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解脱金剛71年祭

　秋晴れに恵まれる中、早朝から泉涌寺
各所では、地元関西地区青年部による交
通整理、地割と女性部らによるゴザ敷き
などの奉仕が行われ、全国から参集する
会員を迎える準備が進められた。
　法要に先立ち、解脱金剛宝塔前にて午
前 10 時 30 分より、岡野英夫理事長、渡
辺孝彦顧問はじめ本部役員により奉告祭
が執行された。会場では、全国各地より
代表者が続々と集まり、開式前には舎利
殿と仏殿周辺、大門前の境内地が埋め尽
くされた。
　舎利殿において、本部役員、各界来賓、
斎祀精霊遺族が迎える中、導師の上村貞
郎長老猊下、職衆方がご入堂になり、正
午より第1部御法要を開式。美しく着飾っ
た女子青年による献華、優美な出で立ち
の女性部による献天茶に続いて、岡野理
事長が敬白文奏上。その後、一山職衆に
より解脱金剛御法要、続いて新たに斎祀
される精霊 38 霊の法要が厳かに営まれ、
遺族らは回し香炉で自席にて焼香を行っ

た。その後、会員一同による真心からの
般若心経が響きわたった。
　式辞で岡野理事長は、「第 1 代の神武
天皇以来、連綿として継承されてまいり
ました世界に比類なき万世一系の皇統が
見事に引き継がれ、第 126 代の新帝陛下
がご即位なされました。令和の御代の始
まりに、御皇室の香華院たる寺格を有す
る御寺泉涌寺の舎利殿において、かくも
厳かにご法要が営まれますことはなんと
有り難く勿体ないことでありましょう
か。これも偏に、金剛さまの『聖憲肉体
を持っての使命終わらば霊魂となりて泉
山を護持し奉らん』との鉄石の大信念を
お聞き届けくださった泉涌寺さまの広大
無辺なるご恩徳のお蔭に他なりません」
と述べられた。
　浄財献納の儀では、岡野理事長より上
村長老猊下へ献納の目録が手渡され、続
く挨拶の中で上村長老猊下は、献納され
た浄財に対する御礼に続いて、「平成から
令和の新しい時代となり、新たな日本の

出発となる。今年の 2 月 24 日に先の天
皇陛下御在位 30 年の奉祝が東京の国立
劇場にて行われた際、故・岡野聖法長老
さまとお会いすることができたことは、
いい思い出です。翌日の宮中茶会でも全
国から代表 500 人が集まる中に招待さ
れ、とても光栄で素晴らしいこと。この
栄誉を会員の皆様は自慢に思ってくださ
い」と述べられた。
　引き続いて斎祀精霊を奉持し、上村長
老猊下、職衆方、岡野理事長はじめ本部
役員が列を組み、解脱金剛宝塔へ参進し
た。精霊が宝塔内へ斎祀されると第 2 部
奉斎之儀となり、献華、献天茶、岡野理
事長による敬白文奏上、焼香、勤行と続
いた。
　岡野理事長が「金剛さまの教えを体し
て、一心に国のため、世のため、人のた
めに努め、恥じることのないようご報告
ができるよう、日ごろの精進をさらに続
けていただけるよう期待します」と挨拶
を述べた後、自由参拝となった。

み教えを体し、一心に国のため、世のため、人のために

第1部・御法要。上村長老猊下を導師に、舎利殿にて執り行われた

　金剛さまの祥月命日である 11 月 4 日、解脱金剛 71 年祭が京都・御寺泉涌寺にて執り行われた。全国から参集し
た会員は金剛さまの御遺徳を偲び、み弟子として世相善導・人心救済にお使いいただく報恩を誓った。
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令和元年度

