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◀

今月のみさとし／人間は神に近づく念願こそ望ましい。（ご聖訓第三巻73頁）

Newsletter

◀

第76回  三聖地巡拝

このたびの熊本地震により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます

拝。神武天皇 2600 年大祭を翌日にひかえ
た橿原神宮は祭典の準備が整えられ、久保
田昌孝宮司はご挨拶で、「神武天皇が掲げ
られた世界平和、共存共栄の思想、八紘一
宇の大理念を今一度紐解き日本の国から発
信していく必要がある」と力強く示された。
　3 日、法主さまは、「神武天皇 2600 年
大祭」参列のため、京都より橿原神宮に向
かわれた。御寺泉涌寺仏殿前では、法嗣さ
まより激励の挨拶を頂いた後、御陵奉拝の
儀、霊明殿の儀と続き、法嗣さまが表白文
を奏上された。参拝後、上村貞郎長老猊下
より、初参加者にも分かりやすい泉涌寺の
説明と共に、参拝に対する謝辞を頂いた。
　続いて地元関西地区会員らの歓迎を受け
ながら解脱金剛宝塔へ移動。宝塔前の儀が
厳粛に行われた後、岡野団長が「私たちの
日々の心、思い、行いが、皇紀 2676 年を
つくりあげる」と巡拝後の心構えを示され
た。引き続き法縁の寺・醍醐寺に参り満開
の桜のもと、柴燈護摩を厳修。金堂参拝の
後、仲田順和座主猊下より、金剛さまの御
事績に触れ「未来は遠くに待つものではな
く、今ここにある」とのご挨拶を頂き、全
行程を終了した。

　4 月 1 日、恵みの雨の中、中部地区会員
と名古屋百船支部鼓笛隊の演奏に迎えら
れ、伊勢神宮外宮前広場に結集。午後 3
時半より結団式を行った。
　法主さまは、「国土の大御恩に対する感
謝報恩の誠を捧げる人生栄光への参拝行で
す」とまず、巡拝の意義を示された。続い
て石垣仁久神宮司庁広報課長からの、「神
宮と水は縁が深く、伊勢参宮は雨の日の方
が縁起がいい」とのご挨拶に、参加者らは
気持ちをより高揚させた。その後、伊勢市
より花束が贈られ、鈴木健一伊勢市長から
歓迎の挨拶を頂いた。一行は外宮御正宮に
て奉拝の儀を行った。
　2 日、一行は午前 8 時に内宮宇治橋前に
整列。雨上がりの清浄な空気の中、宇治橋
を渡り、手水舎前で巡拝団を代表して法主
さま、法嗣さま、岡野英夫団長が神職より
手水を取られ、誘導特別参拝の栄をいただ
きながら悠久の時を刻む林間を参進。内宮
御正宮で奉拝の儀が行われ、その後、神楽
殿にて特別太々神楽が奉納された。
　続いて訪れた橿原神宮＝写真＝では、大
阪松虫支部会員の笑顔の歓迎に迎えられ、
葺替えられた御本殿桧

ひ わ だ

皮屋根を仰ぎつつ参

　建国の祖・神武天皇が崩御されて 26
00 年。4 月 3 日、橿原神宮において御
聖徳を偲び、顕彰する「神武天皇 2600
年大祭」が挙行された。
　桧

ひ わ だ
皮屋根が葺替えられた御本殿におけ

る祭典は午前 10 時、厳かに始まり、参
列された法主さまは、協賛団体及び特別
崇敬者代表として玉串を奉奠され、国恩
報謝の祈りを真心より捧げられた。
　更に橿原神宮より感謝状と神武天皇の
ご尊像を賜った＝写真。
　大任を果たした法主さまは、「これは
金剛さまの御徳により、解脱会及び解脱
会員が拝受したものであり、この栄誉を
次世代にも大切に伝えたい」と語られた。

神武天皇2600年
大祭に法主さま参列

国土の大御恩に感謝の誠を捧げる

　4 月 1 日〜 3 日、全国会員代表 975 名が参加し、バス 28 台の
編成により第 76 回三聖地巡拝が行われた。本年は神武天皇 2600
年式年祭（橿原神宮）にあたり、巡拝団は建国の大理想を心新た
に世界平和の実現に向けてより一層、努力精進することを誓った。
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醍醐寺・柴燈大護摩。護摩火が燃え盛る
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各聖地で

