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◀

今月のみさとし／人間を取り巻く様々の事態は、総て解脱の宿題である。（ご聖訓第六巻79頁）

Newsletter

◀

　全日本剣道連盟が主催する、第43回
外国人剣道指導者夏期講習会が、7月22
日〜29日に解脱錬心館において行われ、
世界45ヵ国から60名の剣士が集い、研
鑽を積んだ。同行事は、世界各国におけ
る剣道の普及、指導者としての技能を高
めることを目的に開催されるもので、錬
心館では、昭和51年の第2回以降、受
け入れを続けている。また田中宏明館長
が講師のひとりとして指導に当たった。

　講習会では、7月
22日〜 28日まで、
日本剣道形、指導法
（実技）、審判法の3
つを柱として、早朝、
午前、午後と厳しい稽古が連日行われた。
内24日には日本武道館にて、盛況な全
日本少年少女剣道大会を見学し、さらに
士気を高めた。
　28日の閉講式の後は、サヨナラパー

ティーが催され、チーム対抗の
余興などでお互いの絆をさらに
深めた。
　翌日の最終日は、段審査の後、
解散となり、厳しい研修を乗り
越えて学んだ技術や精神を、自
国で指導・実践することを誓い

助け合う姿に世界平和を思う
解脱錬心館・外国人剣道指導者夏期講習会

合い、帰路についた。
　田中館長は、「世界中から集う剣士らは、
武道人らしく謙虚で真面目で熱心。そし
て段位の昇段を目指して参加する者が多
い。剣道形の講習中、二人組で稽古を行
う中で、上達が遅く、なかなか覚えられ
ない者に、連日、相方が稽古の前と後に
も快く相手をつとめ、最後の審査で晴れ
て合格し、温かな拍手に包まれるといっ
た美談もあった。人種や肌の色が違う剣
士らが助け合う姿は世界平和の理想に繋
がるもの」と語った。

　第134回米国解脱教会秋季大祭が9月
4日、米国サクラメント教会にて開催さ
れた。今回、米国教会創設者・岸田英山
先生が霊界入りした35周年にあたり、
さらにジェリー城石・初代米国開教師の
没後20周年、そして清田憲祐先生を加え、
亡き三師のご功績を顕彰する国旗掲揚台
（フラッグ・ポール）の建立式が行われた。
掲揚台は会員の寄付で建立され、三師へ

の感謝の言葉が刻まれた。
　式典は午前9時半、五智聖堂北側玄関
前にて三師の遺族や会員が見守る中、厳
粛に進められた。最初にボーイスカウト
が国旗掲揚、次に祝詞が奏上される中、
掲揚台へ清めの天茶が注がれた。
　聖堂内での式典では、神々様、萬霊さ
まに感謝の祈りを捧げた後、岡野英夫総
長が、「混迷する世界情勢の中、教えで鍛

えた愛と誠をもって力を発揮しよう」と
記念講演。次に、会員代表3名がそれぞ
れ先生方の思い出を語り、恩徳を偲び感
謝報恩を誓った。続いて、長年、教会で
奉仕に携わったサダエ・田中さん、テイコ・
福島さんの功績を称え、ジョイス・リー
ド理事長から記念品が手渡された。　
　解脱金剛霊廟祭祀の儀では、27霊位が
祭祀され、不動明王前での柴燈護摩の儀
が行われた。直会では、先生方の好物が
盛られた会員による特製弁当が用意され、
皆で味わいながら恩師を偲んだ。

第134回  米国解脱教会秋季大祭

創業の師らを偲んで感謝報恩を誓う

上＝田中サダエさん、福島テイコさんに、理事長ジョイス・リード氏か
ら記念品が渡された
左＝ “フラッグ・ポール建立式” が厳粛に行なわれた
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26名が参列する中、厳粛に進められた。
　当日は午前11時より、黒姫工場2
階にて天茶法薬加持之儀、続いて第1
作業棟にて火入式、天茶の撒き供養が
行われた。
　続いて行われた直会で法主さまは、
「天茶によって、健康で働ける今の幸せ
に感謝しておすそ分けしていこう」と
呼びかけられた。

　9月3日〜4日、今年最後の仲介者養
成コースが御霊地の解脱研修センターに
て開催され、42名が参加した。
　午前10時に開講した初日、まず西村
晴雄教務局長が「み教えの基本」をテー
マに、スライドを用いて分かりやすく説
いた。続く大賀光夫修法部長は、御五法
修業の目的と心得を確認し、「霊魂に示さ

