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◀

今月のみさとし／修行は寺院にあらず殿堂にあらず、即家庭である。（尊者のご遺文39頁）

Newsletter

◀

士でタッグを組み、家人の要請に従って
雨に濡れた重い畳を運び出して投棄する
など汗と埃にまみれて、「有り難う、有り
難う」の声に涙しながら黙々と作業を続
けた。作業が終わる間際に、「私の家も助
けてほしい」との
声が続き、その都
度、仲間に応援を
頼んだり、気合を
入れ直して奮闘す
る姿があり、現地
の方々の期待に応
えていた。2日間

　また第2次は、6月 8日～
14日にかけて本部職員1名と
ボランティア一般会員が同行
して活動し、今も状況に応じ
た活動を予定している。
　また九州教区では、若杉栄
彦教区長を中心に、千々松勝
明副担任部長が教区災害対策
担当となって活動を展開して
いる。現在、教区が行ってい

るボランティア活動は①炊き出し②足も
み・傾聴活動③瓦礫撤去の３つ。
　炊き出しは、教区が主体となって行い、
5月 22日、熊本市総合体育館にて郷土
料理ダゴ汁を振る舞った。また6月 12
日には、第1回合同ボランティアとして、
炊き出しと足もみ・傾聴活動を行った。
　足もみ・傾聴活動は現在4ヵ所（公民
館や会員の友人・知人宅など）で行い、
さらに会場が追加される予定。

の作業を終えて帰る時は、熊本大津支
部や田迎準支部会員らが見送りに駆け
つけ、感謝の言葉が溢れた。16日午
前5時に帰着。そのまま出勤する頼も
しい青年の姿も見られた。

　また瓦礫撤去ボランティアでは、千々
松災害対策担当が窓口となり、社会福祉
協議会の受付をまとめている。その一つ
に、神戸教区よりバス1台でのボランティ
アの来訪があった＝下記参照。
　震災後より、地元九州教区をはじめ、
全国各教区や支部、青年部らによるボラ
ンティアなど支援活動が続けられている。
　こうした支援活動はさらに広がりをみ
せ、他教区でもボランティアの募集や義
援金勧募を行っている。

　神戸中央支部は、5月13日～15日
にかけて熊本地震復旧ボランティアを
決行、神戸教区内会員及び保育士有志
含む45名が参加した。
　先ず、現地のボランティアの状況を
確認した上で、連休後の13日午後9
時に出発し、翌早朝に現地入りした。
　若杉栄彦九州教区長はじめ現地会員
らの歓迎を受けた後、持参した天茶で
犠牲者の供養を行った。そして社会福
祉協議会の受付を済ませ、各現場へ移
動した。今回、バスに同乗した健康指
導委員や担当員らが、現地のエコノミー
クラス症候群の方が多い状況を鑑み、
先に現地入りしていた本部からの派遣
職員と合流し、公民館など会場各地で
足もみや傾聴の奉仕をした。驚いたこ
とに、車椅子で来訪した方が、帰りに
は歩いて会場を後にするといった嬉し
い出来事もあった。
　また、瓦礫撤去では、青年部と保育

　熊本近県を襲った大地震から3ヵ月と
なる。現状は変わらず、避難所やテント、
車中泊をする被災者が多い。
　中でも数人の死者を出したエコノミー
クラス症候群の危険性は高い。
　その様な被災者を支援するため、本会
は以下の活動を行っている。
　本部では、第1次として5月 11日～
26日にかけて本部職員3名を交代で派
遣し、足もみや傾聴を含めた支援活動。

重い荷物は二人で運ぶ

熊本地震報告

21年前の神戸を振り返り、熊本の人々の痛みを思う21年前の神戸を振り返り、熊本の人々の痛みを思う熊本地震復旧ボランティア

炊き出しの様子（5月22日）

たいへん喜ばれた足もみ・傾聴活動（6月13日）

熊本を元気づける支援活動のひろがり

埃まみれの荷物を黙 と々まとめる
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　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
精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。引き続き本会の勤行に移
り、一同が皇祖皇霊に礼拝、
懺悔文、般若心経を唱えた。