心温まる
ご挨拶をいただく

恵みの雨をいただく中、巡拝を完遂する誓いを新たにした（伊勢神宮・外宮、結団式）

金剛宝塔前で巡拝参加の御礼と報恩を誓う

手水を取られる法主さま（伊勢神宮・内宮）

満開の桜の下、金剛さまに三聖地巡拝の成満をご奉告（解脱金剛宝塔）

雨の中、中部地区の会員が外宮火除橋前広場に駆けつけ、巡拝団を出迎えた 4 世代で参加の横山さんご家族（福井加茂河原）金剛宝塔へ参進する一行を歓迎する関西地区会員

御歴代天皇の御遺徳を偲び、奉拝（御寺泉涌寺・月輪御陵）神職の先導をいただく誘導特別参拝（伊勢神宮・内宮）

内宮御正宮石段を上る（伊勢神宮）

法嗣さまが表白文を奏上される（御寺泉涌寺・霊明殿）

大阪松虫支部会員が笑顔でお出迎え（橿原神宮参道）
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　3 月 22 日から 27 日まで、
解脱研修センターにおいて、
青年コース研修が開催された。
全国から集った 15 歳から 25
歳の 34 名の青年が、共同生
活の中で、お互いに親交を深
めながら、共にみ教えの基本
を学んだ。
　初日、午前 10 時の開講式
の後、沖ヨガの沖道靖子先生
より、ヨガ行法を通じて、「笑
顔の輪をひろげる」人との関
わりあいを学んだ。
　２日目は「人づくり家づく
り国づくり」をテーマに、結
婚の重要さと心構えを西脇武
利教育部主任より学んだ後、
西功義教育部次長より、健康

指導を通じて自己の「生命へ
の感謝」を深めて生活してい
くことの大切さを学んだ。
　３日目は「御霊地の尊さ」
をテーマに、まず津村和範教
育部主任が、自身の体験をも
とに「御霊地の尊さ」につい
て語った後、岡野英夫理事長
より、金剛さまの前半生を含
めたエピソードから、そのお
人柄に触れ、遺された「御五
法の神秘と天茶の功徳」につ
いて学んだ。午後は、岡野御
本家や宝物館、解脱金剛記念
館を含めた御霊地各所を巡り、
金剛さまの息吹を感じた。
　４日目は、各々の親から手
紙が研修生に手渡され、さら

に午後の御五法修業の実修を
通じて親・先祖の想いを実感
する貴重な経験を得た。
　５日目は青年本部によるレ
ク等を通じて青年部活動の喜
びや大切さを学び、宮原秀治
青年本部長の講話「青年に期
待する」に込められたメッセー
ジに、今後の精進を誓う研修
生の声が多く聞かれた。
　最終日はお誓いのお百度で

はじまり、その後、研修生一
人ひとりの感想と今後の抱負
が述べられた。そして閉講式
では宮坂保徳教育部長より、

「今回の研修を今後に活かせる
よう、待つのではなく、風を
起こせる一人ひとりになって
ほしい」という閉講挨拶があ
り、それぞれが今後の生活へ
の決意と希望を胸に、新たな
旅立ちへと向かっていった。

風を起こせる一人ひとりに
青年コース

　第 133 回米国解脱教会春季
大祭が、4 月10日、日本から
西村晴雄教務局長参列によ
り、カリフォルニア州サクラ
メントの御霊地で開催され
た。30 年ぶりの雨が朝には止
み、潤った新緑の気に包まれ
て滞りなく行われた。
　五智聖堂内での式典では、
拝礼行事に続き、稚児行列、
女子青年の献花、女性部の献

天茶があり、萬霊大供養が行
われた。
　記念講演に立った西村指導
員は、神の広大無辺の恵みに
ついて話し、「絶対感謝」に生
きる教えの精神を改めて確認
した。続いて、本年から米国
解脱教会理事長に就任した
ジョイス・リード氏が、先月
の理事会の報告と、瀬部明師
が「首席開教師」 、ジャクソ

