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◀

今月のみさとし／一切の物に感謝して働くことの出来るを悦ぶがよい。（尊者のご遺文198頁）

Newsletter

◀

第37回　青年部三聖地巡拝錬成無事完遂

笛隊に続き一行が参進。式典中、内拝殿の
中に先頭集団も入るという特別のご配慮を
賜り、感激の中で参拝。山田敬介橿原神宮
権宮司より歓迎のお言葉を頂戴し、国家社
会に役立つ人となる誓いを新たにした。
　7日、各団、御寺泉涌寺・仏殿前に集合。
第1団は午前9時、第2団は午前10時よ
り仏殿前の儀となり、仏殿参拝、月輪御陵
で奉拝の儀の後、霊明殿へ移動し参拝。奇
しくも昭和天皇月御命日にあたり、御法要
を繰り上げてまで我々を迎えてくださった
上村貞郎長老猊下より、「私らが拝んでい
る後ろから般若心経をお唱えいただき、よ
り懇ろなるご供養ができました」とのもっ
たいないお言葉を頂戴した。

　5日、全国各地より出発したバスは一路、
伊勢へ。6日午前6時過ぎ、伊勢神宮外宮
前広場にて行われた第1団の結団式では、
宮原秀治団長の「周りへの気配りを忘れず、
一人ひとりが主催者の気持ちで参加し、錬
成行を完遂しよう」との結団宣言の後、岡
野英夫理事長より「巡拝を通して、自己の
存在の根源を認識し、国家を支える先駆者
となってほしい」との激励の言葉があり、
石垣仁

よしひさ

久神宮広報課長より歓迎のご挨拶を
頂戴した。その後、第1団が、続いて午前
10時に結団式を行った第2団がそれぞれ、
外宮、内宮各御正宮において感謝の祈りを
捧げた。
　退下後、各団、奈良県・橿原神宮へ。鼓

全国青年部員が集結！国恩報謝の誠を捧げる

　炎天下の中、一行は鼓笛隊を先導に参進、
解脱金剛宝塔前へ。宝塔前行事では、献納
の儀、ご焼香、勤行の後、両団より7名が
前に出て、覇

は き

気みなぎる元気な声で金剛さ
まにお誓いをし、鼓笛隊の伴奏に合わせて
全員が腕を組み、青年錬成歌を合唱。泉山
に若き歌声が響き渡った。
　第1団は岡野理事長、第2団は西村晴雄
教務局長より、青年部の今後の活動に期待
を込めた総評があり、感動に包まれる中、
宮原団長の解団宣言にて終了。行程中は各
聖地で給水時間を設けるなど万全な暑さ対
策が功を奏し、危

き ぐ

惧された熱中症にかかる
者もなく、各々、無事完遂できた喜びを胸
に散会した。

　8月5日～ 7日、全国から1,099 名の参加者がバス30台に乗り合わせ、2団編成で第 37回青年部三聖地巡拝錬成が
挙行された。一行は、日本民族の代表として伊勢神宮、橿原神宮、御寺泉涌寺の各聖地を巡り、国家の繁栄と世界平和を祈っ
た。また今回より合同参拝の後に各自祈りの時間が設けられ、一人ひとりが更なる報恩行を誓った。

伊勢神宮・外宮。参加者一同、心を一つにした結団式 御寺泉涌寺。暑さに負けず元気に演奏する鼓笛隊 解脱金剛宝塔。感激で震える声でのお誓いに、会場が感動に包まれた

伊勢神宮・内宮。一糸乱れず歩を進め、宇治橋を参進する一行

各聖地にてご挨拶を頂戴した。左から、石垣神宮広報課長、山田橿原神宮
権宮司、上村御寺泉涌寺長老猊下

橿原神宮。回廊内にて感謝の祈りを捧げた
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　本部道場の盂蘭盆法要が7月 15日、
その他、御霊地、札幌、湘南、中部、関
西の各道場では8月15日、感謝日行事
に先立って行われた。
　本部道場では午後1時より、導師とな
られた法主さまが、御神前脇に設けられ
た祭壇に向かい、開教以来先亡者精霊、

