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今月のみさとし／明るき魂を以てこれを眺むる世界は明るい。（ご聖訓第10巻90頁）

謹んで新年のお祝いを申し上げます
第135回  解脱金剛御生誕祭

平成28年 元旦

Newsletter

　前夜の献灯式の感動が残る御生誕祭当
日、午前9時30分より岡野御本家におい
て岡野御本家先祖代々之御法要が、役員
や会員代表らが参列する中、多聞寺根岸
住職を導師に営まれた。
　挨拶にて村山常任理事は、「私たち会員
が一人でも多くの人の幸せを願ってお使
いいただくことが師恩報謝に繋がる」と
会員としての心構えを示し、御本家当主
である岡野正名誉顧問が謝辞を述べた。
　午前11時、第1部御生誕祭式典が開式。
頌徳碑前にて慶讃文を奏上された法主さ
まは、「尊者の御心を心として全会員打っ
て一丸となり最高道徳の真行に徹し、感
謝報恩の実践行に不退転の決意で勇猛邁
進する」と誓いを述べられた。続く献華
では、法主さまをはじめ、来賓、各役員ら
が五輪宝塔前と頌徳碑前に菊花を捧げた。
　勤行の後、法主さまは式辞の中で、「誰
でも必ず幸せになれる素晴らしい誠の
道、『解脱』の教えを開いてくださった金
剛さまの御生誕を祝い、新たな心で金剛

さまに帰依し、それぞれに与えられ
た役目を果たしてゆく誓いをさせて
いただこう」と述べられた＝ 2面
掲載。
　続いて、来賓を代表し、現王園孝昭北
本市長より祝辞を頂いた（荒井照男総合
政策部長代読）。
　その後、こども育成の一環として毎年
開催している教区選抜実践作文コンクー
ルの表彰式が行われた。12回目となる今
回のテーマは「心をこめた食事のあいさ
つ」。たくさんの応募作品の中から、低学
年の部が宇佐見日彩さん（梅屋敷支部）、
中学年が宮下睦生さん（明石本町支部）、

金剛さま讃嘆の月、師恩報謝に生きる誓い

厳かに営まれた岡野御本家之御法要

金剛さまに感謝し、真心の勤行がお山に響いた

実践作文コンクールの表彰では拍手に包まれた

頌徳碑前において法主さまが慶讃文を奏上

秋麗の11月28日、全国会員代表が集い、岡野御本家において岡野御本家之御法要が営まれ、
続いて御霊地お山にて金剛さまの御生誕祭が盛大に開催された。

高学年は原志織さん（兵庫稲美準支部）
の3名が最優秀賞を獲得。岡野理事長よ
り表彰状が授与された。続いて各人より
作品が朗読され、会場から温かな拍手が
贈られた。
　第2部直会では、青年部奉仕による御
神酒や甘酒の接待、また五色うどんの販
売に参加者が長い列をつくり、各々その
味に舌鼓を打ちながら金剛さまの御生誕
を寿いだ。

前夜の献灯式にてロウソクに灯す参加者
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を迎え、国の内外で起こった非人間的事件に鑑
み、熱烈に平和を愛する観点から、大自然の法
則に従い「神を敬い、祖先を尊ぶ」ことの大切
さを身にしみて感じ、次世代へ真剣に伝えてい
くことを深く考える年でありました。そして又、
敗戦という、日本人が初めて経験した過酷な状
況の中から、今日のように自由で豊かに、安心
して暮らせる国に立ち戻れた奇跡を思えば思
うほど、「ご先祖、先人、先輩のお蔭さまに感
謝して、出来得る限りの報恩を尽くすこと」の
当然さを身にしみて感じた年でもありました。
　思い起せば金剛さまは、日米開戦に向かって
刻々と緊張が高まっていた1941年（昭和16
年）2月より、当時の会員たちが時勢の流れの
中でも、生活不安もなく惑わず人の人たる道を
歩めるよう、各界名士を招き公開聴講会を度々
開催されると共に、金剛さまご自身が渾身の力
をこめて28講にわたる連続講義をされたので
あります。
　その第一講において金剛さまは、
　「天は誠の象徴であり、誠の道を践

