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◀

今月のみさとし／喜びというものは、受くる身よりも送る感謝の身に多い。（ご聖訓第8巻137頁）

各 直 轄 道 場 で 新 年 初 会

Newsletter

慶春を祝い心新たに
全国的に穏やかな晴天となった 1 月 5 日、各直轄道場にて新年初会が盛大に執り行われ、
各道場に集った会員らは心新たに目標に向けてさらなる精進努力をすることを誓いあった。

◀

本部道場　道場一杯に会員が参集する中、
法主さまはじめ役員が御神前に整列し、
法主さまより新春を寿ぐ挨拶があった。
法話の中で法主さまは、「勤行をしっかり
行うことが家族ぐるみで学ぶ幸せづくり、
敬神崇祖の精神が育つ根本。さらに秘義
三法の実修によって、その心になりきれ
る」と本年度布教活動方針の意義と実践
の大切さを指導され、報恩行として副食
を献じる運動や茶話会活動等「できるこ
とから実践しよう」と締めくくられた。
御霊地道場　御神前に整列した役員を代
表して岡野英夫理事長が新年の挨拶をさ
れ、陛下の新年のお言葉をもとに、陛下
の御心に添う自分になるようにと述べら
れた。また本年の干支、丙

ひのえさる

申の年は「今

までに努力してきたことが実を結び、形
になる年」とされ、本年度布教活動方針
や会員実践目標を一つひとつ検証する大
切さを説かれた。
札幌道場　例年に比べ雪が少ない穏やか
な天候に恵まれ、森下勇道南教区長先達
の厳かな拝礼行事で開会。出講の宮島喜
逸指導員から今月のみさとしを中心とす
る講話があった。先祖供養の後は万歳三
唱で結び、最後は鏡開きが行われ、参加
者に樽酒や甘酒が振る舞われた。
湘南道場　役員が整列する中、出講の村
山正幸指導員が新年の挨拶を述べた。講
話においては布教活動方針について述べ
る中で、「会員として行うべきことは黙っ
て行い、他人にひけらかすことなく徳積

会場一体となり、先祖供養を厳修（御霊地道場）

みさせていただこう」と強調した。最後
に一同で万歳三唱し、躍進を誓い合った。
中部道場　出講の田村義雄指導員より役
員代表して新年の挨拶があり、講話では
布教活動方針・会員実践目標達成につい
て学ぶとともに、お互い金剛さまのみ弟
子として人心救済・世相善導のため皆で
努力させていただくことが示され、参加
者一同改めて胸に刻んだ。
関西道場　関西各教区をはじめ、四国・
中国からも会員が参集。廣川貞雄指導員
は、実践目標にふれ、地域社会への貢献
を通して地域の人々と調和していくこと
が国家・社会への貢献になり、自分づく
りにつながると指導し、会員一同さらな
る精進を誓い合った。

喜び多い年とすることを誓い（札幌道場）

御神前にて廣川指導員が年頭の挨拶（関西道場）心新たに躍進を誓い（中部道場）新年の挨拶で村山指導員が精進を呼びかけた（湘南道場）

東京地区の会員が参集する中、本部役員が整列。法主さまより新年の挨拶があった（本部道場）
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　例年にない暖かな日和とな
った元朝の御霊地・お山では、
関東地区青年部奉仕者による
五色うどんやお神酒、お汁粉
の接待に迎えられ、全国各地
から大勢の会員が集った。
　午前11時、太神社殿前に
本部役員が整列し、元旦祭が
厳粛に執り行われた。その中
で法主さまは、「立教90年の

節目の佳き年に向けて力強き
歩みを始め、ひたぶるに感謝
報恩の生活行愈々勇躍邁進せ
ん」と祈念の祝詞を奏上され
た。その後、法嗣さま、岡野
英夫理事長と共に参列者の新
年のご挨拶を受けられた法主
さまは、「修験実証、身をもっ
て会員一人ひとりが心・身・
霊、生活の浄化、健全化をは

かり、幸せに生きること」と
会員としての本年の指針を示
された。

　式典後、参加者はお神酒や
うどんに舌鼓をうちつつ、新
年の喜びを分かち合った。

立教90年に向けて力強い歩みを
元旦祭

　1月19日、御寺泉涌寺長老
上村貞郎猊下が3名の随行者
を伴い、天機奉伺のため東上
された。また御寺泉涌寺を護
る会副会長の中村芳夫氏も同
行した。当日、一行は午前に
皇居を訪問され、正午には本
部道場にお立ち寄りになり、

