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◀

今月のみさとし／人間の価値は人間の持つ欲と願いの如何に決せられる。（ご聖訓第七巻78頁）

Newsletter

◀

本部布教推進会議

さらなる報恩行の徹底をはかる

　1日目。まず本会議議長となる岡野英
夫理事長が、先日起こった熊本地震を挙
げ、私たち一人ひとりが防災の心を培う
ことが大事として、「防災の最高のアイ
テムは隣近所の信頼、絆」と述べ、日頃
から周囲と調和していくことも大事なみ
教えの実践行と強調した。
　続いて法主さまは法話の中で、「深く解
脱金剛さまに帰依して、全力を出してお
使いいただきましょう」と述べられ、「こ
れから先も岡野家の子孫として尊いみ教
えを伝道していくお役目がある、一緒に
頑張ろう」と力強く呼びかけられた。
　休憩を挟み、岡野議長より、下半期に

向けた圏域制度の構築や次年度の人選、
防災体制の構築があげられ、今後のさら
なる協力を仰いだ。
　午後からは、西村晴雄教務局長が、布
教活動方針の推進について講義。上半期
の活動の検証と、お導きの実践に基づく
自身の体験等を述べた。続く実践例とし
て黒宮律子本部教務員と白井正男監事
（西村局長代読）より、今後が期待される
茶話会の活動報告があった。
　その後、「圏域布教活性化のために」を
テーマに各圏域に別れてディスカッショ
ンとなり、茶話会活動の進捗状況と推進
するための方策が話し合われた。

　2日目は午前6時半から御霊地・お山
にて布教推進祈願のお百度に始まり、研
修センターに戻り、議長挨拶に続いて法
主さまより激励の挨拶をいただいた後、
午前9時から、NPO法人「ジャパンハー
ト」の吉岡秀人代表より、活動内容や今
日までの経緯、思いなどが語られ、尊い
活動に感動し涙する役員も見られた＝詳
細下段。
　後の休憩では吉岡氏の書籍販売や当日
の講演CDの予約販売に列ができていた。　
　続いて藤原博内務局長が「副食を献じ
る運動」の実績と今後の取り組みについ
て報告。その後の圏域別ディスカッショ
ンでは、支部・教区を活性化させるため
の具体的な活動等、活発な意見交換がな
され、充実した会議は正午に解散した。

　本部布教推進会議が 6 月 25 〜 26 日にかけて解脱研修センターにて行われ、全国各地より布教の第一線で活躍する教
区長、本部教務員らが集った。今回は、「副食を献じる運動」の献金先、NPO 法人『ジャパンハート』の吉岡秀人代表を
外部講師に招き講演を聴いた他、下半期に向けて各圏域の特徴を活かした活動計画について話し合った。

早朝、参加者全員で布教推進祈願のお百度

　第2次世界大戦では多くの人が犠牲となっ
た。終戦後20年、私が生まれた1965年も
近隣国で戦争や虐殺で亡くなった人が大勢い
た。僅かな空間や時間のズレによって自分の
人生がある「お蔭」を感じた時、自分はこん
な生き様でいいのかと反省した。そしてこの
恩返しをしたいと思い、私は医者になった。
終戦50年を期してミャンマー（ビルマ）で
亡くなった遺族会の方々に依頼され現地に
行った。日本軍30万人のうち20万人が亡
くなった激戦地。残りの10万人は現地の農
民たちが救ったと聞いた。彼等は今も貧しく
医者もなく、日本では簡単に治る病気や怪我
で亡くなる子供たちが大勢いる状態を見て気

