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◀

今月のみさとし／今の世に不足しているのは国庫の金ではありませぬ。天真爛漫な人間の不足である。（ご聖訓　第八巻136頁）

Newsletter

◀

玉串を捧げられる長老さま

第1回　ミャンマー・スタディツアーが無事に完遂！

長老さま、岡野英夫顧問、
渡辺孝彦理事長をはじめ、
御霊地建設委員、本部役職
員ならびに建設関係の業者
が列席し、無事故による完
成を祈願した。
　祭典は厳かに神事が進め
られ、玉串奉奠では、本会
からは、長老さま、岡野顧問、渡辺理事長、
関日出夫建設委員長が捧げ、続いて、南
棟を設計した千葉構造設計コンサルタン
トの須永和彦取締役、施工者である（株）
丸和工業の矢部利人代表取締役が、業者

　御霊地の別館跡地にて建設工事が進
められている新棟の名称が、「南棟」と
決定された。この南棟の「上棟祭」が、
3月16日午前11時より厳粛に挙行され、

立教90年記念事業

を代表して恭しく捧げられた。
　全国会員の真心からの勧募金による
立教90年の記念事業は、この南棟が完
成をみた後、目玉となる御霊地道場の
改修工事が本格的に始まる。

順調に工事が進んでいる建設中の南棟

　3月3日から10日にかけて青年
本部が主催する「第1回ミャンマー
･スタディツアー」が行われ、宮原
秀治青年本部長はじめ事務局を含
む、全国から募集した青年ら合計
13名が参加した。
　今回のツアーは、本会が推進する
社会貢献活動「副食を献じる運動」
と青年部が展開している「まごころ
募金」の献金先となるNPO法人・
ジャパンハートの協力で実現した。
　ツアーの行程は、同団体が運営す

る人身売買から子供たちを救う養育
施設「ドリームトレイン」にて、親
のいない子供たちと交流を深めた
他、視覚障がい者自立支援施設の見
学や、慈善病院でのボランティア活
動、そして大東亜戦争のビルマ戦線
で亡くなられた戦没者への天茶での
慰霊供養など、充実した内容で行わ
れ、参加した青年らは多くの学びを
得て帰国した。
　詳細はニュースレター5月号に掲
載予定。

養育施設「ドリームトレイン」で歓迎を受ける団員たち
日本人墓地にて現地の歴史を学んだ

「南棟」がめでたく上棟祭
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第64回全日本都道府県対抗剣道優勝大
会で埼玉県の優勝に貢献した、泉和毅君
（順天堂大学4年）に表彰状が授与された。

昇級者発表の後は第2部学年別
優勝試合となり、門下生全員が
これまでの修錬の程を存分に発
揮し、白熱した試合が繰り広げ
られた。そして、少年部大将交
代式では栗原千裕君が「解脱錬
心館で学んだことをこれからの
人生に生かし、自分達の進む道
を信じて頑張っていきたい」と

解脱錬心館創立45周年記念館内大会

誓いを述べ、内村日向君へと大将が引き
継がれた。
　昼食後、午後1時 30分より第3部卒
業生壮行交流会となり、小学生、中学生、
高校生、大学生の卒業門下生、またその
保護者らがステージに登壇して錬心館で
の日々を振り返り、先生方に謝辞を述べ
た。その後、門下生が卒業生へのはなむ
けとして特大メッセージとともに歌のプ
レゼントを行い、最後、門下生らがアー
チを組んで卒業生を送り出し、感動に包
まれた壮行会は終了となった。

輝く未来への一歩

　2月18日、日本宗教連盟創
立70周年記念シンポジウム
「宗教を現代に問う―宗教へ
の提言―」が東京都の聖アン
デレ教会にて開催された。
　講師として、本会が「副食
を献じる運動」にて支援して
いるNPOジャパンハート代
表・吉岡秀人氏が登壇。講演
の中で「今の宗教界に足りな
いものは実践」と述べ、常に
実践者としてミャンマーでの
医療奉仕で多くの命と向き
合ってきた自身の体験を語
り、「過去の戦争で亡くなった

　本会が主催する第39回解脱
選抜少年野球大会が北本スポ
ーツセンターで開催され、北
本市を中心に、近隣の少年野

　金剛さまご在世中より四ツ
谷荒木町周辺の守護神として
崇敬を集める津之守弁財天の
春祭が3月1日、報恩日行事

　北本スポーツセ
ンター敷地に鎮座
する神明稲荷大神
の初午祭が、3月
5日に執り行われ、
齋藤全弘相談役は
じめ、吉田秀瑠八
雲神社総代、現王園孝昭同市
野球連盟会長（北本市長）他、
センターを利用する各団体の
代表が参列した。
　当日は好天に恵まれ、解脱
選抜少年野球大会がグラウン
ドで行われる中、開式前より

