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◀

今月のみさとし／大魚は断じて小水に育たず。（ご聖訓第五巻57頁）

Newsletter

◀

カンボジア・スタディツアー2016　ファイナル！

　20年の節目を迎えた青年部
の「ビバ・カンボー募金」が
終了し、現地の子供たちとの
交流を通して友好を深める
「カンボジア・スタディツアー」
は今回で最終回を迎えた。
　団長、事務局を含めた 12
名のツアー参加者は3月6日、
御霊地にて結団式を行った

　3月 6日、御霊地・解脱研
修センターにおいて東日本地
区の教区修法担当員研修が開
催された。
　午前10時にはじまり、開
会挨拶の後、ご出講の法主さ
まは、御五法の尊さに触れら

後、カンボジアへ向けて出発。
　最後となった18校目の贈
呈式への参列や各地の慰霊供
養、また現地児童の家庭訪問
など充実した8日間の行程を
終え、13日、無事に帰国した。
　なお、4、5月の青年講座に
おいて各参加者より報告の予
定。（詳細は5月号掲載）

れ、「解脱金剛尊者の使者とし
てお使いいただく自覚を持た
なければならない」とお役目
を頂く心構えを述べられた。
　続いて、大賀光夫修法部長
より役目についての講義、岩
田始修法部主任より修法シー

トの活用法を学んだ。
　午後からは田村和彦修法担
当員より「御五法修業の目的」
をテーマに修法シートを用い
た模擬講義があった。その後、
お浄めに続いて6班に分かれ
て修法の実修が行われた。

　本年は任期3年の最終年を
迎える。布教ビジョンの一つ
である「御修業日を3年間で
全支部に立ち上げる」の実現
に向けた動きは着実に拡がっ
ており、次期担当員へ良い引
き継ぎが期待される。

　橿原神宮では、4月 3日
の神武天皇2600年大祭に
あたり、御本殿等の修復が
行われ、めでたく終了した。
2日間にわたる本殿遷座祭
には、本会を代表して法主
さまが参列された。
　3月 8日には本殿遷座祭
遷座之儀、9日には奉幣之
儀が斎行され、両日共に今
上陛下より御差遣の御勅使
参向のもと厳粛に行われ、
法主さまは全国の特別崇敬
者及び協賛団体の代表とし
て玉串を奉奠された。
　今回の三聖地巡拝団は、
式年の大祭を控えた橿原神
宮に参拝させていただける。

橿原神宮本殿遷座祭に参列

修法担当員研修はじまる
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　剣道日本一を目指す、解脱錬心館の創
立44周年記念館内大会が3月 13日に
行われた。
　午前9時より第1部記念式典が始まり、
国歌斉唱、拝礼行事、物故者追悼の後、
田中宏明館長（御霊地局長）は挨拶で、「錬
心館で稽古ができるのは先人、先輩たち
の努力のおかげ、その基を知り、忘れな
いこと」と述べた。
　続いて特別表彰と昇級者発表の後、第
2部学年別優勝試合では、日頃の稽古の
成果を出しきった素晴らしい試合が繰り

広げられ、そして成績発表、表彰の後は、
少年部大将が鈴木悠誠君から栗原千裕君
へと引き継がれた。
　第3部卒業生壮行交流会では、卒業門
下生と保護者らが壇上に立ち、先輩・先
生方に対する謝辞を述べた。その中で、
辛い稽古にめげずに続けた自己の成長を
振り返りつつ、解脱錬心館門下生である
ことに誇りを持ち、さらに今後も続けて
ゆく誓いが多く聞かれた。最後に卒業生、
在校生が互いに真心を込めた歌を贈り合
い、思い出深い一日を締め括った。

創立44周年記念館内大会を開催
解脱錬心館

　恒例の解脱選抜少年野球大会が3月6
日、北本スポーツセンターで開催された。　　
　この大会は、北本市を中心に近隣の少
年野球チームの交流と心身の育成及び技

術の向上を目指し、少年野球の普及発展
に努め、地域に貢献するもの。
　晴天の当日、午前9時より開会式が行
われ、岡野英夫理事長はじめ来賓の三宮
幸雄市議会議長、新井一徳県議会議員が
出席、選手たちを激励した。計26チー
ムが6、12、13、19日の 4日間にわた
りトーナメント方式で熱戦を繰り広げた。

存会によるお囃子の奉納があり、祭事は
正午より開式。北本氷川神社吉田宮司の
もと行われ、岡野英夫理事長、岡野正名
誉顧問はじめ、吉田秀瑠八雲神社総代や
日頃、当グランドを使用する市ソフト
ボール連盟細井繁会長など、関係者多数
が参列し、地域の更なる発展を祈念した。
また式典後は施設内にて直会となり、お
互いの親睦を深めあった＝写真下。

