
◀

今月のみさとし／身を捨てて事に当たる真剣の涙が湧くならば、出来ないことは何もない。（ご聖訓第8巻90頁）

◀
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　インターネットで “解脱会” を検
索して直ぐに見つかる「解脱会ホー
ムページ」はチェックしてますか？
　「会員専用ページ」には知りたい情
報がいっぱい！　来月の行事予定や
ニュースレターの更新はもちろん、
工事中だった奉祝立教90年記念ペー
ジや懐かしの「ペン＆ギンのもっと
知り隊」が登場。音声配信コンテン
ツもおススメです☆

家庭づくり、人生づくり
をしてまいりましょう」
と研修生の支部での活躍
に期待を寄せた。また、
大賀修法部長より「御五
法修業の目的と心得」に
ついて、午後には岩田始
修法部主任より「仲介者
の心得」について学習した後、事前に選
択した2つのコース「初期の霊動」「霊
動編」にそれぞれ分かれ、40分間の講義
を受けた。その後、9班に分かれての実
修となった。翌27日も引き続き実修が

　5月26日から27日にかけて、今年1
回目となる仲介者養成コースが御霊地・
解脱研修センターにて開催され、全国か
ら47名が参加した。
　午前10時開会。まず大賀光夫修法部
長が「研修での学びを “心棒” として、
そこに支部での仲介の経験を肉付けして
いくことが大切」と挨拶を述べた。続い
て西村晴雄教務局長が、『ご聖訓』などの
金剛さまのお言葉を紐解きながら「み教
えの基本」について説き、奉祝の年に際
して、「仲介者は支部の中核を担う立場。
本年を起点として、明るい支部づくり、

仲介者養成コース

研修の学びを「心棒」として

行われる中で、休憩中には班担当者を囲
んで日頃の仲介での悩みを相談したり研
修生同士で深く語り合う光景も見られ
た。最後に安達武寿布教本部員の講話で、
研修で学んだことを支部や教区へ持ち帰
り、他の会員と共有することが大切と伝
えられ、午後3時閉会。
　研修生からは「修業者の心の成長を共
に喜べる仲介のあり方を学べた」「仲介
の役目に苦手意識があったが、今後は進
んでお使いいただきたい」など前向きな
感想が多く寄せられた。支部に貢献でき
る人材育成に期待の高まる仲介者研修
は、今後7月と9月に開催予定である。

　5月 20日、長野県信濃町にある黒姫
出張所にて第48回黒姫弁財天大神例祭
及び第46回天圀蔵五柱五成大神例祭が、
藤原博内務局長をはじめ地元・横川正和
信濃町町長や来賓、甲信教区会員、天茶
耕作者組合員らが参列して行われた。
　式典は各外宮にて祝詞奏上、玉串奉奠、
拝礼行事と厳かに行われ、日々頂く天茶
の恵みに感謝の誠が捧げられた。
　直会では、横川町長より祝辞を頂いた。

　本部道場の氏神である須賀神社の例大
祭が6月1日〜4日にかけて催された。
　毎年恒例となっている地元・荒木町の
神輿接待を2日、本部玄関でお迎えした。
　午後2時頃には元気な子供神輿・山車
が訪れてお菓子と飲み物を＝写真上。6
時頃には威勢のいい大人神輿＝写真右＝
が訪れて飲み物とつまみをそれぞれ本部
職員が振る舞い、当日、本部周辺は賑や
かな掛け声に包まれた。

天茶の恵みに感謝
黒姫出張所・御守護神祭

例大祭で神輿接待
須賀神社例大祭

岩田修法部主任より心得を学ぶ 大賀修法部長の話に真剣に耳を傾ける研修生

お示し頂いた霊魂へ真心の天茶供養を厳修する

　解脱会ホームページ
毎月更新中！
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　昼食をはさみ、午後の学習１では西脇
武利教育部主任より「私たちの聖地」と
題した学びの時間が持たれ、心、身体、
経済、家庭それぞれの健康維持のあり方
についてグループディスカッションを
行った＝写真左。学習２では堀川教育部
主任より「超高齢社会における健康指導
の学び」と題して、現在各地で取り組み
が進んでいる足もみ活動について、実習
とユーモア溢れる話を通じて学びを深め、

　今年で６回目となる九州１日コースが
6月2日、サンメッセ鳥栖にて開催、九
州各支部より56名が参加し、研鑽した。
　開講式に続くアイスブレイキングでは
二人一組になり “み教え” や “命の尊さ”
をテーマに語り合った。
　「金剛さまの遺されたもの─御五法の
尊さ─」と題して行われた宮坂保徳教育
部長の講話では、先祖・我・子孫は一体
であるとの認識に基づき、心直しの学び
を進めるために、唯一人を全身全霊でお
導きさせていただくことが大切であり、
そこに御五法の尊さが顕れると示した。