法主さま、法嗣さま、岡野英
夫理事長と新年の挨拶を交わ
された。その後、本部で昼食
をとられた後、東宮御所や各
宮邸を回られた。
　また1月4日には、仲田順
和醍醐寺座主猊下が新年のご
挨拶にお越しになった。

　12月23日、本部道場では、
午前9時の朝礼に続き、天皇
誕生日祝賀式が執り行われた。
　国歌斉唱、拝礼行事の後、
法主さまは、「慈悲大愛、無私
大愛が御皇室の伝統精神。尊
者がそれを非常に崇敬されま
した。解脱は皇室を離れて絶

対にありません」と述べられ、
陛下82歳の聖寿と皇室の弥
栄を祈念して万歳三唱が行わ
れた。その後、一行は皇居参
賀に参列、長和殿にお出まし
になられた天皇皇后両陛下に
対し、日の丸の小旗を振って
お祝い申し上げた。

本部道場にお立ち寄り
御寺泉涌寺天機奉伺

陛下の聖寿を心からお祝い
天皇誕生日祝賀式

　快晴となった1月10日、10
時より御霊地・太神社殿前に
おいて新年祈願祭が執り行わ
れ、田中宏明館長（御霊地局長）
はじめ、役員、門下生、保護

者らが参列した。　
　続いて解脱錬心館に移動、
年末に改修工事を終えた真新
しい床の上で門下生らは元気
に初振りを行った。その後は

鏡開きとなり、後援
会有志によるお汁粉
が振る舞われた。
　田中館長は新年の
挨拶の中で、「大き
な壺」の話を引用し、
「壺（自分）を満た
すためには、小石や

砂、水など、どうでもいい細
かいものからではなく、初め
にしっかりと大きな石（大き
な夢や目標）を入れることが
肝心」と述べ、また翌日から
始まる寒稽古に臨み、「眠い・
寒い・つらいという三重苦に

負けない精神をつくることが
大事。そのためには自分に克
つこと」と激励した。
　寒稽古は、午前は5時半か
ら7時まで、午後は4時から
5時半までの 2部に分かれ、
3週間にわたって行われた。

新年祈願祭・寒稽古
解脱錬心館
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全国各地で成人式

全国で仲間の節目を祝って喜びを分かち合う
1 月 10 日、青年初講座、ブロック青年会にて、成人式が行われた。

各地域ごとに成人を祝う内容が企画され、新成人となる仲間の門出を参加者全員で喜び合った。

　新成人2名を迎え、青年講座参加者全員でお祝いした。最初に出
講の奥出信夫指導員より温かい祝辞と記念品の贈呈があり、続いて
新成人が将来の夢を述べ、笑顔の奥に強い決意が感じられた。後半
は新成人の人生の節目に流行した曲のイントロクイズを行うなど、
和気あいあいとした雰囲気の中、2人の新たな門出を祝った。

　2名の新成人を迎えて行われた。出講の藤原了指導員は吉田松陰の
言葉を皆で学ぶと共に、「自分が読んだ言葉の意味を考え、かみしめ
て人生の糧にしていただきたい」と示した。その後、成人者へ記念品
と花束が贈られた後、成人者から二十歳を迎えた感想と決意が述べら
れ、会場から温かい拍手が贈られた。

　2年ぶりの成人式は、４名の新成人を迎えてお祝いした。出講の
堀精二指導員から、「解脱の尊さ、青年期における学び」について『真
行』を用いた講話があり、第2部では成人者の生い立ちムービーや
母親からの手紙、成人者からご両親へのお礼の言葉が述べられた。
最後は神奈川教区三役の「青年錬成歌」の替え歌「解脱あるあるの歌」
で会場が沸き、感激の涙あり喜びの笑顔ありの成人式となった。

　今年の新成人は、鈴木あゆみさん（名古屋瑞穂支部）を迎えて青年
講座参加者全員で盛大にお祝いした。出講の近藤貞男指導員の祝辞に
続いて、成人者から御礼の言葉が述べられた後、花束と記念品が贈ら
れた。続いて「二