ン伊藤氏が「首席開教師補佐」
に昇格した旨を伝えると共
に、①会員が在家の教師にな
るようプログラムを強化する
②アメリカ人が理解し許容で
きるよう教えと行のシンプル
化に努めるとの方針を述べ
た。また、今期の米国教会の
新理事などが紹介された。
　第２部は、境内の不動明王
前に全員が集合し柴燈護摩の
儀が執り行われた。西村指導
員が高らかに「願文」を奏上。
護摩壇に炎が上がると、職衆
の先達に従い、一同で、般若
心経、不動真言などを唱和。
そして誓願が書き込まれた護
摩木が投げ入れられた後、再
び上がる炎に向け読経した。
護摩が終わると、直会となり、
にぎやかに談笑した。

米国教会 新陣容で迎えた米国春季大祭

　日本宗教連盟は 4 月 14
日、「日本宗教連盟創立 70
周年記念式典」を開催。理
事長としての役目を努めら
れた法主さまに対し、連盟
より感謝状が授与された。
会場は築地本願寺。第二伝
道会館「蓮華殿」にて 11
時に開式、閉式後は祝賀懇
談会が開かれた。

日宗連より感謝状

笑顔あふれる楽しいヨガ行法 作法と学び、毎朝夕の勤行先達も担当した 最後の夜を盛り上げた班ごとの創作ダンス

記念講演に立つ西村指導員（右上）と新理事長のジョイス・リード氏（右）
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　3 月 13 日、東京第 2 教区勉強会が御
霊地にて開催され、49 名が参加した。
　今回のテーマは「大祭」「萬部供養」。
午前 10 時、御霊地道場に集合し、まず
は2班に分かれて解脱金剛宝物館を見学。
出講の木﨑成博指導員と小林彰志管理部
次長の案内のもと、御五法ゆかりの御真
筆の前で立教のご精神や御五法顕現の経
緯について説明を受けた。また萬霊魂祭
塔について建立時の貴重な写真資料にふ
れる中で塔に込められた金剛さ
まの思いを感じ取った。
　その後は解脱研修センターへ
移動し講義①を受けた。木﨑指
導員は宝篋印塔前で行われた草
創期の大祭から厳しい戦時下、
そして昭和 23 年の「お別れの
大祭」と変遷する大祭の歴史を
振り返り、さらに金剛さまがお
示しになった「皆が主催者であ

る」との自覚のもと、見えないところで
大祭を支える奉仕者の働きを紹介し、「主
催者の在り方は様々。自分はこの大祭に
何を目的に参加するか、一人ひとりが主
催者意識をもって大祭に参加させていた
だきましょう」と参加者たちに呼びかけ
た。午後の講義②では「萬部供養」をテー
マにその意義や申し込む際の心構え、ま
た間違えやすい萬部供養と萬霊大供養の
違いについても再確認した。最後にディ
スカッションが行われ、参加者たちは本
日学習した心構えを胸に萬部供養を申し
込み、春季大祭に臨むことを誓い合って
午後 3 時、散会した。

　2月21日、東北第 2 教区全体会議が仙
台茂庭荘にて開催され、合わせて 26 名
が参加した。
　午前10時、開会。増田勝範教区長の挨
拶に始まり、まずは出講の井上公郎指導
員が講話に立った。続いて今年 6 月に行
う「教区主催震災特別供養」について増
田教区長より説明があった。
　午後からは昨年度の行事報告及び決算
報告が各担当者より述べられたほか、教
区修法担当、健康指導担当、女性部・青
年部・こども会担当がそれぞれ今後の活
動予定を発表、午後 3 時閉会した。

誰もが主催者意識をもつ
東京第２教区・勉強会

掛声と共に小槌を振り、酒樽は見事に開
いた＝写真上。その後支部長夫妻より御
三方へ感謝の花束が贈られると、斎藤支
部長より心温まる祝辞が返された。そし
て、田村義雄常任理事（群馬中之条支部長）
による発声で乾杯。会場は一気に盛り上
がり、「東天紅」自慢の料理を堪能しなが
ら支部の歩みのスライドショー、ジャズ
バンドの演奏、抽選会等を楽しみ、市瀬
博貴教区長の手締めで閉会となった。