が付いた。彼等を救うことが慰霊としての活
動にもなるのだと。現地で突然、「日本を頼
む」と英霊から言われた気がした。彼らが
命を懸けたほどの国になっているのかを自問
し、自分なりのやり方で日本の社会に何が
できるかを考えた。16年間、現地で無償
で診察、治療を続ける中、ジャパンハート
を設立した。現地で気付いた事。医療は人
の命を助けるだけではなく、医者の前に来
る前と後で人生の質が上がること、幸せに
してあげることが医療の役目だと理解した。
　現在、沢山の医療者や若者が私と一緒に
無償で働いてくれている。次世代を育てる
ためにお力添えを頂けたら有り難い。

ジャパンハート代表・吉岡秀人先生講演要旨

「子供たちを救いたい」
●プロフィール

　1965年、大阪府吹田
市生まれ。大分大学医学
部を卒業後、大阪・神奈
川の救急病院に勤務。
　1995〜1997年、ミ
ャンマーにて医療活動に

従事。1997〜2001年、国立岡山病院勤務小児外
科医師、2001〜2003年、川崎医科大学勤務小児
外科講師を経て2003年4月〜現在、再びミャンマー
にて医療活動に従事。2004年4月に国際医療ボラ
ンティア団体ジャパンハート設立。
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　札幌１日コースが6月 19日に札幌道
場で、九州１日コースが７月３日にサン
メッセ鳥栖でそれぞれ開催され、教区長、
支部長を含む多くの会員が参加し、開催
テーマに基づき教えの学びを深めた。
　本年の１日コースでは春季大祭に発刊
された『金剛さまの思い出』第二巻と『真
行』をテキストに、み教えの基本と共に、
金剛さまの個人指導を通じて学びあっ
た。続いて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。
　テーマ学習となる “立教
90年に向けて” の時間では
まず「ご皇室の尊さ」につ
いて、約40分間、視聴覚教
材を通して学んだが、深く心を打たれる
内容であり、涙ながらに映像に見入る参
加者も多く見られた。続く「社会に向け
た活動」では、現在本会で足もみ隊を中
心に取り組んでいる熊本ボランティアに
ついての活動状況が報告された。
　特に九州１日コースは、熊本ボラン
ティアとして足もみ隊が派遣されている
時期と重なったため、足もみ隊員の協力
を得て実際の手技やボランティア活動の
心得について、臨場感をもって学ぶこと
ができた。また九州教区では月に一度の札幌 1日コースの様子

　名古屋第2教区では6月 19日、愛知
県の内海浜海岸にて供養祭を行った。当
行事は、昭和32年、海難者への慰霊と
海の安全祈願を目的に、名古屋の先覚者・
林寅三氏と地元会員により始まった。55
年に当教区へ引き継がれ、地元観光協会、

町会議員、漁業組合からも多数が参加し、
毎年、続けられてきた。海難事故ゼロと
いう年が続き、地元南知多町より感謝状
が贈られたことも。そして、地域が発展
し海の安全が守られているのは、供養を
受け安霊した御霊魂によるものと御五法
修業で示され、さらに充実した供養祭に
しようと、今回、一区切りをつけた。
　この日、近藤貞男指導員が本部出講、
70名が参加して、当海岸をはじめ東北や

更なる充実目指し、一区切り
名古屋第2教区・内海浜供養祭

本部研修 札幌・九州1日コース

ペースで予定されている炊き出しを中心
としたボランティアの活動計画について
担当者より発表があり、参加者募集につ
いても案内があった。まさしく祈りから
行動へと進む会員諸士の力強さが感じら
れた。
　参加者からは、「ご皇室のお姿から、日
本人としての姿勢、誇りを再認識した」「今
こそ足もみ等を通して現場で実践してい
く時だと奮い立った」などの感想が寄せ
られ、両会場とも下半期に向けて学びの
意欲の高まる研修となった。

九州 1日コースの足もみの様子

　6月 19日、山梨県富士吉
田市の北口本宮冨士浅間神社
境内において第47回神変大
菩薩碑建立記念祭が、法主さ
まをはじめ来賓各位、地元甲
信教区、関東地区会員が集う
なか厳かに執り行われた。
　午前11時開式。修祓、献饌、