第38回解脱選抜少年野球大会
北本スポーツセンター

　3月 1日、本部道場報恩日に先立ち、
四谷津之守弁財天春祭が執り行われた。
　当日は、法嗣さまはじめ、稲子知義崇
敬会会長、荒木町町会関係者、会員らが
参列する中、法嗣さまが祝詞を奏上。参
加者一同、日々のご加護に心から感謝を
捧げると共に、地域の発展を祈願した。

津之守弁財天春祭 神明稲荷初午祭

　北本スポーツセンターの神明稲荷大神
初午祭が3月6日、厳かに執り行われた。
　当稲荷は、本会が所有する以前から鎮
座する由緒ある神様で、現在は本会が護
持し、地域一体をご守護頂いている。
　当日、グランドでは少年野球大会が行
われる中、午前10から地元上手囃子保

金剛さまの
     思い出 第二巻

　金剛さまがご遷化されて67年。
み教えが二世、三世、四世と受け継
がれる昨今、金剛さま御在世中のイ
キイキしたご活動、ご指導に触れた
いとの声に応え、直弟子の方々の思
い出を再編集しました。第一巻に続
く二巻目の発刊となります。

新書版　定価1,000円（税込）

春季大祭にて発売！
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上 = 息をのむ迫力の試合が多く見られた

左 = 解脱錬心館門下生の誇りを持ち、
さらに上を目指す
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　芽吹きの春、3月。中野五柱五成神社
では13日、毎年恒例の初午祭が地元町会、
商店会の協賛により盛大に執り行われ
た。近隣の住民はもとより北は北海道か
ら南は大阪等、全国各地より御神徳を奉
じる参加者は500名余に上った。
　午前11時。東日本大震災犠牲者の霊
魂に1分間の黙祷を捧げることから始
まった拝礼式は、中野氷川神社中田昌之

宮司のご奉仕により厳かに進められ、参
加者は清々しい御神威を感じ取ってい
た。その後、稲子知義斎主（相談役・中
野支部長）、廣川貞雄奉賛会長（常任理事・
南新宿支部長）、合澤裕行釜石大町支部長、
川井重勇東京都議会議長、そして最後に
出講の岡野正名誉顧問からそれぞれ大変
力強いご挨拶があった。
　中でも合澤支部長は、大震災から5年
を迎えた釜石の現状を伝え、「未曾有の大
震災を味わった者として強く思うのは
『祈り』の持つ威力です」と、五柱五成様
に対する誠心を披歴した。そしてその感

謝を「獅子舞」として奉納。同支部会員
の柳下宏平さん他が目出度く舞い、直会
の始まりとなった。直会では鏡開きした
樽酒が振舞われ、永田秀夫相談役（大阪
松虫支部長）による福引等で大いに盛り
上がり、参加者の喜びを分かち合う歓声
が地域の活力となって響き渡った。
　今回は特に、埼玉教区の勉強会「さき
たま会」のメンバー50数名が、「金剛尊
者の足跡を訪ねて」ということで参列し、
開式前、稲子斎主より境内の案内を受け
ると共に金剛さまと五柱五成神社の謂れ
について学んだ。

感謝で祝う初午祭
中野支部・中野五柱五成神社

　第二部祝賀会では、乾杯の後、支部長
夫妻に対して感謝状と花束の贈呈と共
に、会員より「想い出」と題した発表があっ
た。余興としてビンゴゲームで大いに盛
り上がり、万歳三唱で喜びのうちに閉会
となった。

　3月 6日、静岡島田支部設立80周年
記念感謝会・祝賀会が支部道場で行われ、
出講の村山正幸指導員、萩原徳治教区長
を初め地元支部長ら、多数の参加を得て
盛大に開催した。
　当支部は、初め大長支部として増田
すゞ氏が昭和10年に設立。同18年、岩
尾敬次郎氏が継承し、同33年、静岡島
田支部と改称。その後、同37年に岩尾
錬三氏が継承、平成18年に川島和人氏
が継承し、現在に至る。
　当日、第一部式典では、国歌斉唱、拝

礼行事に始まり、来賓方からの心温まる
祝辞に続き、出講の村山指導員より記念
感謝会にふさわしい学びを受けた。その
後、川島支部長の謝辞に続いて物故者供
養を行い、先人のお蔭に感謝の真心を捧
げた。