御寺泉涌寺護持会新入会員
新入会員は以下の通り（申し込み順） 

　継続会員 　50,000 円 
　○河合久美（京都洛東） 
　○大石邦雄（御徒町） 
　○弘中和芳（下関井田） 

○横山高信（福井加茂河原） 
○中川逸夫（下関井田）
○辻本　敦（下関井田）
○森川愛子（名古屋鳴海） 
○飯田邦子（名古屋鳴海） 
○日野善明（下関井田）

　継続会員  100,000 円　  43 名
43 口分　金 4,300,000 円

　継続会員 　50,000 円　122 名
125 口分　金 6,250,000 円

　篤志奉納者 50,000 円　    1 名
1 口分     　金 50,000 円

　合計 166 名
金 10,600,000 円

解脱金剛71年祭　写真で見る年祭

斎祀精霊遺族による焼香

泉涌寺の境内を埋めつくす会員

上村長老猊下を先頭に本部役員が斎祀精霊を捧持し金剛宝塔へ参進

宝塔前にて、岡野理事長が敬白文を奏上

関西地区青年部奉仕による交通整理

献納の目録が岡野理事長から上村長老猊下に手渡された

大門脇では温かい飲み物の奉仕が行われた

挨拶をされる上村長老猊下（上左）式辞を述べる岡野理事長（上右）　　　　金剛宝塔前に華やかな献供の列が並ぶ

女子青年が恭しく生花を献じる
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に関しては、陛下の日々の祈りのお蔭で
奉祝の行事が行われる中でも、大きな混
乱がなく、この時を迎えられ平和な日々
を送ることができている」と講話があっ
た。報恩日終了後は、南側駐車場にて直
会が行われ、参加者一同、喜びと感動を
胸に一層の精進を誓い合った。
　これに先立ち、10 月 22 日、皇居にて
天皇陛下が御即位を国の内外に宣明され
た「即位礼正殿の儀」に合わせ、伊勢神宮、
熱田神宮などの全国各神社では、即位礼
当日祭が行われた。明治神宮では午前 10
時より行われ、岡野英夫理事長が本会を

　天皇陛下御即位をお祝いする「国民祭
典」（主催 = 天皇陛下御即位奉祝委員会、
天皇陛下御即位奉祝国会議員連盟、公益
財団法人日本文化興隆財団）が11月9日、
皇居前広場で開かれ、政界、芸能界、スポー
ツ界など各界からの代表を含め約 6 万人
が集まった。
　本会からは、岡野英夫理事長が代表し
て参列し、東京、埼玉、神奈川などの会
員 750 名は招待席に並んだ。
　午後 1 時 30 分から第 1 部奉祝まつり
が行われ、内堀通り及び皇居外苑は警視
庁音楽隊の演奏や各地の郷土芸能の祝賀
パレード、神輿渡御で賑わい、皇居周辺
はお祝いの熱気に溢れかえった。
　第 2 部祝賀式典は、和太鼓集団鬼太鼓
座の太鼓の音とともに、午後 5 時より皇
居前広場の特設舞台にて俳優の谷原章介

　天皇陛下御即位を祝して、解脱会では
11 月 1 日、各直轄道場にて、奉祝報恩
日として特別行事を行った。
　本部道場では午後 1 時より、拝礼行事、
み声拝聴、みさとし拝読、体験発表に続き、
天皇陛下御即位までの歩みをたどる記念
映画が上映された＝写真。その後、出講
の倉田正治常任理事より「皇紀 2679 年
の長い歴史を刻み、第 126 代の新帝陛下
が御即位され、何事もなく継承されたこ
とはとても有り難い。世界的にみると、
代替わりの時は政変など、色々なことが
起きることが通例となっているが、日本

代表して参列し、天皇陛下御即位を祝っ
た。
　また、御寺泉涌寺では、10 月 29 日、
今上陛下御即位慶祝法要が執り行われ、
新時代の繁栄と世界の平和を祈念して、
今上天皇御即位のご奉告がされた。本会
を代表して岡野理事長、渡辺孝彦顧問が
参列した。

天皇陛下御即位を祝して、伊吹氏発声のもと万歳三唱が行われた

天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典

各地で、天皇陛下御即位奉祝
報恩日特別行事

全国各地から集まり、御即位を祝う
©天皇陛下御即位奉祝委員会

灯りをともした提灯と無数の日の丸の小旗がはためいた

©天皇陛下御即位奉祝委員会

特別来賓席に本会の岡野理事長が招待された

©天皇陛下御即位奉祝委員会

によって披露された。
　天皇陛下はお言葉で「多くの方々から
寄せられる気持ちを、うれしく思いなが
ら過ごしています」と即位後の半年間を
振り返られ、「このように大勢のみなさん
が集まり、即位をお祝いいただくことに、
深く感謝いたします」「ここに改めて、国
民の幸せを祈るとともに、我が国の一層
の発展と世界の平和を願います」と述べ
られた。
　最後に伊吹文明奉祝各界議員連盟会長
発声のもと万歳三唱が行われ、会場に歓
声が響きわたった。
　翌 10 日は、天皇陛下の御即位を祝う
パレード「祝賀御列の儀」が午後 3 時から、
皇居・宮殿から住まいの赤坂御所の約 4.6
キロのコースを進まれた。