杉田　重雄 秩父中央  参与・名誉支部長 
岸田　玲子 大岡山 　　　　参与・支部長 
小池　重彦 名古屋天池 参与
田山　誠二 千葉八幡  地区相談役・支部長 
杉山　秀樹 伊東湯川  本部教務員 
大和田一郎 福島富岡  名誉支部長 

藤井　富江 明石沢野  名誉支部長 
寺田　義雄 徳島津田  名誉支部長 
森田由紀子 埼玉杉戸  支部長 
大橋　道子 京都東山  支部長
瀧　かほる 神戸山手  支部長 
松田島幸次郎 黒田庄 　　　　支部長
津田あい子 笹塚（閉止） 元支部長 
中藤　　勉 兵庫大屋  元支部長 
河野三千代 姫路城巽（閉止） 元支部長 

内務局長の先達で般若心経一
巻を念唱し御皇室の弥栄を祈
願した。
　その後、妙応殿に場所を移し、
上村貞郎長老猊下を導師とし
て、職衆各位による金剛さまと
会員各家先亡諸精霊の法要が
厳かに営まれ、参加者は設けら
れた焼香台にて祈りを捧げた。
続いて、田中英次京都教区長先

達により勤行を一同で行なった。 　　
　終了後、挨拶に立たれた上村長老猊下
から、「8月は盆業で大変忙しく慌しい月」
としながらも「金剛さま、会員各家先祖
の盂蘭盆法要を滞りなく厳修させていた
だけることは誠に有難いこと」とのお言
葉を賜った。

　8月13日、解脱金剛尊者の盂蘭盆法要
が御寺泉涌寺において執り行われ、法主
さま、法嗣さま、本部役員をはじめ近隣
地区の会員など180名余りが参列した。
　午前11時より霊明殿の儀において皇
祖皇霊に対し、法主さま、法嗣さまに続
いて本部役員らによる焼香の後、藤原博

　続いて法主さまは挨拶の中で、今日の
国内外の社会事情を見る時、解脱会の掲
げる敬神崇祖、感謝報恩、忠孝仁義礼の
実践が求められていると述べられた上で、
「皆が明るく幸せに暮らしてゆくために、
解脱会員が率先していかなければならな
い、そのためにも “常に人間には向上心な
くては、何の人格高揚ぞ” という金剛さま
のお言葉にあるように向上心を持ち、勇気
を出してみ教えを伝え広げていただきた
い」と参加者に対する期待の言葉をもって
締め括られ、正午すぎに終了となった。

京都・御寺泉涌寺 解脱金剛尊者盂蘭盆法要

しく認識しなければ仲介はできないとし
て、「白紙の心で臨む」「御修業の目的を
明確にする」等、いくつかの例示に具体
的な補足を加えて示した。その後、10班
編成の実修に移った＝写真。
　翌31日には今年より始められた選択
講義が行われ、修法シート「霊動と霊魂
の基本編」「霊動編」の項を大賀修法部長
と岩田始修法部主任がそれぞれ担当。参
加者は希望する教室へ分かれて40分間
の濃密な授業を受け、今回も好評を博し
た。その後の班別実修では仲介時の疑問
点等を活発に語り合う姿が見られた。最

　7月30日～31日、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
れた。参加者は56名。
　午前10時開講。初めに法主さまより『真
行』を通じて「御五法の尊さ」について
ご指導を賜り、西村晴雄教務局長から「み
教えの基本」、大賀光夫修法部長から「御
五法修業の目的と心得」を学んだ。また、
安達武寿布教本部員は修業者の心得を正

後に松田佳高布教部長より仲介者と修業
者とが信頼関係を築いていく大切さを学
び、午後3時半終了。今回の学びを糧に、
研修後も支部にて積極的に仲介の経験を
積んでいくことを誓い合い、散会した。

会員各家祖先代々之精霊、各種戦役戦没
者精霊、法界無縁萬霊、今年度新盆特別
法要精霊＝下記参照＝に対し、会場一体
となり、懺悔文三反、般若心経七巻、宝
号百八反を念唱。供養塔を通して霊魂に、
本部役員が順番に天茶を注ぎ、真心の供
養が厳修された。