一層の精進誓う
静岡島田支部創立80周年記念感謝会

会員の真心が詰まった感謝状と花束
が贈られた

被災地釜石より感謝の獅子舞が奉納された 境内にて稲子斎主より謂れを聞く「さきたま会」参列者たち

支部会員が「鶴亀」の舞を披露、祝いの
席に花を添えた。その後も参加者たちは
今日を迎えた喜びを語り合い、最後に平
野支部長の謝辞をもって閉会した。

　京都吉祥院支部では1月 17日、支部
継承20周年記念感謝会が盛大に執り行
われた。
　同支部は昭和37年、壬生支部（現・
洛東支部）より独立、橋弁慶支部として
竹岡凞支部長のもと創設された。その後、
竹岡支部長が平成4年に、2代目の由紀
子支部長も平成5年に霊界入りし、当時
教区長だった藤原誠介京都朱雀支部長が
支部長代行を担ったが、平成7年に平野
弘雄氏が3代目支部長に就任、現支部名

に変更され再スタートを
切った。そしてこのたび継
承20周年の節目を迎えた。
　午前11時より開会。出
講の中元敏彦指導員は「努
力するほどチャンスはやっ
て来る。小さなチャンスを
大切に、慢心せず生活して
いきましょう」とさらなる
精進を呼びかけた。続いて、
京都リーガロイヤルホテル
に会場を移して行われた祝賀会では、田
中英次京都教区長が祝辞を述べ、藤原京
都朱雀支部長が現支部設立の経緯を振り
返った。さらに今後の支部発展を願って

継承20周年記念感謝会
京都吉祥院支部

厳粛な拝礼式が執り行われた本殿内
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　神奈川県厚木市でヘアー
サロンホリを経営する堀純
さんが平成27年秋の褒章
にて黄綬褒章を受章され
た。
　堀さんは、全国理容中央
学園中央理美容専門学校の
講師を昭和49年から現在
まで続け、昨年まで同校長
も勤めた。さらに全理連中
央講師として全国を飛び回
る傍ら、国家資格の理容実
技試験委員長など数々の役
目を歴任。これら理容界へ
の長年の貢献が認められ、
このたびの褒章となった。
天皇陛下より賜った名誉に
「陛下に間近で拝謁できて
光栄でした」と語った。
　喜んで人様に使っていた

だく精神は祖父の代より解脱
を学んできた賜物。また講演
に飛び回る間、留守を預かり
蔭で支えてくれた妻や家族、
従業員、丈夫な体に生んでく
れた両親への感謝は語り尽く
せないという。
　現在もヘアカウンセラー講
師として全国で活躍する堀さ
んは「頼まれているうちが花。
元気なうちはいつまでもやり
ますよ」と快活に笑った。

すぽっとらいと

神奈川教区・神奈川厚木支部　
堀　純

理容界に貢献し黄綬褒章

　この度、東京、湘南、兵庫・神戸の各
地域で支部長研修が行われた。主に本部
布教活動方針や、布教ビジョンについて
の講義があり、その取り組みや実践に向
けた具体的な話し合いがあった。また昨
年度より導入された圏域制度に従い、各
圏域ごとの研修が企画され、今後、協力
して活動してゆく方針が多く見られた。
　東京圏域では、東京1〜7、千葉、茨
城教区の支部長らが2月 28日に本部道
場に集結した。出講の西村晴雄、松田佳

高両指導員の講話に続いて、
午後からは、①支部活性化に
ついて②茶話会活動の推進③
外に向けた布教の展開④来年
度からの研修方法について、
の4つを議題に3班に分かれ
て分科会を行った。
　湘南圏域では、2月 27日、
神奈川・静岡教区の役員や支
部長ら約50名が湘南道場に集

い、村山正幸、宮原秀治両指導員出講の
もと研鑽した。その中で両教区長が、昨
年の活動結果の検証をふまえた新たな目
標を発表。続いてそれぞれ代表の支部が
前年の目標達成の検証結果を発表した。
午後は茶話会活動の実践発表があり、そ
れを受け「茶話会活動」をテーマに3班
に分かれディスカッションが行われた。
　兵庫・神戸教区では2月 28日、早川
廣美、倉田正治両指導員出講のもと、グ
リーンヒルホテル明石にて行われ、約50

名が参加。両教区が今後、連携し、お互
いに協力して活動してゆく話し合いがな
された。第2部懇親会は、昼食を共にし
ながら楽しいひと時を過ごした。和やか
な雰囲気の中、確かな連帯感と今後の期
待を感じた実のある研修となった。

兵庫・神戸教区はグリーンヒルホテル明石にて

圏域別支部長研修で研鑽

湘南圏域は湘南道場で行われた

東京圏域は本部道場で研鑽

解脱会は立教90年を迎えます !
　2年後の平成30年、われらの御霊地で開催される秋季大
祭では、立教 90年奉祝記念式典を予定しております。こ
の記念すべき大祭を皆で盛り上げていきましょう。