　勤行後は、上村長老猊下か
ら各結縁者に結縁之証と折五
条、各表彰者に感謝状と記念
品が授与され、さらに霊明殿
前で記念撮影が行われた。
　妙応殿での斎食では、まず
上村長老猊下が、結縁者に対
し謝意を表された後で、「大変
なご時世ですがお蔭さまで御
寺泉涌寺は無事に務めを果た
させていただいており，誠に

有り難く思っております」と
御礼の挨拶を述べられた。
　引き続き岡野英夫理事長が
挨拶に立ち、法要と表彰式が
執り行われたことへの謝意を
表し、「金剛さま、皆様方のご
先祖さまも大変喜ばれている
ことでしょう。この今日の喜
び、そして感激を子々孫々に
まで伝えていただきたい」と
の言葉で締め括った。

平成 28 年度　護持会 結縁者
福島　道子　　　   　 ( 大宮土呂 )　
須藤　　正　　　    ( 相模原橋本 )
石田　譽市　　　　 ( 神奈川大井 )

鈴木　隆司　　　  　( 三島二日町 )
名古屋香呑支部　  　
齋藤　安彦　　        　( 大阪玉造 )　

平成 28 年度　護持会 表彰者

山﨑　秀子　　　　    ( 岩手大槌 )
野本　祥二　　　       ( 新潟加茂 )
清水　隆雄　　　　    ( 新潟加茂 )
田辺紀代子　　　　 　( 高崎中央 )
荒木　友充　　　　 　( 群馬水上 )
岡田　清孝　　　　 ( 川口中青木 )
戸井　艶子　　　    ( 春日部大砂 )
小田　敏郎　　　    　( 立川柴崎 )
伊藤　光男　　　 　 　  　( 小岩 )
秋山　　勉　　　  　 　 　( 福生 )
武前　桂三　　　　          ( 台東 )
日暮　惠一　　　             ( 六月 )

秋葉　澄恵　　　            　(六月)
上原　　功　　　            (御徒町)
青木　たか　　　     ( 三島二日町 )
河田より子　　　     ( 名古屋鳴海 )
桑名江場支部　　    
山﨑榮美子　　　　     ( 滋賀大津 )
中野　利久　　　        ( 滋賀大津 )
岡田　裕夫　　　     　( 滋賀大津 )
横田　和夫   　            ( 川西栄町 )
石川　智史                  ( 福山引野 )
瑞慶山良哲　  　       (沖縄うるま)

●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（全額一括納入）。
●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
下さい。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。
奉納金は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）。
　※ 詳細は解脱会本部・総務部（03-3353-2191）までご連絡下さい。

御寺泉涌寺護持会員の申込について

上村長老猊下より折五条を拝受した職衆の厳かな理趣三昧の読経が堂内に響く

詫び不足についてのポイントを述べ、さ
らに「仲介はお尋ねすることではなく、
白紙の心で霊動を受け取っていくことか
ら始めること」と強調した。尚、次回の
7月の研修では、それぞれに続けて修法
シートを読み進めてゆく講義が予定され
ている。午後からは再び実修が行われ、
午後３時半閉講した。
　参加者からは、「自身のペースで安心し
て学ぶことができる」、「選択制の講義を
継続してほしい」との感想が聞かれた。

　5月28日、29日にかけて仲介者養成
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50名が参加した。
　初日は午前10時より開講。初めに法
主さまが御五法の尊さを説かれるととも
に、「仲介者としてお使いいただくには普
段からの準備が必要。秘義三法を徹底し
て正しく智情意を啓発することが大切」
とご指導された。続けて西村晴雄教務局
長よりみ教えの基本について講話があ
り、午後からは修法シートに基づき、大
賀光夫修法部長から「御五法修業の目的
と心得」を、安達武寿布教本部員から「仲
介者の心得」について説明があった。そ
の後、9班に分かれて実修となり、事前・

事後の話し合いに時間をかけ、基本の学
びを再確認するグループが多くみられた
＝写真左。
　翌2日目は、本研修から参加者の理解
の度合いに応じて2つの講義が設けられ
た。一つは岩田始修法部主任が「初期の
霊動」（修法シートNo.7）について霊動
を確認する際の代表的なポイントを解説
＝写真右。「霊動編」（修法シートNo.12
～ 13）を学んだもう一方の教室では、倉
上利夫布教本部員が信仰関係の不敬やお