さらなる研鑽を誓い合うさらなる研鑽を誓い合う
本部・仲介者養成コース

先人へ心ひとつにまごころの供養先人へ心ひとつにまごころの供養
直轄道場で盂蘭盆法要

平成28年　新盆特別法要精霊
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中、今回、豪雨だった前年を踏まえ、参
列席のシートが簡易椅子に変更された。
　そして午後6時、開式。岩

いわぶちあきひろ

渕明大新宗
連青年会委員長のご挨拶、そして保

ほ

積
づみひで

秀
胤
たね

新宗連理事長のご挨拶では、今回より
主催が新宗連から新宗連青年会となった
経緯や活動の紹介、また信仰生活の中で
平和を祈り続けてゆくことが述べられた。
　次に各教団の女子青年による献灯、青
年男子により折鶴が奉納され、その後の
教団別礼拝では、加盟教団の青年代表が
六角堂内でそれぞれの形式で祈りを捧げ
る中（本会では宮原秀治青年本部長、関
惇一郎、清水貴幸両青年副本部長が天茶
供養を捧げた）、各教団の代表者が順番に

　終戦記念日前日の8月14日、国立千鳥
ヶ淵戦没者墓苑にて、「第51回戦争犠牲
者慰霊並びに平和祈願式典」（主催・新日
本宗教青年会連盟）が、約2,500名が参
加する中、開催され、本会より法主さま、
本部役員、首都圏各支部より多数の会員
が参列した。
　当日は、墓苑での式典に先立ち、午後
4時から靖國神社にて、本会東京地区協
議会主催による靖國神社参拝の儀を催行。
　続いて一同は千鳥ヶ淵墓苑前に移動、
戦没者の霊魂に対し、特別供養塔を通し
て般若心経三巻を念唱した。
　式典前の会場では天茶接待や準備の奉
仕に本会青年部員が多数お使いいただく

祭壇に立って礼拝を行い、本会からは、
朱の折五条をまとった法主さまが、会場
の本会会員と共に、祈願文、三綱五常報
恩を厳かに念唱された。
　続いて青少年による「ふるさと」の合
唱披露、新宗連加盟教団代表による「平
和へのメッセージ」の発表、1分間の黙
祷が捧げられ、来賓各位の献花をもって、
午後7時半、閉式となり、その後、一般
参拝の列が続いた。

戦没者慰霊とともに世界の恒久平和を祈願

名が集う供養祭となった。
　当日は好天に恵まれる中、供養祭に先
立ち、午前11時半より、八甲田山雪中
行軍遭難資料館で雪中行
軍遭難事件の概要を学ん
だ。日露戦争に向けた冬
季訓練中の青森歩兵第5
連隊の隊員210名中199
名が凍死、かろうじて生
還した11名も凍傷で手
足などの切断を余儀なく

　東北第1教区十和田支部、中屋敷もみ
子支部長が永年、天茶供養を続け、いつ
かは現地にて催したいと心に願っていた、
八甲田山雪中行軍殉難将兵の霊魂の冥福
を祈る供養祭が、7月10日、青森市幸畑
陸軍墓地において開催された。
　参加者は、当支部会員はもとより、東
北第1教区青森地区各支部会員の他、東
北第2教区仙台岩切支部や釜石大町支部
の各支部長と会員らが駆けつけ、さらに
語り継ぐ会の方々の協力のもと、合計49

第51回  戦争犠牲者慰霊並びに平和祈願式典

教区をこえて殉難将兵の冥福を祈る教区をこえて殉難将兵の冥福を祈る
八甲田山雪中行軍殉難者供養祭 されたという大遭難事件であった。

　その後、同事件の墓標前にて開式。安
江敏仙台岩切支部長が回向文を奏上、2
名の詩吟に続いて各支部代表による献花、
焼香の後、般若心経三十三巻による真心
からの天茶供養、そして天茶の撒き供養
が厳修された。
　中屋敷実行委員長の御礼の挨拶の後は、
霊魂の感激の涙のような大雨に見舞われ、
一同は鹿鳴庵（銅像茶屋）へ移動。資料
館を見学した後、第2部の直会となった。
和気あいあいとした雰囲気の中、教区を
こえた供養祭を共々に喜び、今後も互い
に協力し合っていくことを誓い、散会と
なった。

