を、初め
にピアノでメロディーを覚え
て、最後に全員で伴奏に合わ
せて声高らかに歌った。

　続いて毎回行っている参加者
各家の先祖供養と流産幼児有縁
無縁の供養を行うにあたり、午
前中の指導員の話を受け、今回
はそれぞれに般若心経７巻ずつ
天茶供養を厳修した。
　婦人歌斉唱、女性活動合言
葉唱和、終礼行事、鈴木洋子
副担任部長挨拶と続き、午後
2時半に終了した。
　参加者からは、「先生の天茶
供養の尊さ、させていただい
たら必ず結果は出るというお
話は力強く心に響いた」など
の喜びの感想が聞かれた。

　中国第2教区では 9月 24
日、福山八幡宮会館において
女性大会を行い、本部より近
藤貞男指導員が出講、78名が
参加し、高齢化が進む中、ま
すますの教区活性化に向けた
女性の役目の進歩向上を図る
べく学びを深めた。
　森近功子女性部長の開会挨
拶、瀬尾正照教区長が挨拶を
述べた後、近藤指導員が「女

性のつとめと生き方〜絆〜」
と題して、解脱会をはじめ家
庭や地域での女性の役割の大
切さなどについて講話した。
　質疑応答では、講話の内容
や生活上での悩み、日頃の疑
問などについての質問に近藤
指導員が丁寧に回答した。
　安達武寿教区担当が当大会
での学びを生活上で生かして
ほしいとの挨拶を述べた後、
沖本民子女性部担当副部長の
閉会挨拶で終了となった。

和歌山教区

九州教区北地区

北海道々南教区 中国第 2 教区

皆川朋子指導員 紀俊崇禰宜

多くの学びに熱心に耳を傾ける参加者
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　京都教区は9月24日、関西道場にお
いて京都桂支部・西村武支部長を講師に
女性部大会を開催し、116名が参加した。
　大会では、辻井豊女性部担当の開会挨
拶の後、中元敏彦教区担当が女性部活動
の大切さを述べた。
　西村支部長の講義では、苦しみ導かれ　
たどりついた苦しまない生き方や自想実

　新潟教区では9月24日、子育てのつ
どいを三条福祉センターにて開催し、法
縁者を含めた33名が参加した。
　「子育てを楽しむ」をテーマに、本部出
講の武市万苗指導員は「子育てとは、神
から授かった子を神の意に沿うように育
てること。親も神から授かった慈愛で子
に接し、ゆとりを持って、両親が仲良く

して子供と向き合っていくことが大切」
と述べた。さらに、「親世代と子世代の育
児のギャップを埋めるには親子の会話が
大切であり、その解消方法には家庭内茶
話会が最適」と自身の体験を交え力強く
語った。午後のディスカッションでは、
世代別のグループに分かれて活発に意見
を交わし、「子供に見せてきた自分の姿は
どんなだったのか、改めて振り返った」「た
だ今育児中、先生のお話しを今後の子育
てに生かしたい」などの声が上がり、今
後もみ教えに基づいた生活を実践してい

　中国第2教区は9月10日、広島千年
支部にて修法仲介者研修を開催。本部よ
り岩田始指導員が出講し、教区役員、支
部長などが参加した。
　岩田指導員の講話では、「御五法修業を
行うことで有り難いのは、御五法をお授
けいただくと神仏の慈愛に包まれている
ことを実感でき、幽顕一致を体験させて
いただけること」など御修業の基本を述
べつつ、自身の体験や資料を基に分かり
やすく述べた。
　実修では、4グループに分かれ修業者、
仲介者、書記を交代で学んだ。
　質疑応答では、日頃の御修業や仲介の
学びの中で疑問や悩みなどについての質
問に対し、岩田指導員は一つひとつ丁寧
に答え、その分かりやすい内容に、再度
の出講を望む声が多数聞かれた。

　滋賀教区女性部は9月26日、関西道
場の清掃奉仕を行った。中村經子女性部
長ら総勢28名がテキパキと段取り良く、
玄関、御神前の間、トイレ、廊下、階段、
側溝、ガラス扉など、職員が普段、手の
届かない所までピカピカに磨き上げた。
　終了後は、関西道場より心尽くしの温
かい味噌汁が振舞われ、隅々まで綺麗に
なった道場での団らんに花を添えた。