人との関わりの大切さを学び、社会奉仕
にお使い頂くことの尊さが強調された＝
写真右。閉講式では、宮坂部長より「人
心救済」に向けた取り組みの道が示され、
『真行』の最後のご文章を全員で音読し、
私たちの使命を自覚して研修を終了した。
　参加者からは、心身共に満足が出来た、
金剛さまの教えをもっと学びたいと思っ
た、足もみを周囲の人にさせていただき
たい等、前向きな感想が多く寄せられた。

奉祝の年の躍進を誓う
九州１日コース

務局長が先達となり、勤行。一同が皇祖
皇霊に礼拝し、懺悔文、般若心経を唱えた。
　勤行後は、上村長老猊下が結縁者に対
し結縁之証と折五条、表彰者に対し感謝
状と記念品を一人ひとりに手渡された。
その後、記念撮影が行われた＝写真上。
　妙応殿での斎食では、まず上村長老猊

　御寺泉涌寺・霊明殿において、6月4日、
御寺泉涌寺護持会結縁報告・会員各家先
亡諸霊追福法要及び表彰式が上村貞郎長
老猊下を導師に執り行われた＝結縁者・
表彰者は下記参照。
　職衆の読経が続いた後、参加者一人ひ
とりが進み出て焼香。引き続き藤原博内

御寺泉涌寺・結縁法要

未来永劫に護持し奉る誓いをもって

下より、今上陛下ご在位30年の喜ばし
い年にたくさんのご縁をいただいたこと
への謝意が表された。
　続いて、渡辺孝彦理事長が挨拶に立ち、
法要と表彰式が執り行われたことに御礼
を申し上げると共に「三聖地の一つであ
ります、この御寺泉涌寺。解脱会の教え
の一環として、どうか未来永劫、護持し
奉る気持ちで努力していただきたい」と
の言葉で締めくくった。

ご家族で結縁された中嶋久一伊賀友生支部長

平成 30 年度　護持会 結縁者

清水　隆善	 (新潟加茂）
中町　恭子	 （日本橋中央）
仙田　光春	 （日本橋中央）
平本　義雄	 （台　東）
加藤　眞一　　　		　（名古屋太閤通）
岡田　節子	 （滋賀大津）

中嶋　　晃	 （伊賀友生）
中嶋　久一	 （伊賀友生）
中嶋　結佳	 （伊賀友生）
中嶋　美代子	 （伊賀友生）
笹倉　範久	 （丹波山南）
和田　縫子	 （道後石手）

平成 30 年度　護持会 表彰者

安達　健寿	 （福島二本松）
川瀬　康裕	 （新潟青山）
北原　伸幸	 （高崎中央）
北原　幸子	 （高崎中央）
川口中青木支部	
石井　清子	 （埼玉北本宿）
飯田　俊郎	 （秩父中村）
稲子　知義	 （中　野）
田中　喜夫	 （御徒町）

木島　英子	 （川崎下作）
道田　正俊　　　　		（茅ヶ崎共恵町）
松本　　崇	 （愛知平和町）
水野　正信	 （愛知平和町）
原　總一郎	 （名古屋笹島）
田中　角栄	 （大阪南）
和田　雄士	 （兵庫西山﨑）
小林　敬治	 （徳島渭北）

●趣　　旨：解脱金剛尊者のご遺志に則り、泉山護持会員を募り、その会

費を御寺泉涌寺に献納して泉山護持の精神を具現化するもの。

●護持会費：年額 10 万円又は 5 万円（一括納入）。

●納入方法：入会時は会員申込書に会費を添え、支部を通して納入くださ

い。次年度からは本部より納付書を送付いたします。

●献納時期：11 月、御年祭時。

●篤志奉納者：継続会員でなく、希望により任意に納める方のこと。随時

受け付けております。金額は 10 万円又は 5 万円（一括納入）。

　※ 詳細は本部・総務部（03-3353-2191）までご連絡ください。

御寺泉涌寺護持会員の申込について
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を行い、昼食は女性部が腕を振るった特
製カレーライスを皆で美味しく頂いた。
午後はパン食い競争や玉入れ、二人三脚
リレーの種目を競い合い、気持ちの良い
汗を流した。
　また、体育館裏には健康学園ブースが
設けられたりと様々な担当が協力した行
事となり、有意義な一日となった。