上＝靖國神社にて小方孝次
権宮司のご挨拶をいただく
左＝会場両脇には、例年を
超える数多くの平和の祈りが
込められた折鶴が奉納された

加盟教団の青年代表が六角堂内でそれぞれの形式で礼拝を行う中、教団別礼拝にて法主さまが代表して祈りを捧げられた
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　愛知教区では6月19日、「支部長及び
教区三役仲介者研修」を豊橋八町支部に
おいて開催し、９名が参加した。
　この日、まず中西好子教区長の挨拶に
より研修の意義を確認。続いて、本部出
講の岩田始指導員の講話により改めて胸
に刻んだ御五法修業の基本を踏まえ、仲
介者・修業者・書記を交代で実修した。
　今回の研修を通して、参加者は自らの
役目の重要性を知り、御修業の学びを現
実生活につなげていくことを学んだ。

　東北第1教区では7月17日、「支部長・
幹事修法研修会」を青森藤崎支部にて開
催し、本部より安達武寿指導員が出講、
11名が参加した。
　研修会では、修法シートに基づいて御
五法修業の心得や仲介者の役目などの講
義と参加者が交代で実修を行い、正しい
仲介のあり方を学んだ。その後の質疑応
答では、この日の学びを支部にて会員一
人ひとりの幸せのために生かしていくこ
とが大切との認識を深め合った。

生活につなげる修業を生活につなげる修業を
愛知教区・仲介者研修

五法は金剛さまから頂いているのだなと、
改めて身の引き締まる思いがした」などの
感想が聞かれた。
　本部道場はもとより四谷の街のそこかし
こで、金剛さまを親しく感じさせていただ
く勉強会となった。

　6月19日、東京第6教区の女性部は、
本部道場において「女性部拡大勉強会」を
開催し、合計49名が参加した。
　午前10時30分、道場にて拝礼行事の後、
出講の木﨑成博指導員より講話を受けた
後、本部道場周辺における金剛さまの御足
跡を辿った。「六番地」「津之守弁財天」「金
丸稲荷」、さらには本部周辺の氏神である

「須賀神社」や「お岩稲荷」を参拝。各所
では、木﨑指導員並びに教学係スタッフの
丁寧な説明により、有意義な1時間となっ
た。また本部内では、普段は立ち入れない
「御法楽の間」を特別に見学。参加者からは、
「現在も会員がお授けいただくすべての御

調。終始、明るい笑いが絶えない中で夫
婦の絆を更に強める学びを深めた。

　北陸教区では6月19日、福井加茂河
原支部において「豊かな心～笑い上手に
なりましょう」をテーマに女性セミナー
を開催、本部より堀川剛史指導員が出講
し43名の参加があった。
　体験発表では、2名の発表者が立った。
金沢内川支部の樫田真由さんは、解脱の
み教えにより両親に対してより強く感謝
の気持ちを持てるようになった喜びを述

べた。勝山旭支部の石橋清美さんは、発
達障害の長男を通して金剛さまのみ教え
の尊さとご先祖さまのご加護をより強く
実感できるようになった体験を述べた。
　続いて堀川指導員が「楽しく笑いましょ
う」をテーマに、足もみの実習を交えな
がら講話。「笑いは人との関わりから生ま
れる」と話し、夫に対して「元気な夫に
なってもらえるよう、ハグしお互いに足
もみなどで触れ合うことにより夫婦はよ
り強く心を通わせることができる」と強

会員の幸せのために会員の幸せのために
東北第1教区・支部長幹事研修会

東京第6教区 名古屋第２教区

　名古屋第2教区女性会では7月2日、
御寺泉涌寺並びに醍醐寺への日帰り参拝
を行い、40名が参加した。
　一行は、まず解脱金剛宝塔にて金剛さ
まと宝塔内の斎祀精霊に日頃のご加護の
感謝を捧げ、更なる精進を誓った。続いて、
御寺泉涌寺を参拝し、皇祖皇霊に日本の
繁栄と御皇室の弥栄を祈った。また説明
を受けながら寺内を拝観し、御寺の深遠

な歴史に触れた。最後は、醍醐寺三宝院
を参拝、参加者は金剛さまの深い御心を
感じた1日となった。

北陸教区

各地で女性のための学び深める

金剛さまの思い出 第三巻

　金剛さまがご遷化されて68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。第二
巻に続く三巻目の発刊となります。