段階的に、より細やかな指導段階的に、より細やかな指導
本部研修・仲介者養成コース

御寺泉涌寺で結縁法要  尊者の御精神継承して
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　中部１日コースが5月 22日に中部道
場にて開催され、教区長、支部長を含む
多くの会員が参加し、開催テーマに基づ
いてみ教えの学びを深めた。
　７回目となる今回は、春季大祭にて発
刊された『金剛さまの思い出　第二巻』
並びに『真行』をテキストとして、み教
えの基本と共に、金剛さまの会員指導を
通して学びを深めた。その後に心身一如
の学びとして呼吸法を中心とした体操が
紹介され、心、体、呼吸のつながりにつ
いて実際の動きを確認しながらの講習が
行われた。
　午後からのテーマ学習 “立教 90年に

向けて” の時間は、「御皇室の尊さ」「社
会に向けた活動」「次世代の育成」という
3つの内容で構成され、視聴覚教材を通
しての学習や、5月より取り組みが始まっ
た熊本ボランティアの報告、更には本年
3月に開催された青年コースの内容紹介
等が行われると共に、各自がみ教えを伝
えられる人になることを目標に、家庭・
支部・社会で実践できる事柄について目
標を定める時間が設けられた。
　最後は中部圏域の責任者である近藤貞
男道場長の激励の挨拶で締めくくられ、
参加者一同は今後に向けた躍進を誓い
合った。

　本部道場の氏神となる須賀神社の例大
祭が6月 3日～6日にかけて催され、4
日には子供神輿と山車、大人神輿が本部
道場に立ち寄り、本部職員が飲み物など
提供する接待奉仕を行った。当日の道場
周辺は、賑やかな掛け声が響いていた。

　新緑鮮やかな長野県信濃町・黒姫出張
所において、第46回黒姫弁財天大神例
祭及び、第44回天圀蔵五柱五成大神例
祭が執り行われ、法主さま、法嗣さま、
岡野英夫理事長はじめ服部宏昭長野県議

黒姫出張所にて本年の天茶の豊作を祈願
会議員など来賓他、甲信教区会員、天茶
耕作者組合員らが参列した。
　式典は、各外宮で法主さまによる祝詞
奏上、玉串奉奠、そして拝礼行事と厳粛
に進められ、良質の天茶を頂ける感謝と
ともに、本年の豊作が祈願された。
　直会で法主さまは、欠かすことなく御
守護いただいている有り難さを述べられ
るとともに、金剛さまのみさとしから実
践することの大切さを示された。その後
は乾杯となり、出張所の方々による心づ
くしの手料理に舌鼓を打ちながら和やか
なひと時を過ごした。

須賀神社例大祭

本部研修 中部1日コース  立教90年に向けた学び

　参加者からは「立教90年に向けてと
ても有意義な研修だった」「御皇室につい
ての学習で胸が熱くなった」「研修に参加
することによって気持ちが前向きになれ
る」「生き方を考えさせられる研修はよい
と思った」等の感想が寄せられ、種まき
の月にふさわしい学びの得られる研修と
なった。

　中国第1教区では、4月 24日、教区
健康指導研修会を島根木次支部にて開催
し、合計28名が参加した。
　開会にあたり、石原悳二教区長より、「各
自に合った健康法を今日の研修で学び、
習得しましょう」と挨拶があった。
　続いて健康指導担当員より、「呼吸法、
3分間体操、掌心法」の実施方法とポイ
ントについて詳しい説明があった。

　出講の宮崎順史指導員は「転倒を予防
するための下肢の筋力トレーニング方
法、またエコノミークラス症候群による
足の静脈血栓の予防・改善に効果のある
運動」について、共に椅子を利用して行
う方法を学んだ。
　その後、2人 1組に分かれ、「足もみ、
掌心法」について実習の時間が設けられ、
改めて、相手に対する思いやりが重要で
あることを再確認した。
　最後に宮崎指導員から「社会に向けて
貢献したくとも、身体が不調であれば無
理。安心な食生活に努め、各自にできる
健康法を毎日の生活の中で継続し、心・身・
霊を安定させ、社会のお役に立とう」と
活動の基礎となる自身の健康の大切さを
強調し、締めくくった。