　４月 10 日正午より、春爛漫の東京上
野「東天紅」にて、台東支部創立 80 周
年記念感謝会・祝賀会が盛大に行われた。
　会場中央の国旗両脇に７箇所の子支部
からの生花、米国ロス教会山田一雄開教
師夫妻（当支部会員）からの胡蝶蘭が飾
られ、支部長夫人はじめ女性役員らの和
服姿が華やいだ慶びを添えていた。
　出講の岡野英夫理事長はじめ、法嗣さ
ま、親支部の斎藤重信相談役（大久保支
部長）らを来賓に迎え、支部会員とその
家族合わせて参加者 175 名。奇しくも前
月に傘寿（80 歳）を迎えた武前桂三支部
長は開催挨拶で、創立の両親、武前三郎
初代支部長、二代目ヤエ支部長他、支部
の歴史を刻んできた多くの先人たちに心
から謝辞。溢れる思いが迸る挨拶に高ら

かな拍手が上がった。
　講話された岡野英夫理事長は、支部の
歴史を尊び、教訓にして、今後も在家宗
教「解脱」の面目にかけて宗教の社会化
に努め、良き家庭を築き、日本の将来の
ために真の日本人となり、足元からの平
和を世界に広げようと、力強く祝った。
　第二部祝賀会の幕開けはお目出度い

「鏡開き」。法嗣さま、理事長、斎藤支部長、
武前支部長が会場の「エイッ！」という

90年、100年へ向け躍進を誓う

支部会員から支部長夫妻へ真心の花束贈呈

　初夏を思わせる陽気に恵まれた 4 月
10 日、毎年恒例の四谷荒木町町会による
津之守弁財天、金丸稲荷神社の祭礼が執
り行われ、本部からほど近い荒木町公園
では「春の野点」が催された。

　当日は午前 10 時半開始。艶やかな着
物に身を包んだ本会女性職員らが楚々と
したお点前を披露した。町会役員や本会
会員、また地元住民らも訪れ、桜の花び
らが風に舞い散る中でお茶とお菓子を堪
能。中には子供連れの来訪者もあり、初
めて飲んだお抹茶に「おいしい！」と笑
顔を浮かべる微笑ましい姿も見られ、心
穏やかなひと時は午後 1 時、終了した。

桜舞う中、春の野点
春の野点

教区一丸となって
東北第2教区

東京第5教区
台東支部
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た。
　午後 1 時、参加
者は靖國神社大村
益次郎像前に集合
し、開会挨拶の後、
鼓笛隊を先導に拝
殿前まで整然と列
を組み参進。
　拝殿前整列後、
鼓笛管楽器隊が「海
ゆかば」を演奏。
献納の儀、玉串奉奠、拝礼行事に続く「英
霊に捧げる言葉」では、須藤満子相模原
橋本支部長夫人が「英霊の遺族は少なく
なっているが、私たちが遺族の気持ちで
これからの日本をしっかりと支えなけれ
ばいけない。それには目に見えるもの・
見えないものに感謝し、仲良くすること
が大切」と誓いを込めて述べた。最後に
靖國神社・壱

い き

岐権
ごん

禰
ね ぎ

宜から参拝に対する
御礼のご挨拶を頂き、終了。その後、千

　3 月 27 日、東京第 1 教区主催による
53 回目の靖國神社参拝並びに千鳥ヶ淵戦
没者供養祭（天茶まつり）が行われ、
160 名の参加者が祈りを捧げた。
　祭典に先立ち、午前 11 時より千鳥ヶ
淵墓苑前にて、天茶娘に扮した女子青年
が、訪れる一般参拝客に天茶を振る舞っ

英霊の遺族の気持ちで
東京第1教区・天茶まつり

安霊を目的に毎
年、慰霊の供養
を行っており、今
年は上野戦争か
ら150年、 教 区
主催供養開催は
50 回の節目を迎
え、当日は 129
名が参加した。
　春の暖かな日
差しの中、開花
し始めた桜に迎
えられ、開会において、朝比奈憲一教区
長の挨拶では、50 年を振り返り、行事内
で行われた布教活動の紹介や携わってき
た諸先輩方の思いに触れ、継続してゆく
ことの大切さを再確認した。
　続く記念挨拶で宮島喜逸相談役は、こ
の行事が御徒町支部を中心に始まり、意
義ある行事として教区開催に至った経緯

や、同行事の重要性について述べた。そ
の後で焼香、勤行と続き、怨親平等供養
では、各支部代表者が真心をこめて天茶
の撒き供養を行った。
　閉会挨拶で大石担任部長は「今後も大
切な教区行事として受け継いでいきま
しょう」と締め、記念撮影の後、参加者
全員が焼香をして解散となった。