新書版　定価1,000円（税込）

秋季大祭にて発売！

待
望
の
第
三
巻

い
よ
い
よ
発
刊
！

　金剛さまがご遷化されて68年。み教
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の機会を分かち合い、一同満ち足りた面
持ちで午後3時、散会した。

たちの笑い声が途切れることはなかった。
最後の閉会式では、大人たちを前に全員
で「手のひらを太陽に」の歌を手話と共
に披露、子供たちの溌

はつらつ

剌とした歌声に会
場中から歓声があがり、親子孫すべての
世代が喜び合った教区大会は午後3時半、
終了した。

　前日の暴風雨から一転、さわやかな十
勝晴れに恵まれた7月3日、北海道々東
教区の教区大会が開催され、会場である
帯広支部に50名の参加者が集った。
　午後1時、開会。道林孝吉教区長の挨
拶では上半期の振り返りと共に教区活動
方針が改めて確認された。続く西村晴雄
指導員の講話では、下半期に向けて活動

　8月1日報恩日行事終了後、湘南道場
において神奈川、静岡両教区共催による
恒例の「教区祭」が行われた。この行事は、
当道場を学びの拠点としている両教区会
員の親睦を深めるため、毎年、開催され
ているもの。
　この日は、夏休みであることから多く
の子供たちも参加し、親子孫が一体となっ

　7月10日、埼玉教区大会「家族スクー
ル」が解脱研修センターにて、160名参
加のもと盛大に開催された。
　午前9時半、4階で拝礼行事を行った後、
一般とこども会が分かれてのプログラム
となった。
　一般の部では健康指導をテーマに津村
和範指導員と小林佳子指導員から学んだ。
午前は全体学習として簡単健康ストレッ
チと掌心法、午後の選択学習では美健体
位矯正法と引き続き掌心法について分か
れて実習。参加者たちは「してもらう心
地よさ」だけでなく「相手にさせてもら
う幸せ」を知り、「これを機に日常でやっ

目標のさらなる実践を呼びかけ、会員実
践目標「家族ぐるみで学ぶ幸せづくり」
について、金剛さまのご指導やご自身の
体験を交えて説明した。
 また、今回は合同青年会が同時開催され、
舘野庸子指導員出講のもと、学びの時間
や青年部員の交流を目的としたプログラ
ムが企画された。終礼行事後は教区大会
と合同青年会参加者全員でバーベキュー
を楽しんだ。実り多き学びと貴重な交流

て楽しい1日を過ごした。
　まず萩原徳治静岡教区長が開会挨拶の
後、本部出講の関日出夫指導員の音頭に
より乾杯。続く出し物では、鈴木隆司地
区相談役によるユーモアたっぷりな「腹
話術」、「丈笑輝龍」による力強い和太鼓
の演奏が賑やかに続いた。
　最後は椎野光雄神奈川教区長が閉会の
挨拶を述べ、参加者は今後も一丸となっ
て精進していくことを誓い合い終了した。

ていきたい」などの感想も聞かれた。
　その間、こども会では晴天のお山でお
百度を体験し、素足の心地よさに興奮し
つつも真剣な面持ちで行っていた。また、
独創的な力作が多く見られたお菓子作り
やキーホルダー作りなど、午前午後にわ
たり用意された多彩な企画の数々に子供

北海道々東教区

神奈川・静岡教区

埼玉教区

各地で教区大会が開催される

さらに、このたび支部幹事を引退する
方々へ感謝の思いと共に記念品を贈呈。
支部の新たな門出に立ち、新支部長の
もと、支部会員が力を合わせ邁進する
ことを誓い合った。

　滋賀湖東支部では7月17日、支部
長継承記念感謝会が同支部にて盛大に
執り行われた。
　同支部は昭和51年、西澤周氏のも
と独立座談会として設立、昭和57年
に支部に昇格され、西澤氏が初代支部
長に就任。そして今年5月、長男の西
澤卓氏が2代目支部長を継承した。
　第1部は国歌斉唱、拝礼行事に始ま