中国第1教区  社会貢献は「心・身・霊」の安定から 事業部商品の紹介
『お線香とロウソク』

　両商品のほかに多数のタイプが
ございます。詳しくは解脱会事業
部（03-3353-2191）までお問い
合わせください。

金剛香（紫徳用・220g）1,030 円
ローソク（3 号・20 本）330 円
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　4月 24日、滋賀教区では勤労福祉会
館「臨湖」にて、第39回滋賀教区女性
の集いを開催し、136名が参加した。
　本行事は、教区女性部間の交流を深め
ると共に、「笑顔の持つ力」を味方にして、
家庭、地域、社会に向け、楽しく素晴ら
しいみ教えをお伝えしていくことを目標
としたもの。
　当日、1分間の静想の後、正午より開会。
拝礼行事、婦道十訓唱和、開会挨拶、小
椋一衛教区長の挨拶の後、「笑顔の持つ力、　
明日への一歩」と題し、本部出講の中江
サチ指導員より講話があった。講話の中
の「笑顔は心の栄養素」「元気に過ごすコ

ツ」等の話から、参加者一同、
多くの学びを得た。
　続く質疑応答では、「笑顔にな
れない時の笑顔の作り方」等の
質問に対し、中江指導員からの
現実に即した解りやすい答えに、
皆、真剣に聞き入り、参加者よ
り「もっとお聞きしたかった」「勇
気をもらった」等の声が多く聞かれた。
　続くレクリエーションでは、解脱三分
間体操を行い、さらに、子供から大人ま
で有志が参加する「よさこい踊り」や女
性部全員での「南京たますだれ」が披露
された。1ヵ月前からの練習の成果が十

分に発揮されず、失敗が目立った半面、
会場は大きな笑い声と拍手に包まれ、大
いに盛り上がった。
　休憩の後、婦人歌斉唱、閉会挨拶、終
礼行事で午後3時、終了。楽しく充実し
た1日となった。

こい踊りが元気よく披露された。続いて、
桜川貴美子氏一行による江州音頭では参
加者が輪になって踊り、最後に抽選会で
盛り上がり、会場が一体となって楽しん
だ。
　予報は雨であったが、終始晴天。帰港
後に雨が降り出し、弁財天様の加護と導
きを感じつつ、無事に行事が終了した。
昨年9月に実行委員会が立ち上がり、教
区一丸となって準備を整えてきた成果が
見事に表れた感動の供養祭であった。

型豪華客船「ビアンカ号」に
参加者全員が乗船し、竹生島
へ向けて長浜港を出航。船上
で行われた第1部式典では、
供養祭の経緯を紹介した後、
祭壇前での行事に進み、心経
7巻をお唱えする中、供養塔
での天茶供養と共に、2階後
方のデッキより湖面に向けて
各自持参した天茶を捧げ、懇
ろなる供養が行われた。
　岡野理事長は記念講話で、長年続けら
れてきたことに敬意を表し、供養の意味
に触れられた。続く小椋一衛教区長から
の実行委員や参加者へ対する御礼の挨拶
で終了。その後、竹生島に上陸し、都久
夫須麻神社や竹生島弁財天へ各自参拝し
散策した後、午後1時、出航。
　船内で昼食の後、第2部直会がスター
ト。約50名の老若男女によって結成さ
れた滋賀教区よさこいチームによるよさ

　滋賀教区では5月 29日、第 50回琵
琶湖感謝供養祭を開催。今年は節目の年
であり、本部出講の岡野英夫理事長を始
め、来賓に永田秀夫相談役、早川廣美関
西圏域責任者、中元敏彦滋賀担当、今庄
康裕西日本圏域責任者を迎えた。さらに
琵琶湖を利用する京阪神一帯に参加を呼
びかけたところ、関西圏域の兵庫・神戸・
大阪・京都・北陸各教区長と各支部会員
が多数集い、総勢430名が参加する中、
盛大に執り行われた。
　本供養祭は昭和41年、長浜神前支部
において無縁となっていた竹生島弁財天
眷族白龍様を道場守護神として祀ったこ
とが機縁となり、竹生島弁財天様のご加
護と琵琶湖の恩恵への感謝、琵琶湖関係
有縁無縁万霊の供養を目的に、支部行事
として始まった。そして、同46年から
教区行事として開催されることになり、
現在に至っている。
　当日、午前10時半、琵琶湖最大の大