は た ち

十歳の約束」と題し、成人を迎えての新たな誓いを
発表した後、父親からお祝いの言葉が贈られた。締めくくりに成人者
の軌跡をまとめた記念映像を上映し、終了となった。

　約400名の参加者が集い、20名の新成人をお祝いした。第1部
は岡野英夫理事長より成人者への祝辞と講話後、成人者代表よりみ
教えに邁進する誓いを込めた御礼の言葉があった。第2部は2名の
成人者の親御さんから手紙の朗読があり、大人の仲間入りをする成
人者に対し、み教えの尊さを改めて伝える等、喜びの成人式となった。

　法主さまをお迎えして行われ、新成人は津村真輝さん（北本宿支部）
が参加した。法主さまより「育ててくれた両親に感謝し、より良い国
作りに貢献してほしい」とのお言葉が贈られ、津村さんは「世のため
人のため日々努力精進いたします」と謝辞を述べた。終了後は太神社
殿にて正式参拝を行い、参加者全員で晴れの門出を祝った。

関西ブロック（関西道場） 西日本ブロック（香川多度津支部）

神静ブロック（湘南道場） 中部ブロック（中部道場）

北関東ブロック（御霊地道場）東京ブロック（本部道場）
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　晴天に恵まれた10月24日、神奈川教
区女性大会が湘南道場にて開催され、
110名が参加した。
　午前10時より開会。拝礼行事に続い
て掘精二道場長より、「女性は家庭の中心
でその働きは大である」との激励の挨拶
があり、その後、椎野光雄教区長挨拶、
そして体験発表があった。
　続いて本部出講の野瀨志津江指導員の
講話から、家族にみ教えを伝えていくこ

家族にみ教えを伝えよう
神奈川教区・女性大会

との大切さを改めて学んだ。その後、行
われた「能トレ体操」では、参加者たち
はなかなか頭と手の動きが合わないこと
に戸惑いながらも笑顔で楽しく行い、頭
のリフレッシュになった。
　午後から行われた年齢別のグループ

ディスカッションでは、体験や家族の話
などの話題が尽きず、参加者同士の交流
が深まった。最後に、お誓いの発表、終
礼行事で午後2時半、閉会。その後、茶
道部によるお茶の接待が行われ、和やか
なうちに散会となった。

　10月 25日、大阪教区修法研修が大阪
布教連絡所にて開催された。
　同教区は3年間で御修業日を全支部で
立ち上げることを目標に掲げており、今

回は仲介者の資質向上を目的に行われ、
15名が参加した。出講の武前桂三指導員
の講話では、各支部の御五法修業の現状
が確認され、御修業の尊さについて改め
て学んだ。その後、2グループに分かれ
て実修が行われ、質疑応答の後、午後3
時 45分に閉会。確かな手応えを得た参
加者たちはそれぞれの帰路についた。

大阪教区・修法研修

3年間で全支部に

こ ど も 会 行 事

　11月22日、東京第6教区は品川区に
ある「しながわ水族館」にて、こども会
大会を開催。「縁のある一般の友人、知人
をお誘いできる行事」を目標に掲げ、事
前の声がけを積極的に行ったことが功を
奏し、親子孫、会員以外の家族を含む総
勢70名が参加した。
　午前10時、水族館入口において大石
邦雄担任部長の開会挨拶の後、早速館内
を散策。しながわ水族館では海の生き物
や東京湾に注ぐ川の生き物の生息の様子
を上流から下流まで再現するなど、様々
な魚や生き物が展示されている。中でも

東京第6教区・こども会大会

迫力のあるイルカショーや、しぐさが可
愛いアシカショー、アザラシショーもあ
り、参加した子供たちはもちろん、大人
も興奮するほど、皆が笑顔で楽しんだ。
　昼食はレクチャールームにてお弁当を
頂いた後、館外の広場にて石井康夫こど

も会リーダーによる閉会挨拶があり、最
後は全員で集合写真を撮影して解散と
なった＝写真。
　こども会担当スタッフは「来年は今回
以上に声がけに励みたい」と意気込みを
新たにしていた。