り、支部創設以来先亡者に対する
天茶供養を通じて、先人のお蔭を
再確認すると共に真心からの感謝
の念を捧げた。続いて前支部長の
退任挨拶、新支部長の新任挨拶が
それぞれ述べられ、新支部長夫妻
から前支部長夫妻へ感謝の花束と
記念品が贈呈された。さらに来賓
の小椋一衛教区長の心温まる祝辞の後、
出講の中元敏彦指導員の記念講話では支
部の節目に相応しい学びを受けた。
　第2部の直会では、今日までの支部の
歴史を振り返るスライドショーを上演。

新たな門出を祝う新たな門出を祝う
滋賀湖東支部長継承記念感謝会

温かい真心が掌から伝わる 子供たちががんばって練習した手話を披露
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　東京第4教区では7月 10
日、東京都立川市の昭和記念
公園内にて「教区家族スクー
ルBBQ in 昭和記念公園」を
開催した。当日は真夏の青空
が広がり絶好のバーベキュー
日和に恵まれる中、教区各支
部会員の親子孫とその友人知
人など87名が終結した。
　子供たちは青年部員の指導
の下、水鉄砲やゲーム、スイ
カ割りなどで楽しく過ごし、
一般参加者は女性部を中心に

　6月 26日、東京第 1教区
は「第9回健康指導のつどい」
を開催、同時に参加者の子供
を預かるこども会も行い、合
計110名が御霊地に集った。
　午前中には支部合同月参り
が行われ、その後、会員休憩
所にて昼食後、健康指導のつ
どいを行った。

　神奈川教区では6月26日、
いこいの森において「家族ス
クール～バーベキュー大会」
を開催し、45名の子供たちを
含む総勢112名が参加した。

　滋賀教区では7月24日、多
賀町高取山ふれあい公園にて
「友達になろう、挨拶をしよう」
をスローガンに「家族スクール」
を開催した。当日は真夏の快晴
の中、小学生以下の子供30名
を含む総勢86名の参加があっ
た。
　拝礼行事、教区長挨拶に続い
て、ストレッチ体操とアイスブ
レーキングで子供たちが交流
を深めた後、参加者全員で昼食
の準備。

学んだ。最後にワンポイント
レッスンとして膝・腰・肩の
痛みを取る方法や姿勢につい
て指導を受け、参加者
らは今後、茶話会等で
活用していくことを約
束し、終了となった。
　並行して行われたこ
ども会では、北本ス
ポーツセンターにて
ペットボトルロケット

　新潟教区では 6月 26日、
新潟地区は新潟葛塚支部で、
長岡地区は新潟宮内支部でそ
れぞれ子供会を同日開催した。
　子供5名、大人11名が参
加した新潟地区では、葛塚支
部氏神の石

いするぎ

動神社で参拝、土
地供養の後、隣の公園でシャ

協力し合って、朝からバーベ
キューの準備を進めた。
　昼食には参加者全員が揃っ
て、肉や野菜などのバーベ
キューを楽しみながらおいし
く食した。
　当行事は、教区の子供会、
女性部、青年部一般が協力し
てつくり上げたことに加え、
初参加者を含め日頃はなかな
かできなかった会員子弟の密
度の濃いコミュニケーション
も図られた。更に互いの意見
も交換するなど、今後の活動
の大きな推進力となった。

　今回は、本部より津村和範
指導員を迎えて、社会に貢献
するために、誰もが自分でで
きる身体づくりをテーマにプ
ログラムが組まれた。
　解脱3分間体操の後、意志
力を増強する呼吸法、足心道
では自らの体調を整える「自
操法」について講話と実習で

　今回の特徴として、子供の
クラスメートや近所の家族を
誘い参加した会員が多く見受
けられ、非会員でも気軽に誘
い法縁の輪を広げられるレク
リエーション行事の大切さが
改めて浮き彫りになった。

　今回初めての試みだったピ
ザ作りでは、ベテラン主婦の指
導の下、子供たちが様々な食材
をトッピングした生地をベテ
ラン支部長が大きな窯で焼き、
見事に焼き上がると子供たち
の喜びの歓声が上がった。ピザ
は、バーベキュー料理、焼きそ
ばなどと共に全員で食した。
　午後は人工芝でのソリ遊び
で汗を流した後、かき氷とスイ
カで喉を潤した。
　最後は、当地を天茶供養で浄
め、充実した1日を過ごさせ
ていただいた感謝を捧げた。