ふ

み行くもの、
これを人たる道といいます」
　と、私たちの目標とすべき人生の正しい道を
指し示してくださっています。つまり、世の中
がどうであろうと、生活の状況がどのように変
化しても、「誠の道」をしっかりと生き抜いて
いくのが人間としての正しい道だと鼓舞され
たのです。言い換えれば、「誠の道」こそ、「解
脱の道」であります。
　金剛さまを無上の師と仰ぎ、金剛さまのおさ
としくださる人生を踏みゆくには、「国家興隆
のために、友愛のために、平和のために、幸福
のために」誠心誠意、天職努力することがまず
第一に大切であります。そして「一草一木のた
めに、山河のために、虫魚禽獣のために、全世
界人類のために」と、あらゆるものに誠の心を
徹底していくことが、万物の霊長たる私たち人
間の尊い役目だと、金剛さまはおさとしくだ

　全国会員の皆様、解脱金剛御生誕祭まこと
におめでとうございます。
　本日は各界来賓の皆様のご臨席を賜り、全
国各地よりご参集の会員代表の皆様と共に、
金剛さまの御生誕を祝い、喜びを分ち合えま
すこと、まことに嬉しく、感謝感激の極みで
あります。
　金剛さまが明治14年11月28日、北本宿
の岡野家に呱

こ こ

々の声をあげられてより135
年の歳月が経

た

ちました。今、ここに御法体で
ある御霊地に心静かにただずみますと、此処
彼処に金剛さまのご慈愛が感じられ、大きな
懐
ふところ

に抱かれ、誰もが心癒されることでしょ
う。それ故に、御霊地を私たち全会員の「心
のふるさと」と、非常に尊んでいるのであり
ます。
　今年もまた、私たちは金剛さまのみさとし
を様々に学ばせていただいてまいりました。
そのすべてが、「敬神崇祖」「感謝報恩」の日々
を如何に送り、如何に生かされて生きている
お蔭さまを知って、世の為人の為にはたらか
せていただくかという具体的な在り方のご
教示の数々でした。その一言ひと言には親に
もまさる厳しくも大きなご慈愛がこもり、ど
れだけ多くの皆さんが救われ、幸せを得て来
たか、計り知れないものがあります。
　人間としての心の持ち方、人間らしく生き
る方法、社会人として働く有り難さ、日本国
民としての誇り、世界の平和を真剣に祈る尊
さ、それらすべてが、金剛さまのお導きのお
蔭さまなのです。
　この誰でも必ず幸せになれる素晴らしい
誠の道、「解脱の教え」を開いてくださった
金剛さまの御生誕を祝う本日、私たちは新た
な心で金剛さまに帰依し、それぞれに与えら
れた役目を果たしてゆく誓いをさせていた
だきましょう。
　ご承知の如く本年は、戦後70年という節目

さったのです。
　現在の私たち日本人は、大多数の人々が
豊かな、恵まれた生活を享受しています。
しかし、世界を見渡せば、何時、何が起こ
るかわからない状況もあります。大事な子
や孫、そして遠く子子孫孫の代まで平和が
続くとは限らない危機を孕

はら

んでいることも
確かであります。
　今、この時こそ、金剛さまの示された「誠
の道」を家庭生活において、職場において、
さらに日本人として、本気で実践すること
が、私たち解脱会員に課せられた使命なの
です。今、ここに生かされている御恩に報
いることが、自分や周りの人すべてが活き
活きと、幸せになる絶対要件です。
　金剛さまが示された「解脱の道」を歩み、
人の幸せを祈り、人を幸せに導く報恩奉仕
はとても楽しいものになります。人を喜ば
せ、人を幸せに導いただけ自分も幸せにな
ります。その姿を金剛さまはどれだけ喜ば
れることでしょう。
　繰り返しになりますが、金剛さまのご生
誕とご遷化が重なったこの11月は、金剛さ
ま讃嘆の月です。私たちはどれだけ感謝を
しても感謝しきれない幸せをいただき、子
子孫孫に至るまで幸せが約束づけられるか
らであります。
　具体的に申せば、布教活動方針の中の会
員実践目標であります「朝夕の勤行と秘義
三法の徹底」「家族ぐるみで学ぶ幸せづくり」
を心に置いて、素直に真心こめて、自分の
できることを確実に、続けていくことが、
特に大切だと考えます。
　全国会員の皆様、私たちは不世出の大聖
者「金剛さま」という素晴らしい師にご縁
をいただき、もっともっと信じて行えば必
ず誰もが幸せになり、世のため人のために
お役に立つ、歓喜躍動する人生を送らせて
いただこうではありませんか。終わりに臨
み、皆様のご壮健と大躍進を祈念して、式
辞とさせていただきます。
　本日はまことにありがとうございました。