氏とキャスターの有働由美子氏の司会進
行で始まり、各界を代表して女優の芦田
愛菜氏、歌舞伎俳優の松本白鸚氏、日本
経団連盟名誉会長の御手洗冨士夫氏、日
本オリンピック委員会会長の山下泰裕氏
が祝意を述べた。続いて、陸海空の自衛
隊合同音楽隊が演奏する中、天皇皇后両
陛下が皇居正面の石橋上にお出ましにな
ると、会場の参列者が灯りをともした提
灯を一斉にあげ、無数の日の丸の小旗が
はためいた。舞台では三村明夫奉祝委員
会会長により式辞、安倍晋三内閣総理大
臣による祝辞の後、陛下が研究されてい
る「水」をテーマにした、オーケストラ、
ピアノ、歌の 3 部からなる奉祝組曲の

『Ray of Water（作詞・岡田惠和、作曲・
菅野よう子）』が全盲ピアニストの辻井
伸行氏や人気アイドルグループ「嵐」ら
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　午前 10 時 30 分より開講式が行われ、
三浦純教育部長より、「『新版解脱実修要
典』をもとに、一つひとつの出来事を受
取る中で、その人にとって大事な気づき
が得られるよう学びましょう」と開講挨
拶があった。
　その後、伊藤友則指導員より「家庭祭

国歌斉唱、優勝杯返還に続いて岡野英夫
大会々長（本会理事長）代理の田中宏明
大会副会長（御霊地局長）が挨拶に立ち

「これまでお導きくだ
さった先生方・ご両親・
ご家族に対する感謝の
気持ちを常に忘れるこ
となく、積み上げた技
と努力を十分に発揮
し、今後の日本を担う
優れた人材として大き
く成長してほしい」と

美さんを迎え、ヨガに関する講話の後、
約1時間の実習指導があり、呼吸法とポー
ズを行った。
　松本さんは IYC アシュタンガヨガ短期
集中コース、松下ヨガ学院指導者、シヴァ
ナンダヨガ、シニアヨガ等の資格を取得
されている。参加者はそれぞれ自分自身
の身体の状態を確認し、楽しみながら実
践、最後に仰向けで脱力する基本のポー
ズ「シャバアーサナ」で心身ともにリラッ
クスできたことに感謝して終了となった。
　実習後は、ケーキとお茶で茶話会を行
い、参加者は互いに感想などを語り合い
交流を深め、午後 3 時終了となった。

　10 月 26 〜 27 日、御霊地・解脱研修
センターにて、解脱実修基礎コースが行
われ、スタッフ含め約 30 名が集った。
　本研修は、「解脱会員としての基本的な
事柄を学修し家庭・支部、ひいては国づ
くりに活躍できる私になるべく、解脱生
活の基盤を作る」を目的に行われた。

　11 月 10 日、解脱錬心館において、第
47 回解脱選抜少年剣道錬成大会（主催・
解脱会、後援・北本市、北本市教育委員会、
埼玉県剣道連盟、埼玉県剣道道場連盟、
埼玉新聞社）が開催された。北本市や埼
玉県内剣道関係者など多くの来賓を迎
え、埼玉県を中心に関東近辺、遠方から
は愛知県や富山県などから過去最多の 92
の強豪チームが集い、試合は 7 人制団体
戦で行われた。
　当日は、午前 9 時に開会。岡野成高大
会委員長（御霊地管理部長）の開会宣言、

　10 月 6 日、中部圏域主催でヨガ教室
が開催された。心身の緊張をほぐし心の
安定とやすらぎを得ることを目的に、約
50 名が中部道場に集った。
　当日は青年講座終了後、13 時より、外
部講師にヨガインストラクターの松本智