れたことを、み教えに照らし
合わせ、どのような心で行う
かが大事」と述べた。午後は
今年より始まり3回目とな
る選択講義が行われた。毎回学びの積み
重ねにより理解が深まると好評で、今回
の講義Aでは大賀部長から「生霊関係」「そ
の他の関係」の項を、講義Bでは岩田始
修法部主任から「荒ぶる霊」「無所属の眷
族霊」の項を詳しく学んだ。その後は8
班に分かれて実修となった。
　翌4日は、法主さまから「御五法の尊
さは自ら実践して初めて体得できるもの。
各人が積極的に仲介の経験を重ねていく

天茶の豊作を祈念
黒姫出張所・天茶収穫火入式

参加するたび新たな学びがある
本部・仲介者養成コース

　本年も良質な天茶の収穫を祈念する天
茶法薬加持の儀及び天茶収穫火入式が8
月20日に、黒姫出張所（長野県信濃町）
にて執り行われ、法主さま、法嗣さま、
本部役員、服部詔夫天茶耕作者組合長ら

ことが必要」とのご指導を賜り、気持ち
を新たにその後の班別実修に臨んだ。
　今回の研修で、初参加の方もいれば今
年3回の研修すべてに参加した方も少な
くなく、「今までの不安が解消し自信がつ
いた」「担当の先生ごとに持ち味が違い、
毎回新たな学びがある」など喜びの感想
が寄せられた。今後一人ひとりが研修で
の学びを発揮させ、各支部における修法
日の更なる充実が期待される。

　中国第2教区では8月21日、「第38
回広島原爆犠牲者慰霊供養会」を広島平
和公園内に安置されている七万余体の無
縁仏の遺骨が納められた供養塔前におい
て挙行した。本部より藤原了指導員が出
講、135名が参加した。
　開会に先立ち、藤原指導員並びに教区
役員、各支部長が慰霊碑へ代表参拝を行
い、引き続いて、韓国人犠牲者慰霊碑前
にて天茶供養を捧げた。
　正午より猪子恭一副担任部長が開会挨
拶の後、会員が真心を込めて折られた千

原爆犠牲者へ真心捧げ
中国教区・広島原爆犠牲者慰霊供養会 羽鶴を3名の男女青年部員が献納。続い

て、一分間の黙祷を捧げ、森近洋治教区
長が諷誦文を奏上した後、瀬尾正照担任
部長を先達に供養塔周辺の土地供養と供
養塔を通して天茶供養を全員で捧げた。
　講話に立った藤原指導員は、昭和天皇
が玉音放送で示されたご精神で平和で豊
かな日本を築かれた先人の恩を忘れない
ことの大切さを強調した。
　最後に、森近功子副担任部長が閉会挨
拶を述べ、参加者一同、更なる精進を霊
魂にお誓いした。

　愛知教区では8月21日に豊橋陸軍墓
地にて、午前に「第46回豊橋陸軍墓地
祭祀の霊並びに豊川海軍工廠関係犠牲者
合同供養会」、午後から「子ども大会」を
開催し、親子孫がそろっての行事となっ
た。本部からは服部宇之輔指導員が出講
し125名が参加、また当墓地の遺族会
「八七会」の方々など地元関係者も多数が
列席された。

　まず午前の供養会で
は、国歌斉唱の後、生
花とお手前のお茶がお
霊魂に厳かに献じられ
た後、中西好子教区長
が諷誦文奏上。続いて、
各お墓に焼香並びに天
茶を捧げた。地元の居合道場による奉納
演芸があった。
　午後からは「教区子ども大会」となり、
林間に各支部ごとに張られたテントの中
で、風船釣りや玉入れなどいろいろなゲー
ムで盛り上がった後、参加者全員で「解

平和の尊さを肌に感じ
愛知教区・合同供養会 & 子ども大会

脱音頭」を楽しく踊った。
　なおこの日は、女性部が用意した、冷
たいかき氷の販売も盛況であった。
　「供養会」と「子ども大会」の同日開催
という、平和の尊さと大切さを肌に感じ
られた有意義な一日となった。