祝詞奏上、玉串奉奠、勤行の後、
法主さまは、金剛さまによっ
て日々、神変様の法力を頂い
ている有難さを示された後、
『金剛さまの思い出』から山本
仁三郎氏のエピソードを引か
れ、同碑建立時の労苦を通じ
て学びあった。

　続いて当神社上文字厚宮司
より祝辞があり、富士信仰と
本会とのご縁を寿ぎ、連綿と
続いてゆくことを願われた。

式典後は直会となり、同碑前
にて、地元会員の心づくしの
手料理やお弁当を頂きながら
和やかなひと時を過ごした。

　梅雨明けが待ち遠しい7月
1日、本部道場報恩日行事を
前に四谷津之守弁財天の夏祭
が執り行われた。
　同弁財天は、金剛さまご在
世中より荒木町周辺の守護神
として崇敬を集めており、式
典は法主さまはじめ、本部役
職員、本会会員、地元住民が
参列する中、正午より開会。
　はじめに法主さまが祝詞を
奏上され、続いて法主さま、

稲子知義崇敬会会長、荒木町
町会関係者各位が玉串を奉
奠。その後、拝礼行事が行われ、
参列者一同、日々のご加護に
心から感謝を捧げた。

熊本など日本全域、更には世界の海へ向
けて、御礼と感謝の供養を捧げた。

神変大菩薩のご威徳を讃え
第47回神変大菩薩碑建立記念祭

日頃のご加護に感謝を捧げ
津之守弁財天夏祭
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　静岡教区では、各支部女性部の活性化
と親睦を図り、み教えを次世代に伝える
女性のお役目について学ぶことを目的
に、６月19日、「西地区女性の集い」を
焼津市４区コミュニティ防災センターに
おいて開催。本部より野瀬志津江指導員
が出講のもと、計60名が参加した。
　体験発表では鈴木きよ子さんが、苦難
を解脱の教えによって乗り越え、現在、
子供たちへみ教えが伝わり、幸せに包ま
れている喜びを述べた。

べ、最後は、み教えをより深く学び、家
族が心一つに解脱生活を生き生きと送り
たいと、それぞれ力強く誓った。
　津村指導員は「心の健康、身体の健康」
と題して講話。お米の素晴らしさ、身体
に取り入れたい油と避けたい油など「食」
について述べた。
　また、環境が変化し野菜や果物などの
栄養素も変わり、現代人は不足している
栄養素を意識して摂る必要性があるこ
と、食事の摂り方による「うつ病」や「認
知症」の予防にも言及した。

静岡教区・西地区

れ、会場は大いに盛り上がり、最後は景
品の当たるビンゴゲームで楽しく締めく
くられた。終了後は、当会場の温泉に浸
かり、心身ともにリフレッシュして今後
の支部躍進を誓い合った。

　滋賀蛭谷支部では6月18日、「支部創
立40周年記念感謝会」を支部御神前にて
開催した。当支部は、昭和50年12月、
小椋正美支部長により創立され平成18年
秋季大祭で小椋一衛支部長へ継承された。
　当日は、午前10時より開会。国歌斉唱、
拝礼行事の後、中元敏彦教区担当、山川
隆道教区担任部長がそれぞれ祝辞を述べ
た。講話では本部出講の早川廣美指導員
から、40周年を迎えた喜びとともにます

ますの発展を期待する激励
が述べられ、会員一同、50
周年に向けた学びを得た。
　最後は、支部会員から日
頃の感謝を込めて、前支部
長夫人の小椋裕子さんへ感
謝状と、小椋一衛・典子支
部長夫妻へ花束が、会場の
温かい拍手と共に贈られた。
　第2部は、地元の「八風の湯」に会場
を移して祝賀会。阿野茂樹実行委員長の
挨拶に続き、片山隆男教区担任部長の乾
杯にて開宴。小椋支部長の詩吟、女性部
有志による南京玉すだれなどが披露さ