祀とお給仕」をテーマに講話があり、続
いて、3 班に分かれて、先達、お浄めな
どの作法を学んだ＝写真左。昼食後は、
さらに「天茶供養」「お詫び」「家庭の和
づくり」について学びを深めた。
　2 日目は、お山参拝後、よい家庭、支部、
国づくりに向けて誓うお百度を踏んだ。
　朝食の後「入会・学び直し」、「万部供養」、

「解脱金剛宝塔内斎祀」について学んだ。
その後、宮坂保徳教務局長より「感謝報
恩の生活実践」をテーマに講話があった
＝写真右。
　両日共に講話の後は、班別にディスカッ
ションの時間が設けられた。ベテラン会
員から学び始めて間もない会員まで熱心
な話し合いが行われ、「改めて勉強になっ
た」「知らなかったことを知ることがで
きた」といった感想が聞かれ、参加者そ
れぞれに充実した 2 日間を過ごした。

選手を激励した。その後、来賓挨拶、選
手宣誓の後、試合が行われた。
　白熱の試合が繰り広げられ、館内は歓
声に沸いた。試合の結果、東松館道場（東
京都）が優勝を果たした。
　解脱錬心館は白熱の末、A チームが準
優勝となった＝写真。

家庭、支部、国づくりに活躍できる私になる
本部研修・解脱実修基礎コース

日本を担う優れた人材へ大きく成長を！
第47回解脱選抜少年剣道錬成大会

緊張をほぐし心の安定とやすらぎを
中部圏域主催・ヨガ教室 今月の事業部商品

『木製札
ふ だ さ し

差』

□玄関用セット　   1,350 円
□四方祓用セット　1,800 円

　玄関用セットは、「天五色大天空大神と
立春大吉」の 2 枚用と「一陽来福」の
1 枚用のセット。また四方祓用セットは、
1 枚用が 4 つ入りのセットです。

　●お問い合わせは解脱会事業部まで
TEL03-3353-2191
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　午前 11 時、祝儀を歌う木遣り衆を先
頭に特別来賓が入場し開会。先ずは災害
犠牲者への黙祷。そして国歌斉唱。
　続いて、支部長継承式が執り行われ、
稲子知義名誉支部長より長男の稲子喜之
新支部長へ中野支部の象徴である「五常
三綱會」旗、及び中野支部旗が渡された。
　拝礼行事は新支部長の先達により参加
者一同、新たな出発を神々に誓った。引
き続き挨拶に立った名誉支部長は、初代
大塚スイ氏、二代目小川護祐氏と継承さ
れてきた支部が自分を経て、次に繋げる

学んでいきた
い」と述べた。
　続いて岡野
理事長は記念
講話にて、「金剛さまの真のみ教えを正
しく学んでいるかを確認しながら新たな
御代を歩んでほしい」と支部の新たな出
発を寿いだ。
　第 2 部祝賀会は、内藤憲一教区長の祝
辞の後、古くから当支部と縁の深い廣川
貞雄南新宿支部長が乾杯の挨拶、続いて

自が持ち寄った天茶で感謝を捧げる
もの。53 回目となる今回は天候にも
恵まれ約 100 名の参加者があった。
　臨時便にて彦根港を出港した一行
は、船内に特別に設けられた祭壇を
前に琵琶湖感謝供養祭を挙行。真心
からの感謝を込めて参加者全員が般

若心経を念唱する中で、供養塔を通して
の天茶供養と、各支部代表者による船上
から湖上への天茶の撒き供養が行われた
＝写真。

　昭和５年創設の中野支部では、秋の陽
射し眩い 10 月 27 日、支部創設 90 年記
念感謝会を中野サンプラザで開催した。

「み教えの継承」をテーマに据えた当会は、
皇學館大学・松浦光修教授による講演「令
和を迎えて次世代に継ぐ感謝報恩」を中
心に行われ、参加者 168 名。歓喜を伴う
意義ある盛大な周年行事となった。
　来賓に岡野英夫理事長はじめ本部役
員、縁の深い支部長各位、地元町会・商
店会等の関係者を迎え、参加した中野支
部会員はこの慶事を互いに喜び合った。

　昨年 70 周年を迎えた多摩支部は、秋
季大祭の支部認証式にて、三室喜義氏が
名誉支部長、妻の和子氏が支部長に就任
した。その支部継承記念感謝会が 10 月
20 日、中野サンプラザで行われ、岡野英
夫理事長が本部出講のもと、各支部長や
新支部長の法友、支部会員、親族など計
84 名が集い、祝した。
　午前 10 時半に開会。国歌斉唱、拝礼
行事の後、三室和子支部長は、「背伸びを
せずに自分らしく、み教えを皆様と共に