のご真筆を書き
遺された。その
後、昭和25年に
故・池内マサ氏
を中心に安養寺
境内に石碑を建
立。以来 69年
間、先人先覚者
により祭事が続
けられてきた。
　式典は午前11時より行われ、国歌斉唱、
拝礼行事に続いて笹倉範久教区長による

敬白文奏上と続き、笹倉、
西田両教区長をはじめ各
役員が順々に献花を行っ
た後、参加者一同が心を
一つにして真心からの供
養塔への天茶供養、並び
に天茶の撒き供養が行わ
れた。

　4月29日、神戸教区は家族スクールと
して、今回は親・子・孫が集う「運動会」
を北神ふれあいセンターにて開催、60
名が参加して楽しんだ。
　好天に恵まれ
た当日、開会宣
言に続いて西田
義信教区長の挨
拶の後、競技が
スタート。午前
中に障害物競走
やドッヂボール

　4月 30日、兵庫県宍粟市の安養寺境
内にて第69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が開催さ
れ、兵庫県内外から180名が参加した。
　当碑建立の経緯は、金剛さまがご在世
中、しばしば宍粟の地を訪れ、「いずれ
時期が来たら建立するがよかろう」と “和
気家祖先代々之霊・一家一門・家臣一統”

親子孫が集う運動会
神戸教区・家族スクール

尊者のご精神を受け継いで
兵庫教区・和気家の塔建立記念祭

　天茶供養を厳修、小林輝道保存会長の
挨拶の後、稲子指導員は挨拶で「霊魂の
安霊なくして土地の発展はない」と述べ、
慰霊祭の継続を期待した。また各来賓の
挨拶の中でも同様の声が上がり、参加者
一同、霊魂の安霊を祈り、今後も慰霊祭
を続けていく決意を新たにした。
　式典後の直会では、和気あいあいとし
た雰囲気の中で親睦を深めた。

　4月29日、第80回石神井城址慰霊祭
が、東京都練馬区の石神井公園内にある
石神井城址において、東京第3教区と石
神井城址保存会により執り行われた。
　午前11時、慰霊祭に先立ち、本部よ
り出講の稲子知義指導員、教区役員、会
員有志が集い、氷川神社や三宝寺池畔の
厳島神社、水神社を参拝後、豊島氏ゆか
りの殿塚、姫塚で天茶供養を行った。
　正午からの式典は、来賓として地元選
出の国会、都議会、区議会議員方を始め、
地元氏神・氷川神社の宮司、地元の町会
長、商店会長が参列する中、行われた。

更なる継続を誓う
東京第 3 教区・石神井城址慰霊祭

　北海道道南教区では4月 22日、教区
前期修法研修を開催、20名が参加した。
　午前10時に拝礼行事、車康平教区長
の開会挨拶に続き、岩田始指導員より「神
関係」について解説があり、修法シート
をもとに、霊動の意味や注意点を学んだ。
　午後からは3グループに分かれて実修
に移り、熱心に仲介を行なう参加者の姿
が見られた。質疑応答に続いて、岩田指
導員より研修のまとめがあり、終礼行事
をもって午後3時に閉会。充実した研修
となった。

霊動の意味を学ぶ
道南教区・修法研修

　東京第6教区は4月29日、春季大祭
準備の御霊地清掃奉仕に合わせて行う恒
例の子供大会を開催。今回は奉祝立教
90年に合わせた企画、「金剛さまとのふれ
あい」をテーマに、解脱金剛宝物館を会
場にスタンプラリーを行い、保護者含む
合計48名が参加した。
　まず清掃奉仕者と一緒に拝礼行事、朝
比奈憲一教区長の挨拶後、宝物館へ移動。
小林彰志管理部次長より挨拶と説明の
後、グループに分かれて、設置した7ヵ
所のチェックポイントにあるスタンプを
押して廻りながら拝観した。すべて廻り
終えた子供たちは記念に金メダル型の
チョコレートが配られた。続いて記念館
を見学し、記念撮影、閉会挨拶後、清掃
奉仕者と共に終礼行事を行い、鼓笛隊の
演奏が披露された後、解散となった。

宝物館でスタンプラリー
東京第 6 教区・子供大会

和気家の塔
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数名の指導員らが「大日如来を世に出せ」
とのお告げを受け一同で小詞を発見。「大
日講」を組織して平成15年まで祭礼を
行い、その後も群馬教区が春祭を厳修し
てきた。平成17年に大日如来の堂宇と
四柱が祀られた社殿が現在の場所に新装
され、合わせて別に祀られていた四柱の
神々が裏山より遷座された。現在、毎年
5月24日に祭典が行われている。