製作＆飛ばしや水鉄砲合戦に
子供たちは大興奮。親子揃っ
て充実した1日となった。

ボン玉やドッジボール、遊具
などで楽しく過ごした。初対
面の子供同士もすぐに仲良く
なり、別れ際では再会を約束
し合う姿が見受けられた。
　子供9名、大人12名が参
加した長岡地区は、隣町の見
附森林公園にてバーベキュー
大会と近所の散策で楽しい1
日を過ごした＝写真。

各地で活発なこども会活動

東京第4教区

東京第1教区

神奈川教区

滋賀教区

新潟教区

健康指導のつどい＆こども会
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　7月24日～25日、中野十七夜講社（講
元・稲子知義中野支部長）主催、中野支
部協賛による恒例の冨士参拝登山が行わ
れ、57名が参加した。
　1日目。中野支部発と秩父中村支部発
御霊地経由のバスに分乗し、一行は北口
本宮冨士浅間神社で合流、同神社上文司
厚宮司よりご挨拶を頂戴し、神変大菩薩
碑を参拝。その後、富士スバルラインを

通って一行は5合目に到着し、小
御嶽神社を参拝後、いよいよ登山
開始。
　頂上組41名は砂と岩ばかりの
登山道をひた進み、8合目「蓬莱館」
で仮眠後、2日目未明に同山小屋
を出発、風の弱い、例年にない穏
やかな天候のもと、夜明けと前後
して登頂を果たし、御来光を拝ん
だ。その後全員で唱歌「富士の山」を斉唱、
他の登山者も加わり大合唱となった。
　5合目組16名は「佐藤小屋」に宿泊。
翌朝、日蓮上人修行の地、経ヶ岳で御来

な雰囲気に包まれながら笑顔でお
使いいただくことができました。
また、遠方からも駆けつけ喜んで
ご奉仕されるその姿に頭が下がる
思いでした。
　その他、ロサンゼルス教会、ハ
ワイ教会におきましても、私たち
のために盛大な歓迎会を開いてい
ただき、会員さん方から体験を伺うなど
の貴重な経験もさせていただきました。
　また、先の大戦で日系アメリカ人が強
制移住させられたマンザナール収容所跡
を見学し、先人の並々ならぬご苦労に思
いを馳せながら、今ある私たちの幸せを
再認識すると同時に、感謝の念で胸が一
杯になりました。
　今回の研修を通して、米国解脱教会の

教区と交流することにより、これまでと
は違った角度で自身の教えの学び方を見
直すことができた」「大変実のある有意義
な研修だった」と喜びの声が多数聞かれ
る中、研修は幕を閉じた。

　「他教区との交流、心と身体の一致」を
目的に、中部圏域3教区（愛知、名古屋
第1、名古屋第2）が初めて合同開催し
た「健康指導研修会」が、7月 17日、
中部道場にて行われ、本部より堀川剛史
指導員が出講、86名が参加した。
　拝礼行事、中西好子愛知教区長の開会
挨拶に続いて、堀川指導員が「祈りのこ
ころ」と題して今回の研修の概論を述べ

た。その中で、幸せを願う
祈りの心を持ちながら人と
関わりあっていくことの重
要さを強調した。続いて、
参加者が2人1組となって、
概論で学んだことを心掛け
ながら足心道の実習、和や
かな空気が流れる中にも真
剣に取り組んだ。続く「実践に向けて」
と題する堀川指導員の講話から、人と関
わりあうことで自ずと様々なことに気づ
かされ、学びが深まることを学んだ。
　今回の研修を通して参加者からは、「他

教区を越え喜びの交流も教区を越え喜びの交流も
中部圏域・健康指導研修会

心身霊の学び深める心身霊の学び深める
大阪教区・健康学園大会

穏やかな天候に恵まれ穏やかな天候に恵まれ
中野十七夜講社・冨士参拝登山

現地会員の姿に接して現地会員の姿に接して
米国研修報告

　大阪教区では7月24日、6年ぶりの「教
区健康学園大会」をハートンホテル南船
場３階を会場に開催し、本部より津村和
範指導員、武井達郎教区担当が出講の下、

多数の会員が参加した。
　研修ではレジュメと実習により、心・
身・霊が三位一体となり、健やかになる
ための具体的な学びを深めた。また、金
剛さまのご精神に沿える真の健康な仲間
を一人でも増やしていけるよう、研修で
培った学びを家庭や職場でも生かして実
践行に努めていく大切さを深く学んだ。