　滋賀教区では 9 月 28 日、琵琶湖感謝
供養祭を開催した。本行事は、日頃より
琵琶湖を通じて多大な恩恵を頂いている
御礼と有縁無縁萬霊に対して、参加者各

有り難さと今後への期待を語り、本部出
講の岡野理事長は、中野支部 90 年の歴
史に敬意を表し、新時代に向け更なる発
展を祈念した祝辞を述べた。
　松浦教授の記念講演は、平成から令和
への御代替わりのこの時、天皇陛下の御
存在の尊さ、有り難さを語ると共に、日
本人に受け継がれた大切な事柄を「感謝
の心」「敬神崇祖」「報恩の行い」という
３項目の観点から紐解き、若者から高齢
者まで世代を超えた参加者の心に響いた。
　第２部祝賀会は、「伝統の力を基にして
新たな挑戦を」と誓う新支部長の力強い
挨拶から始まり、廣川貞雄五柱五成神社
奉賛会長、石井好正第 3 教区長の祝辞、
鏡開き、来賓祝辞と続き、和やかな祝宴
となった。勢いに華を添えたのは阿佐谷
北支部「和楽」による「よさこいソーラン」。
会場は一気に盛り上がり、岡野理事長、
稲子名誉支部長、新支部長とご家族への
花束贈呈、澤登実行委員長謝辞、そして
渡辺孝彦顧問による三本締めで賑やかな
祝宴はお開きとなった。

稲子知義相談役、飯塚健一理事参与、そ
の他多くの来賓からの温かな祝辞が続い
た。その後、支部長の過去を遡るスライ
ドショーや福引き、花束贈呈、両支部長
への応援歌、斎藤真副支部長の謝辞と賑々
しく祝宴は進み、最後は万歳三唱で記念
感謝会を締め括った。

　その後、太田豊地教区長が挨拶に立ち、
琵琶湖の恩恵と水に対する感謝の心と、
当行事を続けていくことの重要さについ
て述べた。
　供養祭終了後、参加者たちは湖内に浮
かぶ竹生島に上陸して弁財天を参拝した。
　帰りの船内は、参加者同士で和気あい
あいと昼食のお弁当を囲み、「琵琶湖八景」
と称される素晴らしい景観の湖上を楽し
みながら彦根港へと戻った。
　参加者一同は、教区行事として重要な
位置づけのある当供養祭を、青年部、女
性部、地元の長浜神前支部の協力のもと
で無事に開催できたことに感謝しつつ、
さらなる継続と一層の発展を誓い合った。

伝統の継承と新たな挑戦へ
中野支部創設 90 年記念感謝会

琵琶湖の多大な恩恵に感謝を捧げ
滋賀教区・第５３回琵琶湖感謝供養祭

背伸びをせず共に学びたい
多摩支部継承記念感謝会

阿佐谷北支部「和楽」による演舞支部長継承式松浦教授
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のもと、教区長以下各支部長の賛同を得
て発足した。
　当日は、拝礼行事、開会挨拶と進み、
山本和雄埼玉教区長が挨拶を述べた後、
会長に就任した内田浩生氏（教区副担任
部長）が登壇し、「青年部の OB が心をひ
とつにして活動し、解脱会を盛り上げて
いきましょう」と参加者たちの士気を鼓
舞した。
　その後、支部長を代表して、斎藤和成

性化」「教区交流会を実施する
ことにより各支部の会員及び
家族の絆を高め支部の活性化
を図ること」を目的としたもの
で、一般、青壮年、幼少年の各
男女、43 名が参加、本部より
松田佳高指導員が出講した。
　拝礼行事、お浄めの後、挨拶
に立った白木好雄教区長は、当

行事を機に、会員同士や家族との絆を強
くすると共に、これまであまり会話を交
わしたことないの人とも仲を深め、み教

　埼玉教区において「青年部 OB 会」が
発足され、その発会式が 10 月 19 日、御
霊地・解脱研修センターにて行われ、23
名の埼玉教区内各支部の会員が集った。
　同会は「青年部の継続的発展に貢献す
ること」を目的としたもので、「青年部を
卒業して、支部から遠のいている人をお
誘いし活躍してもらいたい」「青年部員の
人数が減少し続けている現状を、青年部
OB として応援できないか」という主旨