次のステップへ心新たに！
滋賀蛭谷支部創立40周年記念感謝会

　最後は、貞子さまを囲み参加者全員で
記念撮影した後、貞子さまと大祭での再
会を約束して散会した。

　中国第1教区では6月5日、法主令夫
人・貞子さまを来賓に迎え、「第15回女
性の集い」を鳥取大山ロイヤルホテルに
て開催した。本部より山本吉朗指導員が
出講、67名が参加した。
　体験発表では、出雲新町支部の安田玉
美さんと兵庫浜坂支部の米田雅代さん
が、それぞれ涙ながらにみ教えによって
救われた喜びを述べた。
　講話では山本指導員が「女性のすばら
しさ」と題して、「婦道十訓の内容を生活
の中で心を込めてさせていただきましょ

う」と述べた。
「岡野貞子さまを囲ん
で」では、事前のアン
ケートをもとに質問事
項を作成し、歓談した。
　参加者は、法主さま
をはじめご家族と過ご
されるご日常を中心に、
貞子さまのみ教えを学
ぶ姿勢に接した。歓談
後、参加者からは「貞
子さまは、優しく控えめで、品性があり
本当に華のあるお方！」と感激の声が上
がった。

中国第1教区

各地で女性の学び

　東京第４教区では、6月 19日、大岡
山支部にて「女性の集い」を開催。本部
より津村和範指導員が出講、約60名が
参加し、会場は梅雨時に晴れ間を見せた
この日の天候のように熱気あふれた。
　拝礼行事、宇佐見光男教区長の挨拶に
続いて、下馬支部の降旗若江さん、自由
が丘支部の込山久代さんが体験発表。家
族をとおして学んだ中で、改めて先祖の
思いやみ教えの尊さに触れた喜びを述

東京第4教区

　野瀬指導員は「女性としてのお役目」
と題して、次世代に教えを伝えた体験を
交えながら講話した。参加者からは、「み
教えを伝えたいとの熱意、み教えの素晴
らしさを感じてもらえる実践行、この両
方を行じていかねば」との声が聞かれた。
　その他、布巾を手作りするなど楽しく
親睦を深めた。
　家庭における女性の役割の大切さを改
めて学び、家族、子孫を真の幸福へと導
く信念を胸に刻んでいるようだった。

　日頃、家族の健康を守っている参加者
からは、「あっという間だった」「勉強に
なった」などの喜びの声が多く聞かれた。
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　沖縄地区では6月19
日、糸満市摩文仁の平
和祈念公園にある18
万余柱が祀られている
国立沖縄戦没者墓苑お
よび魂

こんぱく
魄の塔におい

て、沖縄戦犠牲者の慰
霊供養祭を行った。
　この慰霊祭は、沖縄戦が終
結した日である6月 23日の
慰霊の日を前に、毎年行われ
ている沖縄地区の恒例行事で
ある。沖縄本島の南部は戦争
中、数多くの民間人が犠牲と
なった激戦地であり、いたる
ところに慰霊碑が建立されて
いる。　
　この日は、慰霊の日を数日
後に控えた日曜日でもあり、
3万 5千余柱の犠牲者が祀ら
れた魂魄の塔には、炎天下に
もかかわらず、お花や供物を
捧げ、線香を手向けて犠牲者

の冥福を祈る人々の姿が後を
絶たなかった。
　慰霊祭終了後、会員一同、
沖縄道場に移動し、那覇支部・
うるま準支部合同の感謝会が
開催された。出講の瀧久和指
導員は講話の中で、「怨親平等
の供養の精神を深く学び、身
近なところから相互理解と思
いやりの心を広げていくこと
が戦争犠牲者の真の慰霊と世
界平和につながる道であり、
ここに解脱の学びの眼目があ
る」と述べ、会員のより一層
の努力をうながした。