方々から日本を託された」と
の自覚を訴えた。後半は同じ
く講師の（株）内田洋行顧問・
向井眞一氏との鼎談が行わ
れ、信者減少など宗教団体の
抱える課題に対して両氏の忌
憚ない意見が述べられた。

球チーム合計26チー
ムが集結し、全力で
競い合った。
　晴天となった開会
式当日は岡野成高管
理部長はじめ、現王
園孝昭北本市長など、
各来賓が選手らを激

励した。試合は18日までの4
日間にわたって行われ、結果、
桶川市の桶川カーディナルス
が優勝した。

前の正午より町会関係
者、首都圏会員が参列
し、行われた。　
　当日は、長老さまが
厳かに祝詞を奏上さ
れ、稲子知義崇敬会会
長はじめ地元荒木町町

会関係者各位による玉串奉
奠、拝礼行事があり、日頃の
ご加護に感謝申し上げるとと
もに地域の発展を祈念した。

上手囃子保存会によるお囃子
が奉納され、正午に開式。北本
氷川神社・吉田和生宮司によ
り、厳かに祭事が進められた。
　式典後は施設内食堂にて直
会となり、神明様のご神徳に
感謝しつつ、親睦を深めた。

今までの成果を存分に発揮 卒業生へ涙ながらに歌をプレゼント

津之守弁財天春祭 神明稲荷初午祭を執行

日宗連に吉岡氏が登壇
解脱選抜少年野球大会

　3月12日、解脱錬心館創立45周年記
念館内大会が開催された。
　午前9時開会の第1部記念式典では、
田中宏明館長（御霊地局長）が、「これま
で培ってきた、心・技・体を存分に発揮
して思い出に残る有意義な1日にしよう」
と述べた。続いて、少年・OB各門下生
の卒業表彰と優秀選手表彰では、昨年の

学んだことを胸に次の目標を目指す

日宗連
シンポジウム
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祭事が進められた。
　式典の後は、篤志奉納者への感謝状の
贈呈式が行われ、続いて稲子斎主、小泉
博文奉賛会副会長（地区相談役）、合澤裕
行東北第2教区長（釜石大町支部長）、川
井重勇東京都議会議長、そして最後に出
講の廣川貞雄奉賛会長（本部相談役・南
新宿支部長）からそれぞれ御神徳にまつ
わるご挨拶があった＝写真左。
　役員、来賓の方々が降殿された後、拝

1教区が近藤貞男圏域担当・瀧久和指導
員出講の下133名が参加。2月 19日に
は名古屋第２教区が近藤圏域担当を招い
て幹事研修を行い42名が参集し、それ
ぞれ研鑽を深めた。
　京都教区は関西道場にて3月 12日に
青年部班長・子供会担当・女性部役員と

　晴天の3月12日、中野・五
ご し ゃ い な り

柱五成神社
の初午祭が、地元町会、商店会の協賛に
より御祭神の御神徳を仰ぐ近隣住民はじ
め全国から教区長や支部長、会員ら総勢
400名余が集い合い、盛大に行われた。
　境内会場では、開式前より女性部によ
る甘酒とお団子の接待が行われ、集う参
詣者の身体を温めて待機する中、祭事を
務められる中野氷川神社・中田昌之宮司、
稲子知義斎主（本部相談役・中野支部長）
をはじめ、役員、来賓の方々が本殿に昇
殿し、午前11時に開式。
　東日本大震災犠牲者に対する1分間の
黙祷にはじまり、中田宮司により厳かに

　支部活性化の原動力として期待される
支部幹事研修が全国各地で開催された。
　兵庫教区は3月5日、宍粟において中
西好子指導員を迎えて幹事研修を開催、
43名が集った。笹倉範久教区長より6
項目の活動目標が提示され、続いて中西
指導員より、「支部の発展」「支部の活性化」
について自身の体験を通して講話があ
り、参加者一同は原点に立ち返り、40を
超える茶話会の開催を約束して研修を終
えた。
　中部道場では、1月22日に、名古屋第

殿前にて鏡開きが行われ、続いて東北第
2教区より祝いの獅子舞が奉納され、そ
の目出度い舞いを写真に納めようと人だ
かりができた。
　直会では、本年より役員、来賓の方々
は道路を隔てた町内提供の直会会場に移
動して祝宴が行われ、一般参詣者は、境
内会場にて樽酒が振る舞われ、永田秀夫
相談役（大阪松虫支部長）による福引で
盛り上がった。

の合同研修会を開き、西田義信指導員よ
り、具体的な幹事のあり方を学んだ。
　東京第４教区では、本部道場にて3月
19日、80名の参加で研修が行われ、渡
辺孝彦理事長の講話を受けて午後から立
教90年に向けてパネルディスカッショ
ンを行い、活発な意見交換を行った。