　12月20日、東京第4教区では大岡山
支部にてこども会大会を開催、総勢105
名が参加した。
　午前10時より開会。拝礼行事に続く開
会挨拶の中で、宇佐見光男教区長から今
回のこども会のテーマを「ありがとう」
とする旨の発表があった。
　子供たちは、靴下を使った「雪だるま
作り」を行った後、女性部を中心とした
スタッフが午前中から準備していた「餅
つき」を体験した。子供たちが一人ずつ
杵で餅をついた後、全員で出来立てのお

東京第4教区・こども会大会

餅をおいしく頂いた。
　午後からは、お浄めの後、古事記を題
材にした「天の岩戸」の物語の紙芝居が
上演され、子供たちが神話に触れる良い
機会となった。

　その後、心地よい青空の下で子供たち
はのびのびと遊び、最後にサンタクロー
スからプレゼントをもらって大満足の
中、閉会挨拶、終礼行事をもって終了。
思い出に残る楽しい一日となった。
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　11月23日、東京第2教区女性合同講
座が本部道場2階研修室にて開催され、
53名の参加者が集った。
　午後1時半、開会。岩田有加女性部長、
原島正光教区長の挨拶に続いて、勝鬨支
部の岩淵裕代さんより、紆余曲折の人生
の中で現在の幸せに運ばれ、親の有り難

今日から素直に実行
東京第2教区・女性合同講座 さを痛感した体験が発表された。

　休憩の後、小田敏郎指導員の講話では
「自己認識」をテーマに、「人間はとかく
自己中心的。相手の立場を尊重し相手に
合わせなければ通じない」など自身の体
験を交えた具体的な指導と共に、「人生は
死ぬまで勉強。お互い様、家に帰ったら
素直に即実行しましょう」と実践行の必
要が呼びかけられ、会場からは割れんば
かりの拍手が贈られた。閉会後、参加者
からは「すべてを実践するのは難しいけ

れど、一つずつやってみます」など前向
きな感想が多く聞かれ、教区女性たちの
今後の活躍が期待される一日となった。

　長浜神前支部では11月22日、「親・子・
孫ふれあい秋まつり」が同支部道場にて
開催された。
　本行事は、「親子孫三世代が共に楽しめ
る機会を考えてもらいたい」という今庄

康裕支部長の提案を機に
支部青年部が中心となっ
て企画したもの。約半年
前より準備を開始し、支
部長や支部幹事から助言
を受けながら「参加され
る方々に楽しんでもらえ
るように」との一念で進
められてきた。
　迎えた当日は穏やかな
天候に恵まれる中、青年部員の司会進行
のもと健康指導が行われ、こども会では
お菓子作りを楽しんだ。会員による模擬
店も好評で、餅つき体験コーナー＝写真
左＝ではつきたてのお餅が参加者に振る
舞われ、美味しそうに頬張る笑顔が見ら
れた。子供たちの鼓笛隊演奏や支部有志

長浜神前支部

ふれあい秋祭り

の「よさこい」も披露され、眩しい勇姿
に割れんばかりの拍手が贈られた。最後
の楽しい抽選会では当選者が発表される
たびに歓声で沸き立った。
　会場では終始、家族と共に楽しむ参加
者の姿が見受けられ、まさに親子孫が心
一つに喜びを分かち合う一日となった。

　南新宿支部は12月 23日、会員が
友人やご近所さんをお誘いすることを
目的とした「お誘い感謝会」を開催し、
子供から大人まで様々な年齢層の参加
者総勢310名が本部道場に集った。
　3回目となる今回は、「お誘いできな
かった過去の反省を活かして宗教色を
出さずに行うこと」また「終戦70年
にちなんで戦争の経験者から『本当の

話』を聴き、次世代に何を残すべきかを
考える」をテーマとして行われた。
　当日は、受付にて参加費と引き換えに
お弁当が手渡され、午後1時より第1部
がスタート。
　開会挨拶では、廣川貞雄支部長より今
回の開催に至る経緯が述べられた。その
後、子供たちはクリスマス会の会場へ移
動し、ゲームやケーキ作りを楽しんだ。　　
　「戦争体験談」では、牛込支部の西岡洋
さん（85歳）が、父親の転勤で少年時代
に長崎で遭遇した原爆の悲惨さについ
て、プロジェクターで映す資料写真を観
ながら語った。さらに戦争体験の語り部
をされている柴田ユキさん（95歳）が、
陸軍省に頼まれてビルマで飲食店を経営
し、激戦地から逃れて来た当時を振り返
り、同行した韓国女性らの気高さにふれ、
「絶対に慰安婦とは呼ばないでほしい」と
強調された。その後、18歳で散った特攻
隊員の遺書を同齢の青年部員が朗読し、
会場の涙を誘った。