滋賀教区

関西圏域の真心が集結！ 第50回琵琶湖感謝供養祭

湖面に向けて感謝の天茶を捧げた

講話に立たれた岡野理事長

船内での供養祭式典の様子

収容人数満員で乗船した琵琶湖最大級の船、ビアンカ号

船上から望む竹生島

パワフルで元気いっぱいのよさこい踊り

会場が一体となって盛り上がったよさこい踊り

女性の集い「笑顔の持つ力」を味方にする
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参列した支部長以上の役員より生花が捧
げられた。霊魂安かれの祈りと共に般若
心経が厳修され、各役員が祭壇の供養塔
に天茶を注ぎ、同時に参列者全員で、現
地会員や持ち寄った約5.5トン以上の天
茶がバケツに分けられ、砂浜へ、海へと
真心からの撒き供養が捧げられた。
　心経33巻にわたる天茶供養の後、挨
拶に立った岡野理事長は、「打ち寄せる波
が我も我もと天茶を求めてくるお霊魂さ
まに見え、未だに安霊していない方が多
いと思う」「こうした犠牲者の上に私たち
の幸せがある。日々の生活を律し、思い
を忘れないように」と諭された。続いて

　東日本大震災から5年と3ヵ月が経過
した6月 11日、福島県いわき市の新舞
子浜海岸（復旧工事中）にて、東日本大
震災特別慰霊供養祭が行われた。本年よ
り主催は東北第2教区。法主さま、岡野
英夫理事長を迎え、埼玉教区をはじめと
する関東地区支部長や会員、本部職員ら
約170名が参加し、慰霊の祈りを捧げた。
　快晴となった当日、関東地区よりバス
2台他、東京第7教区や群馬教区より自
家用車で集い、午後1時に開式。
　海を背に設けられた祭壇の前で、一同
拝礼、法主さまによる回向文奏上。
　続いて、法主さま、岡野理事長はじめ、

勉教区長の開講挨拶に続いて、井上指導
員が講義。初期の霊動やお尋ねの言葉が
け等、修法シートを用いて学んだ。
　お浄めの後は実修となり、各自、基本

支部長・幹事が修法研修支部長・幹事が修法研修
東北第1教区

　東北第1教区では、北区と南区に分か
れて支部長・幹事のための修法研修が行
われた。この研修は、御五法修業の仲介
者の育成と資質の向上を目指すもの。
　北区では、5月 17日に十和田支部に
おいて行い12名が参加。南区では翌18
日、山形浜中支部において行い、13名が
参加した。
　両日とも、講師に井上公郎指導員を迎
え、午前10時開会。拝礼行事、佐々木

増田勝範教区長は、「5年3ヵ月が経った
今も尚、行方不明の方がいます。変わら
ぬ真心をもって心を寄せたい」と、謝辞
とともに供養の大切さを伝えた。
　最後に震災で未だ頑張っている人や
困っている人がいる事を思い出してもら
おうと増田教区長が作った黄色いリスト
バンドについて西功義指導員から説明、
「足もみ隊の主管が今後、本部から現地に
移るので、応援してほしい」と呼びかけた。
　式典終了後、サクランボなどお給仕品
が参加者全員に配られた。参加者からは、
「波の打ち方が変わり、お霊魂さまが本当
に喜んでいた」との声が聞かれた。