各地で女性の学び盛んに

くことを誓い合って午後3時閉会した。
　なお、参加した子供たちのために工作
教室やお菓子作りなど楽しい時間も設け
られ、親が集中して学べるよう配慮され
ていた。

神仏の慈愛を実感できる
中国第 2 教区・仲介者研修

神意に沿う子育てを！
新潟教区・子育ての会

隅から隅までピカピカに
滋賀教区・関西道場清掃奉仕

京都教区 践による解脱の学びについて、パ
ワーポイントを用いて分かりやす
く伝えた。続いて、解脱は教想で
はなく自想であるという金剛さま
のお言葉をどのように捉え、どの
ように実践するかをテーマに、母
親（前支部長）の病気から霊界入
りまでの経緯やうつ病だった自身
の体験を鋭い切り口で語った。
　午後は瞑想を実践し、まとめのデスカッ

ション、質疑応答と続き、最後は皆で「わ
れらの大祭」を斉唱し、終了した。

『霊祭執行証入れ』
　金剛さまは、「萬部供養の本証は、御
霊地に永久に安置保管されるもの。そ
の執行証は、家宝として保存されたい」
と言い遺されました。いただいた萬部
供養の執行証は大切に保存しましょう。

　本品には執行証
が30体ほど収納
できます。

価格 2,000円（税込）

※お問い合わせは、
  解脱会事業部（03-3353-2191）まで

『天茶ティーバッグ』

　毎日の神仏のお給仕にはもちろん、天
茶は昔から漢方としても用いられており、
美容や健康、アレルギー予防に毎日飲む
のもおすすめです。

手軽で便利なタイプです。

2グラム 2個入り40袋　価格 2,000円（税込）
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　神戸教区は9月24日、
健康学園を開催。本部よ
り堀川剛史指導員が出講
のもと、子供や青年部な
ど幅広い年齢層の参加者
70名が会場となる神戸
中央支部に集った。
　「布教と育成」を合言葉に活
動に取り組む当教区は、各支
部での女性会や教区子供会に
も健康指導を取り入れるよう
になってきており、健康指導
担当員の増強にも力を入れて
いる。
　当日は、足心道・掌心法・
体位矯正法の3つのコースに
分かれ、昼食を挟んだ午後3
時まで各々が希望するコース
の習得に励んだ。
　今回は法縁者の参加もあり、
健康に関する個人指導の時間

も多くとられ、堀川指導員よ
り指導を受けていた。
　参加者は、相手の身心に寄
りそいながら、「喜んでいただ
いた分、させていただいた者
が元気になる」ことを実感し、
家庭や支部、さらに社会の中
で、幸せの種まきに使うこと
を約束し、終了となった。

　9月24日、東京第6教区は、
御霊地にて合同清掃＆健康指
導研修を開催。午前の合同清
掃には148名が集い、午後の
健康指導研修には99名が参
加した。
　合同清掃は午前10時30分
に太神社殿前にて拝礼行事の
後、各担当に分かれて大祭準
備のための清掃奉仕を行った。　
　老若男女が和気あいあいと
奉仕に励み、最後には玉砂利
にビニールシートを被せる作

業を行った。
　その後、研修センターに移
動して昼食をとり、午後から
は津村和範指導員のもと健康
指導研修を行った。
　まず、足心道や真向法体操、
また骨盤の歪みからくる体の
痛みの対処法などを、プロジェ
クターを用いた講義で学び、
続く実修では夫婦や親子孫で
ペアを組んで楽しく実践した。
研修は午後3時に終了し、充
実した一日となった。

奉仕と研修で充実した一日に
東京第 6 教区・合同清掃＆健康指導研修

家庭・社会で幸せの種まきをしよう
神戸教区・健康学園

　9月 24日、東北第1教区は、青森藤
崎支部を会場に健康指導研修を行い、25
名が参加した。当研修は東北第2教区仙
台岩切支部の阿部秀信氏と赤井貞三氏の
協力のもと行われ、今回で3回目となる。
さらに合澤裕行東北第2教区長と釜石大

　現在、神静圏域が取り組んでいる健
康指導研修の新たな活動を紹介します。
　6月27日、神静圏域の健康指導委員・
担当員が中心となって昨年、特に学ん
できた「有食法」を今回は「家庭で実
践できる有食法」として渡辺友代教育
部職員の協力のもと湘南道場で行った。
　まず2班に分かれ、ベジタブル餃子
とごま豆腐を交代で調理した。その他
のメニュー、酵素玄米、梅若汁、アボ
ガドの寒天寄せ等は時間の都合上、予
め調理しておき、皆で盛り付けして全
員で美味しく頂いた。午後は津村和範
指導員より食の大切さを学んだ。