　新緑が萌える5月 24日、第 14回下
仁田大日如来・四柱様祭典が埼玉、群馬
教区で構成する下仁田大日如来祭典委員
会主催、解脱会本部協賛のもと行われた。
群馬県甘楽郡下仁田町市野萱の山林中腹
の会場に、来賓の岡野英夫顧問を迎え、
福澤文雄群馬教区担当ほか、関東一円の
会員合わせて約100名が集った。
　御祭神は昭和15年、下仁田の山中に
尊者が祭祀された大日如来、天五色大天
空大霊魂、天八大龍王大霊魂、天大圀主
大霊魂、天地表裏姫廻鬼門大霊魂の四柱。
後に無縁になっていたが、尊者ご遷化後、

　午前11時、開式。祭典委員長の山本
和雄教区長により敬白文が奏上され、祭
壇周辺の山の斜面に懇ろな天茶の撒き供
養が行われた。祝辞で岡野顧問は、「こ
の地に、金剛さまが御祭神されたのは、
日本がよりよくなるための何かが、ここ
から授かるからであろうと受けとめてい
ます」と述べられ、一同、参拝の気持ちを
新たにした。終了後、麓の公民館で高崎
中央支部会員の手料理で直会となった。

捧ぐ感謝の念、さらに篤く
下仁田大日如来祭典 写真左＝ご祭神が祀られる

傾斜地に作られた参拝場所
と、そこまでの山道の整備
はすべて高崎中央支部会員
の手により整えられた。また、
支部では毎月24日に参拝
に訪れ、山道の手摺りなど
の点検を行っている
写真右＝山道の入口

東竹治郎氏をは
じめとする、地
元支部長の3名
が中心となり同
43年に創建さ
れた。
　前日、5月26
日は静岡教区役
員により、当地
の各氏神さまを
廻る奉告祭が行

われた。伊東地区萬霊魂祭塔から始まり、
大室山浅間神社などの神々様に奉告した
後、一碧湖へ移動、経島に参拝、最後に
一碧湖神社の四柱（天八大龍王大神、天
五色弁財天大神、御守護水神、八岐龍王
大神）の神々様へ感謝の誠を捧げ、大祭
の奉告をした。
　翌、27日の春季大祭は好天に恵まれ
る中、朝8時に地元会員らは一碧湖神社
に集合。祭壇の準備、テント設営などの
準備に取り掛かった。
　午前11時より、修祓、献饌、祝詞奏上、
玉串奉奠、拝礼行事、み声拝聴、鈴木隆
司静岡教区長による式辞と続き、特別来

　静岡県伊東市、一碧湖西畔の一碧湖神
社において、静岡教区主催の奉祝建立
50周年第100回記念一碧湖神社春季大
祭が参加者160名の集う中、盛大に行わ
れた。この大祭に圏域を同じくする、神
奈川教区より30名の参加があった。
　一碧湖神社は、立教される以前この地
にしばしば来訪された金剛さまが、龍神
のはたらきを感知して、昭和5年頃に天
八大龍王大神を湖の中の経島に祀られた
ことに始まる。その後、昭和15、6年頃
に、杉山まつ伊東湯川支部長にいずれ時
が来たら神社を建立し、龍神を祀るよう
教示され、当時の静岡教区長であった伊

静岡教区

一碧湖神社建立50周年・第100回春季大祭を挙行！

賓の小野達也伊東市長が祝辞を述べられ
た。また、記念講演において出講の長老
さまは、「金剛さまのご意図、四柱の神
様の働き」について語られた。
　その後、万歳三唱、終礼行事となり、
一碧湖神社建立の感謝を込めて、真心か
らの天茶供養を捧げた。第2部直会では、
奉納演芸、紅白餅まきが盛大に行われ、
会場は歓声に沸いた。
　一碧湖神社と海老名萬霊魂祭塔の二つ
の行事を通じて神奈川、静岡両教区の交
流と発展を望んでいた故・村山正幸教区
担当。その願いが確かに進展しているこ
とを直会における両教区会員の笑顔の中
に感じることができた。

金剛さまが修行され直 に々龍神を祀られたという経島

鈴木教区長が式辞を述べる 一碧湖に天茶を捧げる 会場一体となり万歳三唱
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が交代で式典の運営から慰霊式の先達を
行い、今年は解脱会が担当。東京第3教
区の寺嶋豊教区長が導師を務め、約150
名の参加者が般若心経を読経する中、天
茶供養が捧げられた＝写真右。
　また、釜石大町支部の合澤洋子さんが
体験を披瀝。東日本大震災で甚大な被害