を確認しながら仲介者、書記、修業者の
役目に学びを得た。
　午後3時、終礼行事をもって実りある
研修が終了した。

供養前、撒き供養のための無数のバケツが砂浜に並ぶ 祈りを込め供養塔に天茶をそそぐ法主さま 謝辞を述べる増田教区長 お霊魂を偲び海に天茶を捧げる

北区の十和田支部にて 南区の山形浜中支部で講義の様子

「霊魂安かれ」の祈りは寄せては返す波に乗り、復興への誓いと響く

参加した役員・先生方と東北第 2 教区会員

東北第2教区・東日本大震災特別慰霊供養祭
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ながら、参加者たちは本殿と拝殿の拭き
掃除や境内の草取りに精を出した。また
例年、氏子の方から申し出のある社務所
庭の草木・ゴミの片付けも手分けして
行った。その後、中部道場に戻り、各自
で持参した天茶で中部道場周辺と駐車場

　第2部では、放生会・天茶供養が行われ、
水辺で遊ぶ子供たちと、この地を訪れる
人々の安全を祈り、真心込めた天茶供養
が厳修された。続いて恵良宮司より祝辞
を賜った後、出講の渡辺孝彦指導員が「水
の心で地域社会の人々に心を合わせ、家
族の絆、夫婦の愛を大切にし、世のため
人のために感謝報恩を誓い、洗足池をお
守りすること」とこれからの参拝者の心
掛けを示した。
　その後、宇佐見光男教区長が参加者へ
向けてお礼の挨拶を行った。
　第3部直会では、鼓笛隊による演奏と

　名古屋第1教区は5月 29日、中部道
場氏神清掃奉仕及び道場周辺土地供養を
行い、29名が参加した。
　晴天となった当日、午前10時より中
部道場にて拝礼行事、中部道場氏神様の
熊野社へ全員で移動。その日、ちょうど
レクリエーションが行われていた熊野社
には、普段より多くの人々が参拝に訪れ
ていた。
　先ず全員で参拝した後、清掃奉仕を開
始。日頃の御守護への感謝を込めて、ま
た奉仕させていただける有り難さを感じ

　東京第4教区は、洗足池風致協会との
奉献により、5月22日、第47回洗足池
弁財天例大祭を開催した。当日は天候に
恵まれ、弁天島の木々をわたる風も心地
よく、235名の参加者が集い開催した。
　第1部式典は、千束八幡神社恵良彰紀
宮司祭主のもと、奉祭の儀を執行。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。

の土地供養を行った。
　昼食後はディスカッションとなり、三
聖地巡拝練成での天茶接待奉仕の反省会
や今後の女性部活動について、2グルー
プに分かれて意見交換した。終礼行事を
もって、午後2時、解散した。

自由ヶ丘支部会員が主催するダンスチー
ムが、「エイサー」を披露、共々に楽しい
ひと時を過ごした。弁財天様への感謝を
もって多くの方々にお役に立てるようお
誓いし、午後3時に閉会となった。

洗足池弁財天例大祭洗足池弁財天例大祭
東京第4教区

　6月 5 日、札幌道場にて教区健康学
園を開催、30名が参加した。
　当日は午前 11時、拝礼行事の後、安
達武寿指導員、鈴木秀男副担任部長よ
り挨拶があり、3分間体操と続いた。次
に堀川剛史指導員から体操の一つひと
つポイントをおさえた説明があった。午
後、足もみ隊用の実習では、心で祈り
ながら足を掌で包むだけで足が軽くな
ることを実感。その祈る心で人様を茶
話会にお誘いし、お導きをしていくこ
とを共々に誓い合った。

　5月 22日、道東教区は釧路白樺台準
支部にて修法研修を開催した。
　午前11時、拝礼行事の後、道林孝吉
教区長が挨拶で、4月 17日に行われた
教区修法担当員研修の内容にふれた。
　続いて、出講の安達武寿指導員の講義
では、教区が希望する、御五法修業と霊
動について、「神関係」「先祖関係」「生霊
関係」「その他の関係」の4項目に分け
た詳しい勉強がなされた。
　午後も引き続き霊動について学び、『修
法シート』の “仲介の手順” に基いた学
びでは、図や文章では理解しにくい箇所
などは、体験を含めた解説に学んだ。
　最後は、閉会挨拶、終礼行事、先祖供養、
北方領土土地関係無縁一切之供養と進
み、午後3時に終了した。
　今回は質問が多く、実修の時間が取れ
なかったが、参加者１人ひとりが納得の
ゆくまで学び、充実した研修となった。