　甲信教区としては初となる交流会を、
松本里山辺支部において 9 月 29 日に開
催した。当行事は、「教区及び各支部の活

埼玉入間支部長からこれからの活動に期
待する激励の挨拶が述べられた。
　閉会後は、第 2 部懇親会となり、青年
部卒業後以来、久々に顔合わせる会員も
多く旧交をあたためるなど楽しいひと時
を過ごし、意見を交わした。

えで結ばれた法友の友好の輪を広げてい
くことの大切さなどを述べた。
　講話では、松田指導員より法縁の絆が
さらに強まり教区や各支部がますます盛
り上がることへの期待が述られべた。
　この後、「サバイバルメシタキ」と称
して、キャンプの様に参加者が個々に火
を起こして白米からご飯を炊き、女性部
が作ったカレーをかけて昼食を食した。
ご飯が上手く焚けた者や失敗した者など
いろいろであったが、それぞれが楽しん
で和気あいあいとした雰囲気で盛り上が
りを見せていた。
　昼食後は、ゲームを楽しんで、仲間や
家族との絆を強くする有意義な 1 日を締
めくくった。

次代の会員を増やし、更なる発展のために
埼玉教区・青年部OB会

会員家族が絆を強め
甲信教区・交流会

大自然の恩恵に四柱の神へ感謝！
静岡教区・第103回一碧湖神社秋季大祭

明るい次世代の育成、発展をめざし
中国第 2 教区・女性大会

　　　 静 岡 教 区 で は9 月
29 日、第 103 回一碧
湖神社秋季大祭を開催
した。本部より木村正
則指導員が出講し、当
教区はもとより神奈川
教区からも多数が列席、
総勢102名が参加した。

　この行事は、当神社の御祭神である、天八大龍王大神、天五色
辨財天大神、御守護水神、八岐龍王大神の恵みによって日々生か
されていることに感謝し、日々の生活を通して自然との共存共栄、
人間同士の輪と協力し合う生き方をお誓いすることを目的に、静
岡教区が毎年春秋の 2 回、大祭を行っている。
　祭典では、鈴木隆司教区長の祝詞奏上をはじめ神事が厳かに進
められる中、記念講演に立った木村指導員は、大自然の恩恵へ感
謝を捧げる大切さを話しながら、当祭典を守ってきた先覚者や先
輩の意思を受け継ぎ、さらに発展させる大切さを訴えた。
　最後は、萩原徳治地区相談役の発声で威勢よく万歳三唱の後、
アトラクションで親睦を深めた。

　中国第 2 教区では 9
月 29 日に福山八幡宮会
館にて女性大会を開催
し、本部より岩田豊美
指導員が出講、82 名が
参加した。今回は、「女
性としての生き方〜活
き活きと女性を楽しも
う」をテーマに、「家庭と地域社会の中で女性がどのように活動
していけば、明るい次世代（子供）の育成・発展につながって
いくかを学べる大会」を目標に研鑽した。
　岩田指導員は、入会から現在まで、金剛さまのお言葉を常に
心にとどめて学びを深めてきた自らの体験を交えながら、解脱
女性としての生き方について講話。その中で、「人間として、自
然の法則に逆らわない生き方」の大切さや、「人づくりの基礎は
女性の任務であり、女性にしかない母性、すなわち思いやりの
心を発揮してこそ、感謝のできる人を育てることができる」と
強調、また、女性活動の合言葉である「やすらぎ　あったか　
思いやり」で生活する大切さを実感した。
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修行された僧侶もおり、金剛さまによる
不思議なご縁を頂いたとのこと）。今回、
小田支部の飯塚義康支部長と間瀬宏宣教
区副担任部長が山伏として
得度し、護摩供に臨んだ。
二人は左右から護摩壇に点
火、高々と上がる白煙は次
第に炎へと変わり、心経と
太鼓が響く中、山伏の合図
にそれぞれ祈願を書いた護
摩木が次々に投入された。　
　炎が弱まった後、今回初
となる「火渡り修行」が行