戦争体験談後の質疑応答に応える西岡氏と柴田氏

クリスマス会場は子供たちでギッシリ

友人知人に声をかけ「お誘い感謝会」を開催！

　続く永田秀夫指導員の「爆笑福引き」
で会場の空気が一変、盛り上がった。
　午後3時半からは地下ホールにて第
2部懇親会となり、支部が用意した食
事やお酒が振る舞われた。中でも宝く
じや豪華景品の当たる福引きは大いに
賑わい、お誘い感謝会は大盛況のうち
終了となった。

南新宿支部
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申し込む時の心構え

感謝と孝養のご供養

　萬部供養は我々が日々生かされ、ご加護いただいている諸々
の霊魂に対する感謝と御礼のご供養です。このご供養により、
霊魂は完全成仏され、さらに生き生きとはたらいていただける
ようになるのです。
　萬部供養が執行されると、萬部供養の本証が御霊地に永久保
存され、「霊祭執行之証」が申し込まれた会員に配布されます。
金剛さまがご在世当時、配布された執行之証には、次のような

　霊界入りした父母や祖父母に対しては天茶供養を充分にし
て、感謝と孝養の心を込めて萬部供養を申し込むことが基本で
す。また、土地関係や職業の関係で申し込む時は、日々そのお
蔭で生活させていただけていることの御礼と報恩の気持ちを忘
れないようにしましょう。
　さらに、萬部供養では現在、生きている私たち自身もご供養
させていただけます。それは「終

しゅうしんあんらく

身安楽」と「修
しゅうしんあんらく

身安楽」と呼
ばれるご供養です。
●終身安楽
　「終身安楽」は「一生の間、幸福に生活できますように」との
意味があり、一家一族で特にお世話になった方々、目上の方々、
大切な方々に対してのご供養であり、感謝の祈りを込めて申し
込みます。
●修身安楽
　「修身安楽」とは「自分の行ないを正しく律し、立派な人になる」
との意味で、人間として最も大切な道をふさわしく歩むための

内容の文章が同封されていました。
　「今回、霊祭（おまつりすること）されたご意志をお忘れなく
家族や親戚に伝えられ、この執行之証は家宝として保存してく
ださい」
　萬部供養は、申し込む時の「意志」が大切ですので、申請時
には、どの霊魂を申し込ませていただくかをよく考えて、家族
で話し合い、支部長に相談しましょう。そしてご先祖さまに報
告することはもとより、支部の御神前でご挨拶することが大切
な心得です。

ご供養ですから、自分はもちろんのこと、家族や親戚の修身安
楽を申し込むとよいでしょう。金剛さまは萬部供養の第 1 号に
ご自身をなされ、2 号から 21 号までの修身安楽に御一族をさ
れています。
　なお、御霊地に永久保存する萬部供養の本証は、第 1 回目か
ら経

きょうぞう

蔵に納められています。各家庭に配布される霊祭執行之証
は、金剛さまのお言葉に従い、家宝として仏壇などに大切に納
めさせていただきましょう。

「
霊
魂
萬
部
供
養
申
込
書
」
記
入
例

申込締切は4月15日です（本部必着)
（支部への締切り日とは異なりますのでご注意下さい）

春季大祭に向けて萬部供養を申し込みましょう
　萬部供養は、金剛さまの御法力と陀

だ ら に

羅尼経の功徳によって人類をはじめとする一切の霊
み た ま

魂、有
う

縁
えん

無
む

縁
えんばんれい

萬霊を、その発生
にまで遡

さかのぼ

ってすべて供養し、霊魂を完全成仏せしめるはたらきがあり、さらにその霊格を高め、霊魂の躍動によって子
孫を正しく守護するはたらきをもたらす尊い供養です。所属の支部を通して真心で申し込ませていただきましょう。