『誠の道』を実践しよう 法主　岡野  聖法

■第135回 解脱金剛御生誕祭 式辞

同により、神々様、金剛さまへ良質な天
茶の収穫に真心からの感謝が捧げられた。
　黒姫出張所では毎年春の御守護神祭
（5/20）、夏の天茶法薬加持之儀（8/20）、
そして秋は天茶収穫祭（11/20）と、四
季を通じて天茶をいただく感謝の行事が

行われ、それに合わせ毎回地元甲信教区
を中心に関東・関西方面から足を運ぶ会
員が多い。今回も法主さまより｢我々会
員は天茶の有難さを忘れてはならない」
とのお言葉を頂いた。会員たる者、一度
天茶の故郷を訪れてはどうだろうか。

黒姫天茶収穫感謝祭

　11月20日、長野県信濃町の黒姫出張
所にて第47回天茶収穫感謝祭が行われ、
法主さま、法嗣さま、岡野英夫理事長を
はじめ天茶耕作者組合員らが参列した。
　式典に先立ち黒姫弁財天大神、天圀蔵
五柱五成大神に参拝。その後、参加者一

津之守弁財天冬祭
　12月1日、本部道場の報恩日前正午よ
り四谷津之守弁財天冬祭が執り行われた。
同弁財天は、金剛さまご在世中から荒木
町周辺の守護神として荒木町町会をはじ
め本会員にも厚く崇敬されてきた。
　当日は、藤原博内務局長が祝詞を奏上。
稲子知義崇敬会会長はじめ荒木町町会関

係者らが玉串を奉奠。日々の尊いご加護
に真心からの感謝を捧げた。
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教え実践の必要
性を再認識した。
　午後からは3
つの班に分かれ、
それぞれ代表の議長から「自覚と人材育
成」をテーマに講話が述べられた後、ディ
スカッションが行われた。
　続いては「次世代に繋げるために、ま
ずは自分が何をするか」についてブロッ
クごとに話し合われた。その後、お山へ
移動、各々話し合った活動目標達成と自
身のお役目を全うすることを誓い、祈願
のお百度が行われた。
　翌2日目、早朝より行われた御霊地参

　12月 12日〜 13日、御霊地・解脱研
修センターにて青年幹部研修が行われ
た。全国から各教区青年部長以上の青年
幹部たちが集い、共に学び合った。
　1日目、午前9時に開会。まず法話に
立たれた法主さまは「どのような目標も
眺めるだけではいけない。身を以て行い
体得して初めて自身の成長につながる」
として、解脱会の明日を担う青年部へ期
待を寄せられた。その後、西村晴雄教務
局長から「本部布教活動方針」、宮原秀治
青年本部長から「青年部活動方針」につ
いて講話が述べられ、青年幹部は掲げら
れた目標について理解を深めると共にみ

青年幹部としての誓い新たに
青年幹部研修

かけ、続く記念講話では田村義
雄常任理事が、各々が強い信念
を持って互いに協力し合うこと
の大切さを説かれた。続いて教
区選抜実践作文コンクールの参
加者一人ひとりに「ありがとう
賞」を授与、最優秀賞を受賞し
た宮下睦生さんと原志織さんの
作品が読み上げられ、心温まる内容に一
同胸を打たれた。
　第2部では青年部のアトラクションや
明石・姫路・宍粟地区の女性部による歌
＝写真＝や踊りが披露され、大いに活気

　紅葉も鮮やかになり始めた11月23日、
本部主催・兵庫教区主管による第76回
宍粟萬霊魂祭塔建立記念祭が執り行わ
れ、500名を超える参加者が集った。
　拝礼行事に始まり、教区役員からの献
華、献茶の後、全員で天茶供養が厳修さ
れた。倉田正治指導員は祝辞にて今日ま
で祭典を続けた先人の労苦を偲ぶと共
に、その重要性を再確認する必要を呼び