戦没者慰霊祭、冥福の祈り捧げる
沖縄地区

奉祝立教90年記念大祭特別企画

大祭の歌 歌詞募集について
　平成 30 年に開催される立教 90 年記念秋季大祭に合わせて、「大
祭の歌」を制作いたします。つきましては、歌詞の公募を下記のとおり
実施致しますので、奮ってご応募下さいますよう、ご案内申し上げます。

●募集要項
①作品は自作、未発表のものに限ります。（複
数作品を応募頂いても結構です）　※選定後
であっても、他からの引用、他の模倣等が判
明した場合は、採用が取り消されます。

②入選した作品の著作権は、解脱会本部に帰
属するものとします。

③応募は本会会員に限ります。

④複数名での応募も可能です。その場合は代表者を１名決めて下さい。
※ 春季大祭、秋季大祭のいずれの大祭にも合う内容の歌詞を作成して下さい。

⑥提出様式は自由ですが、必ず所属支部、
氏名、連絡先電話番号を記載し、必ず郵
送、又は直接各直轄道場に届けて下さい。

（ＦＡＸ、Ｅメールでの受付は致しません）

⑦オリジナルのタイトルを付けて頂いて
も結構です。※タイトル例　「我らが大
祭」　「行こう！心のふるさとへ」

⑤歌詞は２番までとし、漢字にはふり
がなを振って下さい。 ①郵送の場合

解脱会本部　記念大祭事務局宛
（封筒に「大祭の歌・歌詞応募」
と朱書きして下さい）
〒 160-0007　
東京都新宿区荒木町４番地
②直接提出の場合
封筒に入れて各直轄道場へ 

（封筒に「大祭の歌・歌詞応募」
と朱書きして下さい）

●応募先

　東北第 1教区では
「①健康指導の学びを
とおして布教活動の一
端を志す②教区内の会
員の親交を深める」を
目的に、6月 18日に
「南区」が山形浜中支
部にて、翌19日に「北
区」が青森市はまなす会館に
て「会員大会」を開催した。
両日、「食と心身の健康」をテー
マに西功義指導員が本部出講
し、多くの参加があった。
　西指導員は、「加工食品の摂
りすぎによりビタミンやミネ

ラルが不足し体液が酸性化。
それがホルモンバランスを崩
し、精神状態を悪化させてい
る」と述べ、さらに「秘義三
法の徹底やお導きなど教えの
実践が心身を健康にする」と
強調した。

　参加者から「まず
健康で活力に満ちた
自分となり、家族も
他人も導きたい」と
の声が聞かれるな
ど、健康と教えの実
践のつながりを学ん
だようだった。

南区会員大会（山形浜中支部）

会員大会で皆が健康に
東北第1教区

北区会員大会（青森市はまなす会館）

１２　　
※本部、又は各直轄道場必着

平成28年

●募集〆切 

月　1日　

　萬部供養は、金剛さまの御法力と陀羅尼経のおはたらきに
より諸霊が安霊し、生き生きとはたらいていただけるようにな
る大変尊い供養です。

　霊界入りされた父母や祖父母に対しては孝養の心を込め
て、また土地関係や職業関係の霊魂には日々生かされてい
る御礼と報恩の心を込めて、申し込ませていただきます。
また、「修身安楽」は、自分、家族、親戚など身内に対して、
「終身安楽」は特別にお世話になった方々など、今、この
世界に生きている方々に向けられたご供養であり、それを
通じ、自己を律し、人々の幸せを祈念させていただきます。
　その趣旨を理解した上で、「どの霊魂を申し込むか」を
支部長はじめ家族とよく話し合い、支部御神前で必ずご挨
拶申し上げてから、申し込
ませていただきましょう。

萬部御法楽が厳修される五智如来堂

萬部供養の申込みが
はじまります !

●申込〆切　
　9 月 15 日　
　解脱会本部 必着

（各支部により締切日が
異なりますのでご注意下さい）