Newsletter　平成28年（2016年）10月1日（3）　　

　田村義雄常任理事が、去
る8月20日に霊界入りさ
れた。昭和18年11月 28
日生まれ。享年74歳。葬
儀は 8 月 23 日〜 24 日、
群馬県中之条の「あがつま
メモワール」にて営まれ、
両日共に広い葬儀場に入り
きれない多くの人々が逝去
を悼み、生前のご高徳に感
謝の祈りを捧げた。
　田村先生は、厳父・久平

氏が昭和29年に設立した
群馬中之条支部を同55年
継承。爾来36年にわたり
支部会員の指導育成に尽力
されたばかりでなく、本部
教務員、教区長として布教
の先頭に立ち、平成15年
本会理事に就任、同21年
からは常任理事としての重
責を担われた。温厚篤実に
して恬淡な人柄は誠実その
もの、多大な信頼が寄せら
れていた。
　また、解脱金剛奉賛会に
おいても、平成7年に幹事、
同19年から幹事長を務め、
金剛さまへの報恩行を自ら
実践しながら様々な活動を
牽引し、功績を残された。
　人生の艱難辛苦を超え、
利他心篤い生涯であられた。

　北海道々南教区では、8月
28日に札幌道場にて「道南教
区大会」を「立教90年に向
けて、親子孫、その未来、そ
れは慰霊と感謝の供養から」
をテーマに開催、本部より西
村晴雄指導員が出講し90名
が参加した。
　講話では西村指導員が、
み教えの基本から家庭伝
統の切り替え、祈りの尊
さなど多岐にわたって述
べる中で、実践行の大切
さを強調した。
　最後は、森下勇教区長

の先達で「北海道開拓者精霊
並びに北海道先住民族精霊」
に対して各支部代表が心経一
巻ずつ前に進み慰霊と感謝の
供養を参加者と共に捧げ、立
教90年に向けて士気を高め
た。

明るい未来へ「教区大会」
北海道々南教区

者合計16名を出した震災当時の津波の
様子などの映像や管理人の体験から防災
を学んだ。その後、海岸に祭壇を設置。
たくさんのお給仕品が捧げられる中、午
後2時より供養祭を開始。浅利教区長に
よる回向文奏上、献花と続き、般若心経
10巻の天茶供養を厳修。設置した供養塔
に天茶を注ぎ、同時に参加者が持ち寄っ
た約500Lの天茶を、各々が霊魂の安霊
を祈りつつ海へ向けて撒かせていただい
た。終わりに浅利教区長は、「ご供養や行
動をもって自分たちの未来を変えていこ
う」と締めくくり、午後3時解散となった。

　東日本大震災から5年を期
し、千葉教区は、8月28日、
震災時、千葉県で最も多くの
犠牲者を出した旭市にて教区
大会を開催。勉強会の後、震
災で亡くなられた霊魂のほ
か、水難者、海難者、すべて
の霊魂に対する慰霊供養が行
われ、教区を越えて千葉県在
住の会員44名が集った。
　当日は、旅館「旭楼」を会場に午前10
時半より勉強会を開始。浅利親範教区長
挨拶に続いて、稲子知義教区担当は、「家
族が津波に呑まれた方が毎日、献花や供
養を続けている。そんな方々の思いに寄
り添い本日の供養をさせていただこう」
と挨拶。本部出講の藤原博指導員は、天
茶についての功徳、尊さを説明し、自ら
の体験に基づいた天茶供養の大切さが伝
えられ、供養の前の心構えを学んだ。
　午後は、飯岡海岸に面して建つ「いい
おか潮騒ホテル」へ移動し、館内施設の
旭市防災資料館を見学。死者・行方不明

家族で楽しい工作教室
埼玉教区・こども会

　8月21日、埼玉教区こども会は、毎年
好評となる第4回夏休み親子孫工作教室
を開催、会員約70名、地域住民約200
名が御霊地に集った。今年も斉藤木材工
業（北本宿支部）の職人をはじめ、多く
の奉仕の協力のもと行われた。
　当日は、台風の合間の晴天に恵まれる
中、午前9時に行われる御霊地道場の朝
礼を子供たちと共に参加した後、お山の
木陰で会員と北本市民が一つになって木
製の椅子と表札作りに汗を流した。
　昼食は教区の奉仕者によるカレーライ
スとこども担当者によるかき氷が振る舞
われた。午後はゲームやクイズ、ビンゴ
大会で盛り上がり充実した一日となった。