●欄に書ききれない場合は、他にあいて　
　いる欄に霊名を明記して書いて下さい。
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恵みと水、おじいちゃんの毎日のお世話などが
あるからだと思います。
　おじいちゃんに感謝したいと思います。
　次に、おじいちゃんが作ってくれた野菜やお
肉、お魚をおいしく食べるためには、食事を作っ
てくれている人がいるからです。
　私のお母さんの体調が悪いので、今はおばあ
ちゃんが、毎日ご飯を作ってくれています。そ
のご飯を毎日、おいしく食べています。
　食事を作ってくれているおばあちゃんのお陰
でお母さんの体調も良くなってきました。なの
で、おばあちゃんに感謝したいと思います。
　毎日、ご飯を作るためや、好きな食べ物を買
うために使うお金は、いつもお父さんが、がん
ばって働いてくれているからです。

　私は、食べ物がないことに困ったことがあり
ません。今まで、ご飯が食べれることは、当た
りまえだと思っていましたが、今回の作文で、
食べ物がある感謝ということに気づかされまし
た。まず、食事ができるのは、お肉やお魚、野
菜などがあるからです。
　私の家では、おじいちゃんが畑で季節の野菜
を作ってくれています。なので、いつも新鮮な
野菜を食べることができます。
　でも、野菜がおいしく育つためには、太陽の

です。じゃがいもやにんじんや玉ねぎも、時が
たてば、花がさいて種が出来るのに、その前に
引っこぬかれたものです。人間はみんな、動物
や野さいや果物の命をいただいて生きていま
す。ご飯一つぶでも大切な食べ物です」と言わ
れていました。
　カレーだけでなく、わたしの大好きなとりの
からあげも、もとは生きていたにわとりです。
わたしの大好きなとんかつも、もとは生きてい
たぶたです。朝ご飯に食べる焼いたさけも、も
とは海で泳いでいた魚です。9才のわたしは、
9年間毎日、毎回の食事にたくさんの命をいた
だいて、ここまで大きくなったことがわかりま
した。
　また、お坊さんが「いただきます」「ごちそ
うさま」の意味を教えて下さいました。「いた
だきます」「ごちそうさま」は日本にしかない
言葉だそうです。野さいを作ってくれた人、魚

　7月 31日、8月 1日に、小学校の林間学校
で姫路の書写山円教寺に行きました。暑い中で
のウォークラリーや、エアコンのない部屋で
30分正座してお坊さんの話を聞き、食事も正
座で、残さずだまって食べ、ご飯を食べ終わる
と、お茶わんにお茶を入れてお茶わんをきれい
にしながら一つぶ残さず食べました。わたしが
早く食べ終わっても、全員が終わるまで正座で
待ちました。
　お坊さんが食事の前に大事な話をして下さい
ました。「ばんご飯のカレーのお肉は、もとも
とは生きていた牛です。人間が食べるためにこ
ろされ、お肉になってお店で売られていたもの

　そのお陰で、時々外食にも連れていってもら
います。お父さんにも、感謝しないといけない
と思います。
　この作文をきっかけに、食べ物があって、食
事ができるのは、自然の力や色んな人の力で当
たりまえではないことが分かりました。
　世の中には、水ですら自由に飲めなくて、食
べ物もない貧しい国や人々がいます。そんな人
が、私の住んでいる日本にもいるのを考えたら、
私は、家族にも自然にも恵まれているんだなと
思いました。
　これからは、私に食事を与えて下さっている
人たちや自然にありがとうという気持ちで『い
ただきます』と『ごちそうさま』と言おうと思
います。

をとってきてくれた人、配ぜんしてくれた人な
ど、食事に関わった人への感しゃの心を表して
いるそうです。また肉や魚や野さいなどの食材
への感しゃも表しているそうです。
　わたしは毎日、何も考えずに「いただきます」
「ごちそうさま」を言ったり、何も言わずに食
べ始める時もありますが、「いただきます」「ご
ちそうさま」のとても短い言葉に、とても深い
意味があることを知りました。
　また、毎日ご飯を作ってくれるお母さんに感
しゃし、食材を買うためにはお金が必要です。
毎日お仕事に行って働いてくれているお父さん
にも感しゃです。また、一人で食べるご飯はお
いしくありません。いっしょに食べてくれる妹
にも感しゃです。
　たくさんの人、たくさんの動物、野さい、果
物が、わたしの命のもとになっていることがわ
かりました。