　5月 22日、札幌道場にて前期修法研
修会を開催、19名が集った。
　午前11時より拝礼行事、宮崎修指導
員より修法シートと新版解脱実修要典を
用いた、「生霊関係」についての勉強があっ
た。続いて2名の修法担当員より、生霊
関係のお詫びや供養について、体験に基
づいた発表があり、参加者は身近な問題
として受け取ることができた。
　その後、2グループに分かれて実修が
行われ、事後の話し合いでは、「霊動」、「修
業」について活発な意見が交わされた。

道南教区

氏神で感謝の清掃奉仕氏神で感謝の清掃奉仕
名古屋第1教区

修法の学び深める教区健康学園前期修法研修会 修法の学び深める
道東教区

お守りいただいている感謝とともに 掃除を終えた清 し々い気持ちで
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参加して行われた＝写真。3日間とも午
前10時の拝礼行事にはじまり、開会挨
拶に続いて各地区健康指導担当員より、
3分間体操、掌心法、足心道、認知症予
防等について説明があった。
　続いて、出講の渡辺孝彦指導員より、
様々な視点から健康学園の意義や目的に

家庭という安全基地を盤
石なものとする」と、家
庭の中での何げない会話
が夫婦の精神安定につな
がると講話があった。続
いて午後に参拝する香取
神宮について学び、終礼行事後、一行は
バスに乗車し、潮来へ出発。香取神宮で
は正式参拝をした後、ゆっくりと境内を
巡った。続いて水郷潮来あやめ園へ移動。
あやめ祭りにて、白無垢姿の「潮来花嫁
さん」が嫁入りする様子に感動した一行

さまを頂き感謝の日々を過ごしている体
験を語った。
　続いて、出講の岩田豊美指導員より、
大会のテーマである「家族はつらいよ～
毎日を笑顔で暮らすために今、私にでき
る事～」にふさわしい女性の務めや夫婦
のあり方について、み教えをもとに分か
りやすい講話があった。
　また、ディスカッションの後の質疑応
答では、岩田指導員より詳しく答えてい

　茨城教区では例年、「女性のつどい」と
して、第1部は出講者からの学びがあり、
第二部は、「金剛さまの足跡を訪ねて」と
して神社などへバスで赴き、信仰行と参
加者の親睦を図っている。
　今回は6月4日、茨城小田支部にて第
一部を行い、第2部は香取神宮（潮来市）
などを参拝し、36名が参加した。
　当日は午前9時より開会。拝礼行事、
中山美智子女性部長、根本博教区長の挨
拶の後、出講の武市万苗指導員より、「あ
りがとうの言葉を積み重ねていくことは

ついて講話があった。その後、渡辺指導
員による個人指導が行われた。参加者は
渡辺指導員の講話や指導、またプログラ
ムの内容を通して、「心身霊」は分離独立
しているものではなく、互いに関係して
調和していくように学ぶことの大切さを
再認識した。

は、若い頃に思いを馳せ、「初心に返って
お互いに家庭を治めていこう」と誓い
合った。最後は成田山新勝寺を参拝し、
午後5時、帰路についた。非会員3名が
参加する中、終始、和やかな雰囲気で過
ごし、充実した1日となった。

ただき、　最後に、「幸せなら手をたたこ
う」を参加者全員で合唱。有意義な大会
となった。同時に開催した子ども会では、
青年部の協力のもと、消防博物館見学や、
科学実験 (スライム作り、電気エネルギー
実験 )で、大いに盛り上がり、笑顔いっ
ぱいに楽しんだ。
　教区の女性部、青年部、子ども会が協
力し、教区の活動に大きな弾みをつける
行事となった。

女性のつどいで足跡を訪ねる女性のつどいで足跡を訪ねる
茨城教区

　東京第1教区では6月5日、本部道場
にて女性大会並びに子ども会を開催し、
合計150名の参加者が集まった。
　午後1時より始まった女性大会では、
拝礼行事、阿曽沼孝允教区長挨拶の後、
牛込支部幹事山田フジヱさんより、義父
の事故死、子供の病気を乗り越え、お蔭