町支部会員4名も応援に駆け付けた。
　午前10時、中屋敷もみ子担任部長の
開講挨拶に始まり、拝礼行事、3分間体
操（阿部氏指導）と進んだ。その後、赤
井氏より足心道についての講義があった。
　午後は実習となり、膝、腰、肩などの
部分的な痛みなどに対する操法も学んだ。　
　閉講挨拶、終礼行事をもって終了とな
り、参加者のアンケートでは、「身体が軽
くなった」「良い経験になり役立てたい」

　次に紹介するのは、研修
の実習の後に直接、高齢者
施設に赴き、足もみをする
という初めての試み。
　7月 23日、午前中は三
島二日町支部にて津村指導員より講話と
実修を受け、午後は車に分乗し、長泉ホー
ム（高齢者施設）へ足もみに出向いた。
そして初参加者を含む26名が、施設の
職員を含めた約70名の足を丁寧に揉ん
だ。参加者は実際に社会奉仕活動をさせ
ていただいた喜びを感じた。後日、当施
設より継続してほしい旨のお礼状が届い
たという。

「また研修があれば参加したい」など喜び
の声が聞かれた。

教区間の協力で開催
東北第 1 教区・健康指導研修

高齢者施設での足もみの様子

調理実習の様子 完成した食事

健康指導の取り組み神静圏域
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後3時半、天皇皇后両陛下よ
りご会釈を賜る栄に浴した。
両陛下を間近で拝謁し、団体
ごと直接ご下問を賜る勿体な
さに、参加者一同、深い感動
を噛みしめた。さらに翌2日
目には赤坂御用地にて奉仕が
行われ、皇太子殿下よりご会
釈を賜った。
　3日目、4日目も同様に、他団体とも
交流しながら、一丸となって皇居内の奉
仕に汗を流した。また、作業の傍ら、通
常は立ち入ることの許されない皇居内の

　午前10時、樋口
勉教区長の「親子孫、
明るく、楽しく、元
気よく過ごしてくだ
さい」との開会挨拶
でスタート。さっそく、全員参加型のゲー
ム、オリジナルうちわ作りが行われた。
　午後からは各専門部による輪投げ、寒
天ゼリー、ジュース、かき氷等の店が並び、
各研修室では、足もみコーナー、オヤジ
カフェ、ママカフェも開設、各々楽しい
一時を過ごした。さらに、サンサンハー

貴重な各所をご案内いただいた。
　数々の貴重な体験を通じて、参加者一
人ひとりが国民へ向ける御皇室の深い御
心に触れ、日本国民としての言い知れぬ
喜びを感じた4日間であった。

　9月25日から28日にかけての4日間、
全国から集まった総勢44名からなる本
会奉仕団が皇居勤労奉仕に参加した。
　本会で皇居勤労奉仕に参加するのは今
年で6回目を数える。昨年は残念ながら
抽選にもれ、実施できなかったため、中
には一年越しの念願叶って参加した会員
もいた。
　初日は皇居内の清掃に従事した後、午

　9月 24日、名古屋第 1教区では、中
部道場にて「ファミリーフェスタ2017」
を開催し、スタッフ含めて総勢265名の
参加者で賑わった。これは、今年4月の
五担当者研修内で挙がった「各担当者が
手を携え同じ目標に向かって連携してい
こう」を受けスタートした企画で、こど
も育成部が主体となり、各担当が協力し
て運営にあたり、子供の豊かな心を育て、
すべての参加者が「笑顔で挨拶」、「楽し
く会話」をすることを目的として開催さ
れた。

一年越しの感動と共に
皇居勤労奉仕

完成したオリジナルうちわを1 人ひとりが披露 ひも引きゲームで何が当たるかドキドキ うちわでアメすくい 足もみコーナーも満員御礼

奉祝 立教90年記念事業・御霊地お山外溝工事

正面入口 北側入口（伊藤青果店前）

モニーによる歌が披露され、手話で参加
者全員と「さんぽ」、「幸せなら手を叩こう」
の合唱を行った。続いて、抽選会となり
会場全体が大いに盛り上がった。
　参加者からは、「子供たちの楽しむ姿が
嬉しかった」「楽しくて温かい行事だった」
と好評の声が聞かれた。

親子孫、教区一丸となってのお祭り
名古屋第 1 教区

　奉祝立教 90 年記念事業となる御霊地・お山の外溝工事（正面入口と北側入口）のパース（完成予想図）ができました。お山

東側をぐるりと囲む植栽を撤去し、4 ｍ幅の歩道を新設する外溝工事は、会員さんや市民の方を迎えるために明るく快適な景観

に変わります。この外溝工事は来年の春季大祭までに終了する予定ですので、引き続き勧募のご協力をよろしくお願い致します。