第12回 教区選抜実践作文コンクール最優秀3作品

●最優秀賞
宇佐見日彩（梅屋敷）
宮下　睦生（明石本町）
原　　志織（兵庫稲美準）
●優秀賞
石黒　泰雅（愛知平和町）
宮島　仁美（御徒町）
阪田あお葉（神戸灘）
●佳　作

小澤　優渚（神奈川平塚）
井上　伊代（川崎新城）
小泉　咲葉（石神井）
●努力賞
野口　真士（埼玉北本宿）
佐藤　功基（日野台）
井上　美空（川崎新城）
高木　陽菜（雑司ヶ谷）
松田　　啓（三鷹連雀）
征矢　真緒（小田原栄町）

服部　莉子（名古屋仲田）
一柳　春名（名古屋豊国）
田中　悠理（京都小倉）
正木　のあ（兵庫伊丹）
廣川　　菊（南新宿）
宮島　　聖（御徒町）
冨田　零音（名古屋太閤通）
鈴木　陽菜（名古屋大幸）
田中　正浩（京都小倉）
藤井　希衣（大阪玉造）

　昨年の、第135回解脱金剛御生誕祭（11/28）において、「心をこめた食事の
あいさつ」をテーマとした第12回教区選抜実践作文コンクールの表彰式が行わ
れ、当日は最優秀賞の作品が朗読された。

いました。
　今まで、おみせに行けば買えていたぎゅう
にゅうやパンや、すべてのたべものには、大へ
んなおしごとをしている人たちや、おかあさん
のおっぱいを、がまんしている子うしたちがい
ることを、わすれてはいけないし、のこさずた
べないといけないと思いました。
　そしてごはんをたべる時は、つくってくれた
おかあさんと、みんなに「ありがとう」の気も
ちをこめて、「いただきます」をしたいです。

　わたしは、この夏休み、おかあさんといろい
ろなこうじょう見学へ行きました。
　その中でも一ばんこころにのこったことがあ
ります。それは、にゅうぎゅうの赤ちゃんのこ
とです。

　ぎゅうにゅうは、もともとはおかあさんうし
が子うしをそだてるために出すものなのに、子
うしは、生まれてすぐおかあさんとはなされて
コナミルクでそだてられているということで
す。子うしがのむためのものを、わたしたちは、
わけてもらっているということにびっくりしま
した。
　こうじょうの中では、夏のそとよりもあつい
へやでパンをやいたり、さむいへやでストーブ
をつけながらはたらいている人たちが、大ぜい

受　賞　者

岡野理事長から表彰を受ける受賞者。左から原志織さん、宮下睦生さん、宇佐見日彩さん

みんなにいただきます

わたしの命のもと

感　　謝

東京第 4 教区　梅屋敷支部

小学2年　宇佐見　日彩

兵庫教区　明石本町支部

小学4年　宮下　睦生

兵庫教区　兵庫稲美準支部

小学6年　原　志織
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　立教 90 年を2 年後にひかえ、本部布教活動方針に基づき
布教と学びの土台づくりをすべく、各種研修を行います。
　各支部の充実と茶話会づくりに向け、み教えの学びを深め
て参りましょう。