者 7名を含めた合計 158名
が集った。
　大会では、太田豊地教区長
より紹介を受けた後、吉岡先
生が「命の大切さ、つながる心」をテー
マに講演。ミャンマーをはじめ医療の届
かない国や地域にて無償で行っている診
察風景や患者の様子などの現場での映像
をスクリーンに示しながら詳細に話され
た。また先生がリーダーを務める末期が
ん患者の家族に思い出を作るお手伝いを
する「すまいるスマイルプロジェクト」

　東京第3教区・中野支部加盟の区内の
宗教者で結成されている「明るい社会づ
くり中野区宗教者懇話会」主催による「第
19回いのちの尊さを祈る日」の慰霊式
典が5月20日午後2時より、新井薬師
梅照院にて営まれた。
　この式典は、東京・山の手大空襲のあっ
た毎年5月に開催し、空襲と東日本大震
災、交通事故などの犠牲者の安霊を祈り、
命の尊さを訴えている。毎年、加盟教団

　滋賀教区では6月3日、「命と向き合い、
生かされていることに感謝し、会員同士、
友人、知人との繋がりを深める。お互い
に助け合い喜びを分かち合い尊い教えの
学びを広める」をテーマに、湖北勤労福
祉会館・臨湖にて女性の集いを開催した。
この日、解脱会が「副食を献じる運動」
や「まごころ募金」で支援しているNPO
法人「ジャパンハート」創設者の吉岡秀
人先生の奥様であり、同時にジャパン
ハート理事長を務める小児科医の吉岡春
菜先生を外部講師に迎えて、大会初参加

滋賀教区・女性の集い

ジャパンハート・吉岡理事長を迎えて

を受けた時の状況や不自由な避難生活と
将来への不安で心のバランスを失いかけ
た当時の心境を吐露しながら、足もみ隊
の奉仕活動や被災者と助け合う生活の中
で笑顔を取り戻した経緯を述べ、改めて
命の尊さや人の絆の大切さを訴えた。

などの活動紹介を受け、募金が活かされ
ていることを実感した会員からは、さら
に気持ちを入れて続けたいなどの感想が
聞かれた。
　その後は、解脱3分間体操、梅干し体操、
琵琶湖周航の歌の合唱。役員が持ち寄っ
た景品で抽選会を行い、最後は和やかな
時間を共有し交流を深めた。

教理を越えて命の尊さ訴える
中野区・新井薬師で慰霊式典

「自分の命と自分以外の存在
に感謝する心が生き抜く力を
生む」と訴える合澤さん

　第2部では、当神社に伝わる伝統の放
鳥の儀・放魚の儀の後、天茶供養が厳修
された。今年も神社に訪れた一般参拝客
にも天茶供養に参加して頂けるようにと
般若心経が印刷されているプログラムを
配布し、会員と共々に天茶供養を行った。
　祝辞では恵良宮司が立たれ、当教区の
奉仕に謝礼を述べられながら、さらに当
行事の発展に期待を寄せられた。
　本部出講の岡野英夫顧問が記念講演に
立ち、弁財天の神徳を頂きますます世相
善導・人心救済に向かうべく激励した。

　東京第 4教区は 5月 27日、第 49回
洗足池弁財天例大祭を開催し、洗足池風
致協会の協力のもと地元の方々と解脱会
員、総勢260名が参加した。
　式典の第1部では、千束八幡神社・恵
良彰紀宮司の祭主のもと、奉祭の儀、玉
串奉奠の後、宇佐見光男教区長の先達に
より拝礼行事が行われた。

　第3部の直会では、関日出夫常任理事
の発声による乾杯の後、教区鼓笛隊の演
奏や会員有志のダンスなどで、地元住民
と解脱会員が共に楽しい一時を過ごした。

洗足池弁財天例大祭
東京第 4 教区

　解脱書道会の会報「大雁」

第 156 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。
　　東京都新宿区荒木町 4  

解脱書道会事務局

　立教90年・解脱金剛70年祭を祝し、解脱金剛御生誕祭にて「奉祝 書道展」を開
催いたします。
　これまで本誌に掲載された優秀作品・応募作品を審査した上で展示いたします。また、
金剛さまの「ご遷化の間」では、ご真筆がご覧いただけます。さらに特別展示室を設け、
初代『大雁』代表の稲子竹峰先生や二代目代表の加藤昭堂先生の作品他、これまでの
指導者の方々や本会役員の先生方の作品なども展示いたしますので、友人・知人等お

誘い合わせの上、お越しください。

●開催日時　11 月 27 日　10 時～19 時　28 日　7 時 30 分～16 時
●場　　所　解脱金剛記念館

書道を始めてみませんか！「奉祝 書道展」のお知らせ
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支部の歴史を綴ったスライ
ドショー上映に続いて、飯塚
健一支部長が、「時代の波に
翻弄され、また助けられての