真心から慰霊供養
東京第6教区・彰義隊供養

　東京第 6 教区は 3 月 27 日、毎春恒例
となった彰義隊の慰霊供養を上野公園で
行った。上野戦争は慶応 4 年 5 月 15 日、
江戸の治安維持を担う彰義隊と新政府軍
との間で戦争が勃発し、多大な犠牲者を
出した戊辰戦争の 1 つ。双方の犠牲者の

参加者が心を一つに慰霊の供養

開花した桜の下で記念撮影

大勢の一般参拝客が見守る中、参道を行進

第6回東京大空襲犠牲者供養祭

鳥ヶ淵墓苑六角堂前に移動して午後 2 時
より墓苑供養祭を開始。「海ゆかば」斉唱、
献納の儀、献花・献天茶、諷誦文奏上、
和歌吟詠の後、般若心経三巻による天茶
供養が捧げられた。続いて本部出講の稲
子知義指導員が、毎年続けている同供養
祭を顕彰し、末永く続けられるよう呼び
かけた。最後に千鳥ヶ淵墓苑奉仕会より
古賀英松常務理事の謝辞があり、午後 3
時、終了となった。

千鳥ヶ淵墓苑に眠る霊魂に対し、真心の天茶供養、天茶の撒き供養が行われた

犠牲者の冥福と平和を祈る
　4 月 15 日、東京都墨田区
にある都立慰霊堂にて第 6 回
東京大空襲犠牲者の供養並び
に平和祈願祭が、渡辺孝彦常
任理事出講のもと行われた。
　慰霊堂には、東京大空襲犠
牲者（10 万 5 千余名）並びに
関東大震災犠牲者（5 万 8 千

余名）、併せて16万3千余霊
の御霊魂が奉安されている。
　供養祭は、都民として空襲
の惨事を忘れず後世に語り継
ぐと共に、真心の供養を捧げ
ることを主旨に、東京地区協
議会が首都圏会員に呼びかけ、
2 年に一度開催しているもの。

　式典は午後 3 時 15 分、首
都圏合唱団の合唱で開式。焼
香、献納の儀に続き谷島隆協
議会委員長が諷誦文を奏上。

　その後、般若心経を唱え供
養塔による天茶供養及び天茶
の撒き供養を厳修し、心から
冥福と平和を祈った。
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■大阪教区は、2 月 21 日、大阪布教連
絡所を会場に 40 名が参集。出講の中元
敏彦指導員より布教活動方針や幹事とし
ての心構えについて学び、続いて島田光
昭教区長より教区活動方針の再確認がな
された。質疑応答の後は、躍進の天茶供
養及び宝号 108 反が念唱され、精進を
誓った。

■和歌山教区は、3 月 6 日、アバローム
紀の国にて開催した。　
　まず中村泰明教区長より、お導きとと
もに二世の信心を決定して盛り上げるこ
とが呼びかけられた。出講の早川廣美指
導員は、「支部長及び会員の信頼を得るこ
と、そして新たな風を起こし支部の繁栄

を担ってほしい」と期待を込めて述べ
た。その後、支部活動目標の発表、体
験発表と続き、午後は班を分け、「話す・
聞く・褒める」等をテーマにディスカッ
ションを行った。

■道東教区は、4 月10日、足寄東支部
を会場に 23 名が集った。まず教区長
より今年度活動目標の確認がなされ、
続いて出講の安達武寿指導員より、布
教活動方針について説明があった。
　その後は『支部幹事の心得』を参考
に、幹事としての役目を学び、3 班に
分かれて各支部の現状とこれからの方
向性についてのディスカッションが行
われた。

　支部長を支える支部幹事のための研
修が全国各地区で行われた。基本とな
る目的に、「本部布教活動方針や教区活
動目標の共有、そして支部幹事の役目
の再確認」として、それぞれ地域毎の
特色を活かした研修が行われた。

■東京第 4 教区は、2 月14日、本部庁
舎地下ホールにて行い、64 名が研鑽。
出講の浦島實指導員より、本部実践目
標について、自身の体験を踏まえた具
体的な学びが示された。
　午後は 10 班に分かれ、各支部活動
目標をもとに幹事としての具体的な実
践計画を話し合い、最後は目標達成に
向けて天茶供養 10 巻を厳修した。