平成28年度　研修スケジュール

青年コース

　法友との出会いを大切に、共に
学びあう中から精神力を鍛え、実
りある人生の礎を築きます。ご参
加、お待ちしています。

御霊地・解脱研修センター

22 日（火） 10時
　　　　～ 27日（日） 14時 ●費　用　20,000 円

●定　員　40 名
●参加対象　満 16 歳～ 25 歳
　( ４月から高校生になる人も可 )
●締め切り　2 月 22 日

3月 仲介者コース

　修法シートに基づき、正しい仲
介者のあり方を学び、実修から基
礎を習得し、支部で仲介をさせて
いただきましょう。

御霊地・解脱研修センター

30日（土） 10時
　　　　～31日（日）15時半 ●費　用　10,000 円

●定　員　80 名
●参加対象　教区修法担当員
　　　　　　支部長が認めた会員
●締め切り　6 月 30 日

7月

締め切り
4月 ジュニア with ユースコース

　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 ！

長浜（琵琶湖）周辺
●費　用　本部通信にて
●定　員　40 名
●参加対象　小中学生

青年コース参加経験者等
●締め切り　7 月 27 日

8 月第151回 健康学園コース

　健康指導シートに基づき生命へ
の感謝と報恩の精神を学び、五つ
の指導法を通じて自他の健康と幸
せに貢献できる人になろう！

御霊地・解脱研修センター16日（土） 10時
　　　　～17日（日） 15時半

●費　用　10,000 円
●定　員　60 名
●参加対象　どなたでも
●締め切り　3 月 16 日

5月 仲介者養成コース

　修法シートに基づき、正しい仲
介者のあり方を学び、実修から基
礎を習得し、支部で仲介をさせて
いただきましょう。

御霊地・解脱研修センター3日（土）10 時 
　　　　　～ 4日（日）15時半 ●費　用　10,000 円

●定　員　80 名
●参加対象　教区修法担当員
　　　　　　支部長が認めた会員
●締め切り　8 月 3 日

9 月

仲介者基礎コース

　修法シートに基づき、正しい仲
介者のあり方を学び、実修から基
礎を習得し、支部で仲介をさせて
いただきましょう。

御霊地・解脱研修センター28日（土） 10時
　　　　～ 29日（日） 15時半 ●費　用　10,000 円

●定　員　80 名
●参加対象　教区修法担当員
　　　　　　支部長が認めた会員　
●締め切り　4 月 28 日

5月 第152回 健康学園コース

　関西道場において健康学園を開
催します。健康指導法を通じて自
他の幸せと健康に貢献できる人に
なろう。

24日（日）10 時～ 15時半
●費　用　10,000 円
●定　員　50 名
●参加対象　どなたでも
●締め切り　8 月 24 日

9 月

6月 ビューティ＆ ヘルスコース

　次世代の育成をねらいとした健
康学園です。健全な心身づくりに
ついて学びます。小さいお子さま
連れでもご参加いただけます。

御霊地又は秩父 
29日（土） ～30日（日） 

●費　用　本部通信にて
●定　員　40 名
●参加対象　小学校高学年～
　　　　　　　　　40 歳代の会員　
●締め切り　9 月 29 日

10月

九州１日コース

札幌１日コース

　活動方針に基づき、家庭、支部、
社会で実践できる内容を学び、み
教えを人に伝えられる人となるこ
とを目指します。

　活動方針に基づき、家庭、支部、
社会で実践できる内容を学び、み
教えを人に伝えられる人となるこ
とを目指します。

サンメッセ鳥栖

札幌道場

3日（日） 11 時～16 時

19日（日） 10時～15時半

●費　用　3,000 円
●定　員　60 名
●参加対象　一般会員
●締め切り　6 月 3 日

●費　用　3,000 円
●定　員　50 名
●参加対象　一般会員
●締め切り　5 月 25 日

7月

【詳細・お問い合わせ】　解脱会教育部・修法部
　  〒 160-0007　東京都新宿区荒木町 4

　　TEL03-3353-3667　 FAX03-3353-3708
仲介者研修は 03-3353-3706 まで

　◎研修中の連絡先（御霊地開催の研修時）
　〒 364-0031　埼玉県北本市中央 1-148-1
　　TEL048-592-7403　 FAX048-593-0553

　　　　仲介者研修は 048-591-2526 まで　

中部１日コース

　活動方針に基づき、家庭、支部、
社会で実践できる内容を学び、み教
えを人に伝えられる人となることを
目指します。

中部道場

22日（日）10時～15時半　　　　
●費　用　3,000 円
●定　員　70 名
●参加対象　一般会員
●締め切り　4 月 22 日

27日（土） ～ 28日（日）

関西道場

●申　込　参加希望の方は所属支部よりお申し込みください。
●申込書　各支部に送られる「本部通信」に添付されていますので
　　　　　必要事項を記入の上、お申し込みください。
　※ 申込書は下記のアドレスからもダウンロードできます。

　　http://g-training.wix.com/continue
　※ 尚、ご不明な点は、以下のアドレスに所属支部と氏名を書き添え　　
　　 てメールでお問い合わせください。

　　g-training@gedatsu.or.jp