東京第１教区・女性大会＆子ども会

毎日を笑顔で暮らすためにできること

昭和42年より続けられている。
　当日は出講の岡野英夫理事長はじめ解
脱会員の他、地元町会及び商店会代表、
有志らが参列する中、正午より開式。ま
ずは生花と天茶が捧げられ、小泉博文教
区長が表白文を奏上、当地に眠る霊魂の
安霊と地域繁栄を祈り、一同で真心から
の天茶供養を捧げた。その後、会場を移
して直会が催され、さわやかな新緑の下、
共々に和やかなひと時を過ごした。

各地区で健康学園開催各地区で健康学園開催
甲信教区

石神井城址慰霊祭石神井城址慰霊祭
東京第3教区

左＝好評だった岩田指導員の講話　　　　体験に真剣に耳を傾ける

　甲信教区では、渡辺孝彦指導員を迎え
て、5月28日～30日の3日間にわたり、
3つの地区で健康学園を開催した。
　北信地区は5月 28日長野八幡支部に
て21名が参加。翌29日、南信地区は松
本里山辺支部にて22名が、山梨地区は
翌30日、甲府塩部支部を会場に11名が

　4月 29日、東京第3教区は石神井城
址保存会と合同で「第78回石神井城址
慰霊祭」を東京・石神井公園内の石神井
城址にて開催した。本行事は約530年前、
石神井城主・豊島氏が太田氏に滅ぼされ
た戦いで倒れた霊魂に対する供養として

スライム作りに興味津々（こども会）



みんなで楽しく書道を学びませんか？
  解脱書道会は「茶話会活動」に
　　                  書道を取り入れることを提案します。

解脱書道会『大雁』参加のご案内

解脱書道会『大雁』の特徴
☆幼児から一般まで、初心者から上級者まで、どなたでも参加できます。
☆課題も漢字・かな・みさとし・創作など、バラエティーに富んでいて、

楽しく学べます。来年からは硬筆も始まります。
☆課題と昇段・昇級の発表は、年 4 回発行している『大雁』に掲載さ

れます。
☆出品作品は、講師が丁寧に添削して返送します。
☆参加費用は無料です。
　但し、作品の返送用として 82 円切手 2 枚を出品作品と共に送って

いただいています。

　　　※ 詳しくは、各支部に送付されている『大雁』をご覧ください。
　　　※『大雁』を希望される方は、下記にお申し出ください。

　　〒 160-0007　東京都新宿区荒木町 4　解脱会
　　　　　　　　　解脱書道会事務局　　TEL03-3353-3706
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第152回  健康学園コース
研修のお知らせ

関西道場において健康学園を開催いたします。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りましょう。

主な内容
1 日目　
◎解脱有食法　
◎呼吸法　
◎健康総合指導　
　◇体位矯正法コーナー　
　◇足心道＆掌心法コーナー　
　◇総合相談コーナー

2 日目　
◎宝塔参拝　
　◇呼吸法　
　◇解脱三分間体操　
◎クラス別学習　
　◇体位矯正法　
　◇足心道

日　時：9 月 24 日（土）〜 25 日（日）

場　所：関西道場

研修費 ：10,000 円 ( 夫婦割・親子孫割　2 名で 15,000 円 )

対   象 : どなたでも ( 定員 50 名 )

問合せ：解脱会教育部・研修係

TEL 03-3353-3667　FAX 03-3353-3708

　この度、本年 3月のカンボジア・スタディツアーをもっ
て20年間のビバ・カンボー募金活動を無事終了とさせて
いただきました。
　青年本部では20年間の感謝の気持ちを込めて記念誌

『ビバ・カンボー 20年の歴史』を制作いたしました。
　今までご支援くださった全国各支部、直轄道場、歴代
のスタディツアー参加者にお配りさせていただきましたの
で、是非ご覧ください。
　また、これまで行ってきた本会の功績が讃えられ、ビバ・
カンボー募金活動の支援母体である公益社団法人シャン
ティ国際ボランティア会（SVA）より感謝状を頂戴いたしま
した。

「ビバ・カンボー記念誌制作と
SVAより感謝状の受領」