　10 月 19 日、茨城の小田城跡歴史広
場において、「第 3 回　小田の火祭り」
が行われた。これは茨城小田支部が 50
年以上の間、小田城の戦没者慰霊供養
を続けてきた努力と、御五法が刻まれ
たお不動様を尊く祀ってきたことが実
り、地元地域が主催する町興しイベン
トとして開催となったもの。この日は、
つくば市長をはじめ県・市議会議員や
地域住民、茨城小田支部会員らが参加
した。
　雨が上がった正午、山伏たちが入場

（山伏たちの中には泉涌寺や醍醐寺で

われ、山伏に引き続き、列席者や一般
観覧者など希望者全員が裸足になって
火の上を渡り、小田五行不動明王に心
願成就と一年間の無病息災を祈った。
　最後はお不動様に供えたたくさんの
お菓子や供物と共に紅白の餅撒きが行
われ、火祭り行事は終了となった。

第３回 小田不動明王 柴燈大護摩
火祭り・茨城小田支部

お山でみどり祭り2019
北関東ブロック・社会貢献奉仕活動

　9 月 8 日、北関東
ブロック青年部「社
会貢献奉仕活動」の
一環として「みどり
祭り 2019」が御霊
地のお山にて開催さ
れた。みどり祭りは

毎年御霊地で行われ、「心のふるさと御霊地」が北本市民の方々
にも親しみやすい場所になるようにと林間を開放、北本市民へ
フリーマーケットの場所を提供し、青年部員が模擬店を出して
取り組んでいる。焼きそばやうどん、ジュース、埼玉教区青年
部 OB 会によるフリフリチキンなどの模擬店が並び、釣りゲー
ム、射的等の子供向けコーナーや、地元ダンスチームによる演
舞も披露された。また、埼玉教区秩父足もみ隊の協力で足もみ
コーナーも設けられ、楽しい憩いのひと時を過ごせるよう随所
に工夫がなされていた。今年は他のブロックの青年講座と日程
が重ならず、東京ブロックからも応援の青年部員が駆けつけ、
互いに交流を深めた。みどり祭りの収益は北本市に寄付された。

スポットライト

法務大臣表彰 保護司として20年

　長年にわたり「保護司」として子
供の更生保護に尽力してきた上島
きそ子さんが、その功績を称えら
れ、平成 30 年度法務大臣表彰を受
賞した。10 月 7 日、天皇皇后両陛
下の御臨席の下、東京国際フォーラ

ムにて開催された「更生保護制度施行 70 周年記念全国大会」
に出席し、安倍内閣総理大臣をはじめ各界代表者の見守る
中、恭しく表彰を受けた。
　このたびの受賞にあたり、上島さんは「節目の年にこの
ような表彰を受ける運びと天皇皇后両陛下にお目にかかる
機会を得られたことはこの上ない喜び。最初で最後のチャ
ンスと思っている」と喜びを語った。また、20 年間の活動
の中で再犯を繰り返す少年たちと接し、「心が折れそうにな
ることは一度や二度ではなかった。金剛さまのみ教えに支
えられ、今日まで歩んでこられた」と振り返り、罪を犯し
た人にも更生の道があると信じて今後もお使いいただくと
活動への熱意を語った。初詣は御霊地から

元旦祭　令和2年1月1日
午前11時開式（太神社殿前）

北海道々南教区・札幌白石支部　
上島 きそ子さん（70歳）

年末年始の解脱会本部開館時間のご案内

 年末年始の開館時間は下記の通り変更させて頂きます。
■開館時間変更日程　
　令和元年12 月 29 日（土）〜 令和 2 年 1 月 3 日（金）
■開館時間 
　12 月 29・30 日 　9 時〜18 時 
　12 月 31日 　　① 9 時〜16 時　 ② 22 時〜翌 8 時
　　　　              ※16 時〜22 時は一旦閉館となります。 
　  1 月 1 日元旦　    8 時〜16 時
     1 月 2・3 日　    8 時 30 分〜14 時
　                       ※ 通常業務は 1 月 4 日からとなります。
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　天皇陛下の御即位により新たな御代を迎えた令和元年は、
90年の歴史を積み重ねてきた本会が、立教100年に向かっ
て新たな一歩を踏み出す出発の年となりました。
　わが国が令和の御代を迎えたことで、御皇室を中心とす
る国体の尊さや歴史伝統の価値、豊かな文化遺産や平和な
国柄の有り難さが、国民に広く共有されてきたことは、ま
ことに喜ばしいことです。
　この新たな時代に求められ、時代に生きる教えの展開を
はかるには、金剛さまの立教のご精神に立ち返って本会独
自の尊い宝を再認識し、その価値を活かすことが必要です。
　なかでも、本会の代表的な行事である三聖地巡拝は、本
年第80回を迎えます。この事実は実に尊い歴史的精華とい
うほかなく、その意義を改めて認識するとともに、新たな
価値の創造に努めることが必要となります。