50年でした」と自らの足跡を振り返った。
　続いて長老さまの記念講話では、初代
支部長の「絶対感謝に隙間がない」の言
葉にふれ、み教えによって代々受け継が
れてきた支部長を称賛された。
　その後、支部長から新支
部長へ支部旗を手渡す支部
継承式があり、続いて長老
さま、武前桂三台東支部長、
健一支部長それぞれご夫妻
へ花束が贈られた＝写真。
第2部は、先ず義康新支部
長が、金剛さまを始め先人

ら受け継いだ角筈
支部を下元友次氏
が改組して設立。
その後移転と共に
初台支部、多摩支
部と名称変更し現
在に至る。今回は
四代目となる三室
喜義支部長の継承
10周年の祝いも兼ねて行われた。
　第1部・記念感謝会は午後1時に始ま
り、国歌斉唱、拝礼行事と進み、支部長
挨拶では本日の謝意が述べられ、続く記
念講話において長老さまは、「ご縁と道」
をテーマにみ教えの尊さを説かれた。
　第2部・祝賀会は、阿曽沼孝允教区長
の祝辞の後、稲子知義相談役発声による

年に惇氏が二代
目支部長に就任
し、現在に至っ
ている。

　午前11時に始まった第1部式典では、
秋山支部長が「今回参加された一人ひと
りがみ教えの伝道者としての覚悟と自覚
をもって活躍していただきたい」と挨拶。
来賓祝辞では、氏神である大宮氷川神社
の東角井正臣権宮司、飯田俊郎常任理事
代務者が代表して述べた。

　記念講話で
は出講の岡野
英夫顧問が
「金剛さまが
お遺しくださ
ったみ教えを
活かし、建国
以来連綿と伝

　5月 26日、茨城小田支部では、創立
50周年記念感謝会、並びに支部御守護
神である小田五行不動明王開眼55年の
祝賀会が浅草ビューホテルにて行われ、
長老さまご夫妻、渡辺孝彦理事長をはじ
めとする来賓や縁の深い支部長、会員ら
総勢150名が出席し、お祝いした。
　同支部は昭和43年に台東支部から飯
塚虎夫氏が独立して設立。そして妻の幸
子氏が二代目、長男の健一氏が三代目を
継承し、当日は孫の義康氏が四代目支部
長を継承し二重の祝いとなった。
　第1部は、国歌斉唱、拝礼行事の後、

　多摩支部は5月20日、創立70周年・
支部継承10周年記念感謝会を中野サン
プラザにて行い、長老さまご夫妻をはじ
め教区支部長並びに縁のある会員、支部
会員ら合計93名が出席し、祝い合った。
　同支部は昭和22年に廣川千恵子氏か

　大宮土呂支部は5月 20日、支部創設
80周年記念感謝会を大宮清水園にて開
催、縁ある支部長、支部会員ら合計約95
名が参加し、終始和やかな雰囲気の中で
行われた。
　当支部は、金剛さまより直接学びを深
めた秋山清氏が昭和15年に設立。同52

たちの思いを正しく受け継いでいきたい
と誓いの挨拶を述べられ、渡辺理事長と
岡野顧問からの祝辞の後、武前支部長発
声の乾杯で祝宴が始まった。茨城出身歌
手 “水城なつみ”歌謡ショーや “粋”をテー
マとした大抽選会、カラオケと数々のプ
ログラムに会場が沸き上がった。
　最後に上原功御徒町支部長の手締めを
もって記念祝賀会はお開きとなった。

乾杯で祝宴スタート。「支部70年の思い
出」スライドショー上映、廣川貞雄相談
役の祝辞の後、支部若手会員による「よ
さこい演舞」＝写真左、ものまねショー、
外れなし福引きで沸き、支部長への花束
贈呈と子供たちからの金婚式のお祝い、
支部長応援歌を全員で歌い、最後は万歳
三唱で締めくくられた。

えられてきた日本の精神を胸に刻み、責
任と誇りを自覚して生活してほしい」と
述べられた。
　第2部直会は、山本和雄埼玉教区長の
乾杯で始まり、「10年間の歩み」のスラ
イドショーに続いて、フラダンス、福引
きと支部女性部による健康体操が披露さ
れた。また、有名な津軽三味線の北村姉
妹の見事な演奏に会場は酔いしれた。最
後に支部長夫妻へ花束贈呈、万歳三唱で
盛大な祝宴はしめくくられた。