　6月 22日から 7月 5日まで、米国
研修に出させていただきまして、誠に
有り難うございました。
　サクラメント御霊地で毎年開催され
ている「六地蔵バザー」に、準備を含め、
3日間お使いいただきました。
　現地の会員さんやその友人・知人と
交流する中、お一人お一人が本当に親
切に接してくださり、皆様の優しさや
思い遣りに心を癒され、とても和やか

光を迎え、遭難者慰霊供養を厳修した。
昼には頂上組と合流下山し、再び浅間神
社で登山の無事成満御礼の御奉告を行い、
感激のうちに参拝登山は終了となった。

歴史を学び、また解脱のみ教えが海を
越えた地でも米国会員さんの人生の指
針となっていることを肌で感じること
ができ、とても有り難く尊い経験をさ
せていただいたとつくづく感じており
ます。この貴重な機会を与えてくだ
さったことに改めて感謝申し上げ、今
回の経験を今後の糧とし一層努力精進
させていただきます。

内務局総務部　鈴木雄一朗
同局調札部　佐藤　正隆
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　次代を担う人々の美容と健康を促進するた
め、新たにビューティ＆ヘルスコースを開催致
します。「みさとし"美人になる法"を学ぶ」「爽
快な気持ちで毎日を送り、人様に振り返って
見ていただけるような、自分らしくかっこいい
生き方ができる人となることを目指す」をテー
マに座学と実習を通じて学びます。奮って参
加いただきますよう宜しくお願いいたします !

●開 催 日：10月29日 (土 )▶10：15（秩父駅集合）

 　　　 ～ 30日 (日 )▶14：00（秩父駅解散）
　　　　　　　　　※1日のみ参加の方は10/29正午三峯神社集合、16時解散予定です。

●会　　場：三峯神社・興雲閣（埼玉県秩父市）

●対　　象：小学校高学年・中高生～40歳代の会員、

 　　及び法縁者

●研 修 費：①1泊2日参加　

　　　　　　　　15,000円（小学生は8,000円）

　　　　　　②1日参加　　　  

　　　　　　　　3,000円（10/29（土）正午～16時）

●申込締切：9月29日（木）
　　　　           ※但し、定員になり次第締切となります。

【詳細・お問い合わせ】　解脱会教育部 研修係　　TEL03-3353-3667（教育部直通）　FAX03-3353-3708

立教90年記念事業勧募について

　今後は基本方針に基づき、90年記念事業を展
開して参る所存であります。つきましては、会員
の皆様におかれましては各支部において真心を
もって勧募金を捧げられますように重ねてお願い
申し上げます。

●御霊地道場並びに付帯設備の改修工事
　（耐震補強工事・バリアフリー化工事等含む）　
●旧別館前駐車場跡地に新棟の建設
●御霊地境内地の整備　　
　以上　記念事業総工事費　2億円 ～ 3億円

御霊地道場

勧募期間/平成28年1月1日より平成30年6月30日

●趣意書 解脱会理事長　岡野　英夫

研修のお知らせ

ビューティ＆
　ヘルスコース

　本会が平成30年に立教90年を迎えるにあたり、その記念事業
に対して全国会員の皆様より勧募を頂くことは既に通知させていた
だいた通りであります。大宇宙生命の本源である天神地 太神を中
心に広がる神域、「心のふるさと・魂のふるさと」である御霊地の
整備・拡充は解脱金剛さまが何よりもお喜びになられることと拝察
申し上げる次第であります。
　記念事業の具体的な内容につきましては、今後も末永く活用させ
て頂くことを願いつつ、全国の会員の皆様が集う道場として、安心
して利用していただけるものとすること。さらにはこれまで以上に
有効に利用していただける環境を整えるとの基本方針が策定されま
した。
　よって御霊地道場他大規模改修工事に関する建設委員会を設置
し、右記の通り決定いたしました。

全体図御霊地道場

女子寮・トイレ等 新棟