　立教以来の金剛さまの中心課題は、人材の育成にありま
した。御霊地の三建碑や各種行事、御五法に通じる諸札や
さまざまな教書、個人指導や産業指導等々、20年間にわた
る宗教事業のすべては、将来のために有為な人材を育成す
ることに尽力された、金剛さまのご精神の表現と拝察され
ます。
　今後の本部布教活動方針の中心課題も人材育成にあるこ
とを明確に示し、特に青少年育成に全力を集中して取り組
むことにいたします。
　先人の努力によって80年の歴史を刻む三聖地巡拝は ､ 本
会の誇りとすべき代表的な行事であるにとどまらず、国民
にとっての大切な行事としてゆくために、縁のある方々に
も参加を勧めて信頼できる仲間づくりに努めることが、人
材育成に尽力された金剛さまの御心に応える道となります。
　本年はまた、青年部三聖地巡拝錬成も行われます。この
行事を青少年育成の場として活かし、全国会員の力をもっ
て青年部活動に協力し、行事の充実をはかりながら人材育
成に取り組むことが、今後の重要課題となります。
　この課題を共有して力を尽くすことをもって支部の充実
と活性化をはかり、人間使命を自覚して人心救済に努める
ことが、大切な社会貢献活動となることを心に刻み、本年
を大理想実現に向かう新たな出発の年といたします。

思いやりに生きよう
─ 人心救済 ─
会員実践目標

三聖地巡拝に参加する
三聖地巡拝の意義を学び伝える

青少年を三聖地巡拝錬成に送り出す

令和2年度　本部布教活動方針

☆あなた自身のこれまでの生活をもう一度振り返ってみましょう！

☆今よりさらに充実した人生を送るために……全国の青年部員と一緒

に、上記の取り組みをやってみましょう！

☆全国のどこかで、あなたと同じ時に、一緒にやっている仲間がいます。

☆仲間との「大切な絆」を感じながら、あなた自身のために、取り組

みましょう！

①祈ろう！
　☀朝と夕に　神々様、五智如来様、解脱金剛さま、ご先祖さまにご挨拶をさ
　　せていただきましょう。
　☀朝は　「おはようございます、今日も一日お使いくださいませ！」
　☀夕は　「今日も一日お使いいただきまして、ありがとうございました！」
　☀続いて、ご先祖さまに感謝の気持ちを込めて天茶供養をさせていただきま
　　しょう。
　☀自分のお友達のご先祖さまへ天茶供養をさせていただき、もっと幸せにな
　　るよう…そして、解脱のみ教えに導かれるよう、祈らせていただきましょう。
②学ぼう！
　☀支部青年会と青年講座に参加しましょう。
　☀教区の行事や支部の行事にさそわれたら、ぜひ参加して学んでみましょう。
③やってみよう！
　☀家族の人たち、学校や地域の方々に　進んで挨拶をしましょう。朝、「おは

ようございます」と、元気よく言えたら、それだけで　あなたも相手の方
も心が明るくなります。

④勇気をもって友達をさそってみよう！
　☀青年部行事にさそって一緒に参加しましょう。

青年本部活動方針

アクション！ よりよい社会をつくろう
◆全国青年部員の取り組み◆

　こども会

●実践目標

女性活動合言葉「やすらぎ　あったか　
思いやり」を実践するために、　微笑
みの日

に ち に ち

日を送りましょう。

●女性目標

　女性らしい女性

●活動目標

　報恩奉仕を楽しみましょう！

●こども育成目標

　挨拶を通して思いやりのある
　　　　　　　　こどもを育てましょう！

●実践目標

　「自分から進んで」挨拶をしましょう。

みんなでこどもを育てましょう

大人もこどもも実践しよう

　〜家庭から実践〜

　女性部