各 地 で 幹 事 研 修 会 を 開 催

支部長・教区出講員研修
東北第1教区

　3 月 18 日、東北第 1 教区は秋田市太
平山三吉神社斎館において、支部長・教
区出講員研修を開催。本部出講の井上公
郎指導員は「基本は日々の勤行・秘義三
法の徹底と知・情・意の切り替えが大切」
と呼びかけた。ディスカッションでは「茶
話会活動の推進」をテーマにし、「重く受
けとめないで気軽にはじめよう」など互
いに活発な意見が交わされた。

神戸教区 愛知教区

　3 月 21 日、神戸教区支部後継者御五
法仲介者研修が兵庫伊丹支部にて 18 名
の参加者のもと行われた。午前は本部出
講の岩田始指導員による講話、午後は実
修となり、後の質疑応答では、具体的な
疑問点や霊動などについて学びを深め
た。参加者は今回の学びを持ち帰り、各
支部での実践をもってお使いいただくこ
とを誓い合った。

　3 月 20 日、愛知教区は前期支部幹事
青年部役員研修を行い、会場となる豊橋
八町支部に 23 名が参加した。
　午前 10 時開会。出講の岩田始指導員
より御五法修業の意義や仲介者の心得な
どを、資料をもとに改めて確認し、その後、
4 組の実修が行われた。今回の研修で、
自己認識のための御修業であることを参
加者一同が学び、午後 3 時終了した。

東京第 4 教区 大阪教区

和歌山教区 道東教区

仲介者研修で研鑽
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実践作文コンクール
お手伝い

作文の「題」は自由です。「お手伝い」を通して、
学んだこと、考えたこと、感じたことなど、

どんなことでも結構です。素直な
気持ちを作文にしてください。

☆テーマ 作品募集

応募方法
上記のテーマをもとに作文を書
き、学年・支部名・氏名を明記
の上、ご応募下さい。

応募対象
本会会員子弟
　　（小学生）

締め切り
各支部、教区にお問
い合わせください

原稿枚数
各作品 400字詰め
原稿用紙3枚以内

発表/表彰式
11月28日(月 )
第136回
『解脱金剛御生誕祭』

問い合わせ先　
解脱会布教部　
TEL 03-3353-3706

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
えられる人になることを目指
します。

目
　
的

●開 催 日：6 月 19 日（日）●会　　場：札幌道場　
●対　　象：一般会員　●研 修 費：3,000 円
●定　　員：50 名　　　●申込締切：5 月 25 日

●開 催 日：7 月 3 日（日）●会　　場：サンメッセ鳥栖　
●対　　象：一般会員　●研 修 費：3,000 円
●定　　員：60 名　　　●申込締切：6 月 3 日

【詳細・お問い合わせ】　解脱会教育部 研修係　
〒 160-0007　東京都新宿区荒木町 4　解脱会本部内　　
TEL03-3353-3667（教育部直通）　FAX03-3353-3708

　3 月 27 日、春の陽射しの中、
九州教区東地区女性部はこど
も会と合同で、大分県宇佐海
軍航空隊空爆犠牲者の供養を
公的供養として行い、40 名が
参加した。
　当行事は、大分東支部会員
が御五法修業にて、大東亜戦
争当時、当航空隊の訓練生で
空爆により亡くなった兄から、
現地の供養をして欲しいと示
されたことがきっかけで行わ
れた。はじめに「宇佐市平和
資料館」にて、訓練内容や映
画「永遠の 0」、米軍が撮影し
た空爆映像で当時の状況を学

び、戦争遺跡「城井 1 号掩
えんたい

体
号
ごう

史跡公園」に移動。日野富
美女性部長より「平和な時代
に生かされてお役目に使って
いただける尊さ、感謝」につ
いて講話があり、その後、参
加者全員で供養塔を用いた真
心からの天茶供養と撒き供養
を厳修した。本年の女性部テ
ーマ「家族と優しさ」と思い
が重なり、参加者も多く、感
涙を誘った。
　供養後、雨がぱらっと降り、