づいた。温かいうどんやおでんなども振
る舞われ、最後には恒例の抽選会と餅ま
きに大人も子供もたいへん賑わい、今年
も宍粟萬霊魂祭塔建立記念祭を無事終了
した。

宍粟萬霊魂祭塔建立記念祭
本部主催・兵庫教区主管

方向性を示した。
記念事業として
は、御霊地道場の
耐震工事、それに
伴う玄関のバリア
フリー化や境内地
の整備等が予定さ
れ、それに対する

予算額2億円の勧募金への協力を仰いだ。
また記念の大祭については、金剛さまの
お言葉をもとに、会員一人ひとりが主催
者としての役目を果たすことが大切と述
べられた。さらに、平成28年11月には
法燈規程により法燈推戴式が行われ、翌
年1月1日には法主さまが長老に、法嗣
さまが新たな法主に就任されることが示
された。
　休憩をはさみ、西村晴雄教務局長より

　御生誕祭の前日である11月27日、平
成27年度全国支部長会が御霊地・解脱
研修センターで開催された。
　午後1時より第1部開会。国歌斉唱、
拝礼行事に続いて法主さまは、金剛さま
への帰依心の増強と、誠の行いについて、
役目を通じて学ばれた点を披歴され、実
践することの大切さを示された。
　続いて岡野英夫理事長は、「立教90年
への歩み」と題して、本会の事業計画と

平成28年度本部布教活動方針が説明さ
れた。来年度も引き続き「修験実証─み
教えを素直に実践─」、会員の実践目標は
「朝夕の勤行と秘義三法の徹底　家族ぐ
るみで学ぶ幸せづくり」とし、社会貢献
活動として「副食を献じる運動」を推進
するとともに、茶話会活動の展開をはか
るため、具体例を示し取り組みを促した。
　第2部表彰式では、名誉会員・小林平
三氏（大岡山支部）に対する特別表彰を
はじめ、創設50周年支部表彰など各種
表彰が行われた＝写真＝ 4面に表彰者掲載。
　その後、一同はお山の五輪宝塔前に移
動し、第3部献灯式が行われ、法主さま
の奉告文奏上の後、祭壇に並んだロウソ
クに参加者が点灯し、夕闇のお山を美し
く照らした。その後は、解脱錬心館を会
場に第4部懇親会が行われ、法主さまに
よる乾杯の後、参加者らは振る舞われた
料理を堪能しつつ、交流を通じて日々の
労をねぎらいあい、新たな年に向け英気
を養った。

元旦祭　平成28年 1月 1日

午前11時開式（太神社殿前）

拝では青年幹部が自身の言葉で参拝各所
を説明し、その後、模擬講義やブロック
別ディスカッションを通じて研鑽を深め
た。さらに各ブロック議長、教区部長か
ら「お誓い」が発表された後、祈願の宝
号千反を一同厳修。
　法嗣さまから激励のご挨拶の後、最後
に全員で青年錬成歌を熱唱、各々が立て
た目標の達成と実践を誓い合い、午後2
時に散会した。

立教90年に向け方針のさらなる徹底を
全国支部長会
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　今年で5回目を迎える皇居勤労奉仕は、
11月16日から19日にかけ、全国から集
まった総勢59名による奉仕団をもって
行われた。天候が心配される日もあった
が、高く澄んだ秋空のもとで4日間無事
に奉仕作業に従事することができた。
　2日目の赤坂御用地のほかは皇居での
奉仕となり、3日目には天皇皇后両陛下
のご会釈を賜る栄に浴した。また同じく

会場では、神谷開教師が製作した素焼き
の陶器に絵付けができる「陶器絵付け体
験コーナー」が設けられ、今年は神谷開
教師が作った美濃焼とカップや文鎮に次
男・忠君がハワイ絶滅危惧種の動物や鳥
を描いたものを販売。来訪者はハワイア
ン音楽の生演奏を聴きながらゆったりと
絵付けや買い物を楽しんだ。

美しい木の葉舞う皇居で奉仕の喜び
皇居勤労奉仕

3日目の昼の休
憩時には、園遊
会などでも演奏
する皇宮警察音
楽隊によるミニコンサートが催され、軽
快で親しみのある楽曲に他の奉仕団と合
わせて約400人が手拍子で一体となり、
後半の奉仕の活力とした。
　季節柄、主に落ち葉の清掃作業となっ

たが、普段からの氏神様や御霊地での清
掃奉仕が役に立ち、素早い手際に宮内庁
の方が驚く場面も見られ、お使いいただ
ける喜びに満ちた充実した奉仕となっ
た。

　今秋、ハワイ解脱教会では2つの大き
なイベントが開催された。
　まず、10月25日に行われた「第22回
ピースプレイヤー（平和の祈り）」。当日は、
キリスト教、仏教、イスラム教、ヒンズー