ご縁と道でつなぐ70年
多摩支部創立70周年記念感謝会

女性部が来賓と一緒に健康体操を披露

感謝、そしてさらなる飛躍を
茨城小田支部創立50周年記念感謝会

み教えの伝道者としての覚悟と自覚をもって
大宮土呂支部創設80周年記念感謝会
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員の皆様、ご先祖様、家族に支えられて
30年、父をはじめ関係の霊魂の導きに深
く感謝しています。9月に還暦を迎えま
すが、拝命時の初心を忘れずに会員の皆
様と一層の精進をしたい」と気持ちを新
たにし、支部会員と共に記念の秋季大祭
に向けて報恩を誓い合った。

カフェ」「ベビー
ルーム」と各エリ
アに分かれて参
加しやすいプロ
グラムとなった。
　将棋エリアで
は、個々に将棋を楽しんだ他、将棋を知
らない子供たちには、初心者向けの将棋
ゲーム＝写真上＝や各教区のこども会担
当から学び将棋に親しんだ。
　また、子育て世代のお母さん達は、「ヤ
ングママカフェ」エリアにて、子育て・

出産の悩みや不安を語り
合いつつ、各教区女性担
当の体験や金剛さまのご
指導から子育てに関する
み教えを共有。その間、
乳幼児たちはスタッフが
ベビールームで預かり、
お母さんたちが安心して
学べる環境の中、充実の
一時を過ごした。

　研修では、発声練習をはじめ、出講者
2名が実践演習として「最近の印象的な
出来事」をテーマに発表。また、「笑顔と
口の体操」「ボイストレーニング&活舌
練習」「腹式呼吸」などの演習があり、今
後のために役立つ技術を深めた。支部や
茶話会の講話やお導き活動などで大いに
発揮されていくことが期待される。

　川口中青木支部の岡田清孝支部長が、
奉祝立教 90年の第 172回春季大祭を
もって支部長拝命30年を迎え、5月 5
日、故・岡田實名誉支部長の十三回忌法
要を営み、誓いを新たにした。
　当支部は、蒲田支部で学びを深めた岡
田實氏が「川口に解脱のみ教えを」と昭
和46年7月に設立し、初代支部長に就任。
同63年 5月に清孝氏が2代目支部長に
就任し、現在に至っている。
　岡田支部長は節目にあたり、「支部会

　中部圏域は6月3日、中部道場青年講
座終了後、子育て世代のお母さん達が楽
しく会話しながら参加してほしい、と「第
1回すくすく広場」を開催し、母子など
計88名が参加した。また、親子が一緒
に楽しめる内容をめざし、地元愛知の藤
井聡太棋士の快進撃でブームの「将棋」
エリアをはじめ、「ゲーム」「ヤングママ

　5月 27日午後1時より、中部三教区
合同の中部圏域出講者研修を中部道場に
て開催し90名が学んだ。
　今回は、「心に響く話し方」3シリーズ
の最終回。引き続き外部講師に石倉有規
氏を迎え、出講者として伝えるべき事を
相手が理解できるように伝えるためのス
キルアップを図った。更に今回は、前回
のアンケートを参考に、あがり症や早口、
話し方の癖など様々な短所を克服するた
めに石倉氏が独自のカリキュラムを作
成、より学びの深い内容となった。

支えられて30年
川口中青木支部拝命30年

お母さん達が楽しく参加
中部圏域・すくすく広場

心に響く話し方講座
中部圏域出講者研修

　5月20日、名古屋第1教区女性部は、
中部道場の氏神様清掃奉仕と役員研修会
を開催し、26名が参加した。
　中部道場の氏神様である熊野社の清掃
奉仕は、女性部副班長以上の役員が毎年
行う恒例行事で、今年で9年目を迎えた。
　拝礼行事、開会挨拶の後、清掃奉仕を
行い、氏子総代の役員より、「例祭の前
に毎年きれいにしていただき、感謝して
いる」と御礼の言葉を頂いた。
　終了後は道場に移動して天茶供養の
後、三聖地巡拝出迎えで担当した天茶接
待の反省会を行った。そしてまた今夏の
巡拝錬成や秋の記念大祭に向けて、役員
としての自覚を持ち、活動していくこと
を誓い合い、解散となった。

自覚をもって活動
名古屋第 1 教区・氏神様清掃

New 天茶供養器

　多くの皆さまのご要望に応え、プラ
スチック製の供養器が登場しました。
ご高齢の方にとっても軽量で扱いやす
く、新入会員の方にもお求めやすい価
格の供養器です。金剛さまがお遺しく
ださった尊い天茶供養を通じて、一人
でも多くの方に幸せになっていただく
ために、そして、いつまでも続けてい
ただけるようにと、祈りをこめて作り
ました。 定価4,000円（税込）