「霊魂が喜んでくれた」との思
いが、参加者の間にさざ波の
ように広がった。

家族愛と優しさを込めて
九州教区東地区女性部

『ステンレス製供養器』
ステンレス製供養札立て、

柄杓とあわせてご購入下さい。
供養器（大）　　 　10,000 円

（サイズ 380×205×250 ㎜ )
供養器（小）　　　　9,500 円

（サイズ 305×195×250 ㎜ )
供養札立て （大）　　2,800 円

（サイズ 370 ㎜ )
供養札立て （小）　　2,600 円

（サイズ 290 ㎜ )
柄　杓　　　　　　550 円

（長さ380 ㎜・直径 80 ㎜ )
●価格はすべて税込です写真の供養器は（大）です

解脱会ホームページよりお知らせ

　会員サイト内コンテンツに新たに音声データを公開致しま
した。解脱会主催の各行事における法主さまの式辞等を聴く
ことができます。
　普段行事への参加が叶わない会員の方、もう一度聴きたい
方等、是非この機会に当サイトを活用して頂ければ幸いです。

おまたせしました !
音声データを初公開

解脱会ホームページへのアクセスは➡検索で「解脱会ホームページ」若しくは
http://www.gedatsukai.org と入力してください。
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カンボジア・スタディツアー 2016

贈呈式後の交流会にて紙飛行機を作り、皆で一斉に大空に向けて飛ばした

な歓迎を受けた。贈呈式は、現地の僧侶
の読経と本会の勤行で始まり、生徒代表
の挨拶や州知事の歓迎の挨拶、またテー
プカットや記念植樹などが行われた。
　昼食後、子供たちとの交流や校庭での
遊具作りを共に楽しく行った。
　11 日には贈呈 17 校目のチョッ・プオ
小学校を訪問。ここでは児童宅の家庭訪
問があり、メンバーたちはトタン屋根か
ら落ちる雨水を飲む極貧の暮らしや、親
の都合で満足に学校に通えない子供たち
の置かれた環境に驚き、自分たちの暮ら
しがどれだけ恵まれた環境であるかを改
めて痛感した。
　最終日はアンコールワット遺跡を見
学。13 日には大きな感動と感謝の心を胸
に無事帰国した。
　メンバーたちは今回のツアーを通して
学んだことを今後の生活に活かしていく
と力強く誓い合った。またその中で、今
回を最後とせずに個人でも再び訪れて供
養したいとの声も多く聞かれた。

　本会では、現在「副食を献じる運動」
に力を入れ、青年部ではビバ・カンボー
募金を進化させ、「まごころ募金」を展開
している。その内容は、今までの学校建
設の支援から、『命』を救う活動を行って
いる団体「ジャパンハート」の支援へと
繋げたものである。当団体は、ミャンマー
をはじめとするアジアの発展途上国の病
院が無い地区の医療ボランティアや、人
身売買から子供たちを護る活動などをす
る NPO 法人。今後とも募金活動にご協
力願いたい。
　また、来年 3 月からは、新たなスタディ
ツアーの企画も予定している。

　3 月 6 日、松木賢次郎団長はじめ 12
名のメンバーが御霊地に集結。午前 11
時からの結団式では、岡野英夫理事長か
らの激励の言葉に、メンバーたちは襟を
正し、心をひとつにした。その後、一行
は成田で宿泊し、翌朝、カンボジアへ向
け出発。
　8 日は、首都プノンペンにあるトゥー
ル・スレン虐殺博物館やキリングフィー
ルドを見学。ポル・ポト政権が行った殺
戮の、あまりにも残虐な史実を直視した
メンバーたちは、真心からの天茶供養を
捧げた。
　9 日は、15 校目に贈呈したプム・スヴァ
イ小学校を訪問し、子供たちと交流した。
続いて現地でボランティア活動中に命を
奪われた中田厚仁氏を偲び、その父親が
中心となって集めた募金で建設したアツ
小学校へ訪問し、慰霊供養を行った。そ
して 10 日は今回のメインイベント、贈
呈18校目のチュム・ノップ・スバウ・ク
レアン小学校を訪問。村をあげての熱烈

トゥール・スレン虐殺博物館での慰霊供養 ボランティア団体ＳＶＡの絵本読み聞かせ

贈呈式にて譲渡契約書に署名

交流会にてタイヤ遊具作り

ファイナル・スタディツアー無事に完遂
3 月 6 日〜 13 日にかけて「カンボジア・スタディツアー 2016」が行
われ、団長はじめ、事務局を含めた 12 名が、今回で最後となる18
校目の小学校贈呈式に参列、全員が無事に役目を完遂し、帰国した。