教、ユダヤ教などの宗教団体の
代表者と会員併せて約60名が集
い、各々の作法で世界平和の祈
りを捧げた。金光教の高橋開教
師による基調講演の後、『アヴェ

マリア』などを神谷龍典開教師
がギターで伴奏し、テノール歌
手でもある妙法寺の山本尚正住
職が歌声を披露した。
　また、11月8日、同教会で行
われた毎年恒例の地域住民との
交流イベント「オータムフェア」
では、多くの家族連れが訪れた。

■特別表彰

　小林　平三　　（大岡山支部）　

■創設50周年支部・準支部表彰

　札幌南支部

　盛岡準支部

　兵庫大屋準支部

■退任支部長褒賞

　関谷　晴一　　（埼玉入間）　　　

　小林　一雄　　（長野岩村田）　　

　福原　　忍　　（兵庫滝野）

　大澤　弥生　　（愛媛大西）

　寺田　智子　　（徳島津田）

■高齢功労者表彰

　野田　善哉　　（釜石大町）　　

　田辺紀代子　　（高崎中央）

　斎藤　辰巳　　（与野鈴谷）

　栁澤　歌子　　（長野下諏訪）

　小泉　博文　　（石神井）

　仲佐　久代　　（江戸川北）

　白井　正男　　（横浜日吉）

　山田　一元　　（静岡焼津）

平成 27 年度　各種表彰受賞者
　近藤　貞男　　（名古屋西味鋺）

　遠山　宜子　　（名古屋香呑）

　安田　信二　　（岐阜関ヶ原）

　藤原　誠介　　（京都朱雀）

　相澤　紘一　　（神戸北町準）

　大澤　弥生　　（愛媛大西）

　牛川　清志　　（宇和島吉田準）

■篤志奉納者表彰

　野本　祥二　　（新潟加茂）

　秋山　　惇　　（大宮土呂）

　岡野　　正　　（埼玉北本宿）

　武井音兵衛　　（更埴八幡）

　廣川　貞雄　　（南新宿）

　松田　　末　　（南新宿）

　山田　盛和　　（日野台）

　本嶋　政彦　　（三鷹南）

　稲子　知義　　（中野）

　小林　輝道　　（石神井）

　株式会社丸嶋総業（石神井）

　関　日出夫　　（大森八幡）

　杉山　昌光　　（大森八幡）

　岸田　玲子　　（大岡山）

　株式会社三平　小林　莞侍

　　　　　　　　（大岡山）

　上原　　功　　（御徒町）

　武笠　一男　　（川崎坂戸）

　神奈川厚木支部

　大羽　朝子　　（豊橋南栄町）

　森　　育代・井上　昌代・　　　　　

　加藤　眞一　　（名古屋太閤通）

　吉田　正裕　　（名古屋堀田）

　伊藤　厚雄　　（滋賀守山）

　吉田　直之　　（大阪玉造）

　神戸中央支部

　浦辺　修文・浦辺　あや子　

　　　　　　　　（神戸中央）

　西村　洋美　　（西宮小松）

　福原　　忍　　（兵庫滝野）

　橋本　　強　　（明石太寺）

　藤原　　了　　（香川多度津）

　中川　朋昌　　（徳島大和）

　井内　正美・井内　雅仁

　　　　　　　　（徳島大和）

　内藤　利昭　　（徳島大和）

　長瀬　　敬　　（徳島大和）

　岡田　牧男・岡田　愛子

　　　　　　　　（徳島鷹匠）

　重森　政義　　（愛媛四国中央）

　西原　四郎　　（愛媛四国中央）

左＝陶器絵付け体験コー
ナーで絵付けをする参加者
上＝参加者が絵付けした色と
りどりのお皿とカップ

【お詫びと訂正】12月号 8 面の「御寺泉涌寺護持会新入会員」の継続会員（5万円）の記事に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。誤＝山﨑敏司（秩父中央）正＝山﨑敏司（秩父中村）

　解脱書道会の会報「大雁」第146号が発行さ

れました。あなたも書道を始めてみませんか。ま

ずは封筒に「会報希望」と朱書きし、82円切手2

枚を同封して、「大雁」を下記へ請求してください。

〒160-0007  東京都新宿区荒木町 4  解脱書道会事務局

書道を始めてみませんか！

ハワイ解脱教会

平和の祈り＆オータムフェア

宗派の違いを超えて親交を深め合った