好評発売中！

●ご購入・お問い合わせ
解脱会事業部（TEL03-3353-2191）
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奉祝 立教90年 秋季大祭について
─── 行事日程 ───

●10月10日（水）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　9：30　奉告祭
　10：45　万部御法楽（五智如来堂）

　11：30　大祭本祭式典
●10月13日（土）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　11：00　解脱金剛奉賛会幹事会（解脱錬心館）

　13：30　支部認証式（解脱研修センター）

●10月14日（日）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　9：50　全国鼓笛隊ライブ
　10：30　記念大祭式典＜第 1 部＞

「先祖と私、私と子孫をつなぐ祈り」

入場行進（全国教区長、支部長）・開会の辞・国

歌斉唱・大祭の歌斉唱・拝礼行事・尊者のみ声拝

聴・おみたま櫃奉迎安置の儀・万霊大供養・「お

言葉」・「式辞」渡辺孝彦理事長・来賓祝辞・来賓

紹介・会歌斉唱・終礼行事・閉式の辞

　11：50　記念大祭祝宴＜第 2 部＞
「みんなで創る立教 90 年記念大祭」

青年部パフォーマンス・解脱錬心館演武・木遣り・

鏡開き・乾杯・こども山車、神輿巡行（二基）・

滋賀／東京第 3 教区合同「よさこい演舞」・神奈

川教区バトントワリング“チェリーズ”・新潟三

条支部会員「ピアノ演奏」・歌とアコーディオン

演奏のパフォーマンス等

　14：00　閉式（13：00 中締め）

●10月16日（火）■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
　　9：30　浄炎炉点火式　

◆各種〆切　
　◯ 8 月 15 日　宿泊申込　◯ 9 月 10 日　大祭弁当申込　
   ◯ 9 月 15 日　万部供養

　研修テーマ：生命への感謝と報恩の精神を発揮すべく、健

康指導シートに基づいて自他の健康増進と笑顔あふれる社会

づくりに貢献できる技術を身につけよう！

●日程：8 月 25 日（土）〜 26 日（日）

●会場：関西道場

●対象：どなたでも参加できます

●定員：50 名

●費用：10,000 円

　　　　（1 日参加可能）

●申込〆切：7 月 26 日

●内容：奉仕活動（草取り、ペンキ塗り）を通じ、来る奉祝

立教 90 年の記念秋季大祭に向けて御霊地整備に貢献。そし

て心身を浄め、リフレッシュしましょう！

●日程：8 月 9 日（木）・10 日（金）・11 日（土）

●対象：奉仕活動ができる健康な方

●費用：5,000 円（2 泊 3 日）、

　　　　※ 日帰り 1,000 円／日（昼食付）

●申込〆切：7 月 11 日

●持ち物・服装：

　帽子、タオル、軍手、

　雨具（雨がっぱ）、

　奉仕作業ができる服装（動きやすく汚れても良い服や靴）

第156回 
健康学園コースin関西道場 奉祝立教90年 御霊地勤労奉仕

●申込み・問い合わせ：解脱会教育部　健康指導・研修係（TEL03-3353-3667）       御霊地健康指導室（TEL048-593-0190）

●注意事項

◯今大祭に限り、御霊地に宿泊できる方は公共交通機関でお越

しの方のみとなります。その他の方はホテル泊（本部手配）

となりますのでご協力よろしくお願いします。

◯駐車場は、大型バス・マイクロバス・乗用車とそれぞれ駐車

場が異なり、各台数も限られております。前もって申請され

た数と変更になる際は、必ず本部総務部にご連絡くださる様

お願いいたします。

◯首都圏会員（東京1～7、千葉、茨城、埼玉、群馬、神奈川）

の駐車場はスポーツセンターとなり、御霊地宝物館駐車場ま

でピストン輸送のバスが運行いたします。

◯首都圏会員（同上）は、太陽精神碑・本宿天神社・多聞寺・

岡野御本家の式典前の参拝は、混雑緩和のため各支部 2 名ま

での代表参拝となりますのでご了承願います。

◯貸出イスは数を増やして準備しておりますが、限りがござい

ます。必要な方は持参されるようお願いいたします。

◯当日に宝物館横駐車場にて露天商と共に北本市商工会が出店

いたします。商工会各店舗の、北本トマトカレーをはじめ煎餅、

お酒、骨付フランクなどの商品が予約販売されます。詳細は

7 月上旬に発送される解発号外をご覧ください。

◯お供物は直参、代参共に 10 月中に各支部に届くよう発送さ

せていただきます。