田村常任理事ご逝去
「命がけ」を貫いた解脱人生

防災を学び慰霊供養を厳修
千葉教区
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　毎年恒例の「みど
り祭り」が9月4日
に開催され、北関東
ブロック青年部が社
会貢献奉仕活動の一
環として汗を流し
た。　　
　当日は雨天のため、会場を
御霊地お山から解脱錬心館に
移して行われた。産地直送野
菜、焼きまんじゅう、フリフ
リチキン、焼きそばなどの模
擬店は、多くの人で賑わいを
みせた。
　館内では今年も一般参加者
によるフリーマーケットが行

われたほか、無料の足もみコー
ナーが設けられ、解脱太鼓「あ
ばてい」の演奏が披露される
など、地元北本市民に楽しん
でいただこうと様々な工夫が
凝らされた。
　今年はスーパーボールすく
いや射的、工作、らくがきせ
んべいなどの子供向けコー

ナーが充実。声を弾
ませる子供の姿が多
くみられた。
　みどり祭りの収益
は「北本市緑と花の
まちづくり基金」に
寄付される。

　8月26日〜28日、東京第
6教区では、第12回夏の三聖
地巡拝を開催、多くの家族 (合
計111名 )が参加した。
　26日午前8時半、朝発組が
四谷よりバスで出発。午後3
時に伊勢神宮に到着後、外宮
を参拝した。翌27日朝、内
宮宇治橋前にて夜発組と合流
し、全員で結団式を行った。
朝比奈憲一教区長挨拶に続き、
音羽悟神宮司庁広報課長補佐
より歓迎の挨拶を頂いた後、
宇治橋を参進し内宮を参拝。
また、橿原神宮では参拝後、
久保田昌孝宮司より挨拶を頂

き、神武天皇御陵を参拝した。
　28日は、京都の御寺泉涌寺
を参拝。霊明殿では、上村貞
郎長老猊下より、「毎年、親子
孫が参加してくださる6教区
様を歓迎し、感謝申し上げま
す」と挨拶を頂戴した後、解
脱金剛宝塔前へ。　
　宝塔前では、大粒の雨が降
る中、巡拝完遂の御礼と今後
の精進を誓い、巡拝を締め括
った。今回初参加の方からは
「特別な空気を感じた」「素晴
らしかった」などの声が聞か
れ、三聖地の尊さを身をもっ
て実感できた参拝となった。

聖地巡拝、親子孫が揃って
東京第6教区・第12回 三聖地巡拝

市民と会員が交流を深める
北関東ブロック・みどり祭り2016

　神静圏域（神奈川・
静岡両教区）が開催し
ている健康指導研修
は、目を見張らせるも
のがある。
　今年度から特に社会
貢献活動をテーマに、
健康指導担当員が中心
となって自主的に地域
で取り組み、以下のような
内容で行われている。
　3月 28日には、小田原
市高齢者介護施設「鴨宮ケ
アセンター」にて、足もみ
ボランティア活動。5月
28日には、小田原市が奨
める出張講座を取り入れ、
認知症サポーター養成講座
を開講。その際、当日の講
師が勤める老人施設へ足も
みに行く許可を得た。6月
27日には、小田原市消防

署の協力を得て、救命救急
講習を開講。AEDの使い
方や、イザという時の対処
法を学んだ＝写真。
　8月 28日には、小田原
市高齢者介護施設「れんげ
の里」と「みんなの家ほり
のうち」にて足もみボラン
ティア活動を行った。この
ように健康指導から社会貢
献への道が広がってきてお
り、さらなる今後の活動が
期待される。

社会貢献できる健康指導
神静圏域・健康指導研修

　解脱書道会の会報「大雁」第149号

が発行されました。あなたも書道を始め

てみませんか。まずは封筒に「会報希望」

と朱書きし、82円切手2枚を同封して、

「大雁」を下記へ請求してください。

〒160-0007  東京都新宿区荒木町 4  
解脱書道会事務局

書道を始めてみませんか！

　長野県黒姫高原で、澄
んだ空気と清らかな水の

恵みを受けて育つ私たち

の天茶。それを原料とす

る天茶飴は誰にでも気軽

に楽しめるまろやかな味

です。詳しくは解脱会事

業部（03-3353-2191）

まで。300円（110ｇ・25粒入）

今月の事業部商品『天茶飴』