中野・五柱五成神社

各教区で支部幹事研修

初午祭を盛大に祝う

支部活性化に向けて研鑽

数々の役職を歴任する
傍ら、各種の研修はじ
め全国各地の支部にも

出講され、その独特で快活な語り口の講話と適
切な個人指導で、長きにわたり布教の第一線で
尽力され、また布教者の教化育成に力を注がれ
た。平成5年より常任参与、同9年には相談
役に就任され、爾来20年間、寛仁大度たるお
人柄をもって会員の指導育成に尽力された。

西貝光一郎先生 逝去される
　本会相談役の西貝光一郎先生が、2月20日
に霊界入りされた。昭和3年7月21日生まれ。
享年88歳。
　西貝先生は、昭和23年に法縁にふれられた
後に本部に奉職。経理部長をはじめ、教務部長、
教育部長、教導員、教務局長、布教審議員など、

兵庫教区 名古屋第 1 教区

東京第 4 教区京都教区名古屋第 2 教区
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　次代を担う人々の美容と健康を促進する

ため、昨年に続き第 2 回【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。奮ってご参加

くださいますよう宜しくお願い致します！

●開 催 日：6 月 10 日（土）10：00 〜 11 日（日）15：30

●会　　場：御霊地・解脱研修センター

●対　　象：どなたでも参加できます

●研 修 費：① 1 泊 2 日参加

10,000 円（中学生以上）

※ 夫婦・親子孫割引あり

 5,000 円（小学生）

 無料（幼児）

　　　　　　② 1 日参加　5,000 円　　　　

●申込締切：5 月 18 日（木）

●定　　員：40 名

【詳細・お問い合わせ】　解脱会教育部 研修係　　TEL 03-3353-3667（教育部直通）　FAX 03-3353-3708

研修のお知らせ

ビューティ＆
　ヘルスコース

など多岐にわたって述べた。
　次に「天皇陛下の大御心の時間」は、
視聴覚学習を通じて、どのような苦難の
時も常に国民と共にあるという象徴とし
ての天皇陛下の御心が深く感じられる、
感動的な時間となった。
　昼食は解脱有食法を取り入れた真心の
手作り弁当が提供され、午後は、一寸木
克枝健康指導委員より、正しい食のあり

が手本を示しながら、参加者全員で実習
を行った。昼食後、健康総合指導として、
参加者が3つのグループに分かれ、「体位
矯正法」、「足心道・掌心法」、「身体づくり」
の3つの教室を順番に回り、丁寧に指導
を受けた。
　今回は開催日が3月11日と重なったこ
とから、東日本大震災の七回忌特別供養
が行われ、霊魂の安霊と被災地の復興を
心より祈願した。
　2日目は、まず全員でお山を参拝、早朝

　2月26日、湘南道場では初の「湘南１
日コース」が開催され、神奈川・静岡両
教区長、各支部長、会員有志42名が参
加した。
　堀精二道場長の歓迎の挨拶に続き、講
話では、宮坂保徳教育部長が「真行に学
ぶ」をテーマに、「少子高齢化社会を迎え
た我が国の現状を踏まえ、私たちがいか
に人生を歩み、その最期の時を迎える準
備をしていくか」と自己の人生に対する
向き合い方についての問題提起や、「不平
不満を脱却し、感謝の気持ちになる心身
の健全化が神と人との交流生活となる」、

　第153回健康学園コースが3月11日〜
12日、御霊地・研修センターにて開催され、
研修生、講師、スタッフ含む86名が集い、
研鑽を積んだ。
　今回は初心者でもなじみやすいように
総合指導の形がとられ、池松康博健康指
導委員の解脱3分間体操から始まった。
　講話では、宮坂保徳教育部長から「時
代に求められる健康指導」というテーマ
を基に、「人と人とのつながりを大切にし、
一人でも多くの方に幸せな人生を歩んで
いただけるよう、心身共に健康で喜びあ
る人生を心がけたい」と述べた。その後、
小田敏郎相談役より、好評を得ている養
生法についてのお話と、小田相談役自ら

湘南１日コース

健康学園コース

方についてのお話、その後、健康指導担
当員の協力のもと、教育部健康指導係の
堀川・津村両主任の指導により、足もみ
の操法を学習し、最後に「人と関わること」
の大切さが力強く伝えられた。
　参加者からは、「やる気が出て非常に良
かった、人の為に働きたいと思った、今
日をスタートに頑張っていきたい」とい
う前向きな声が上がった。

今日をスタートに！

人とのつながりを大切に

の清らかな空気の中で呼吸体操を実施。
その後、仙台岩切支部の赤井貞三健康指
導担当員より、「東北第2教区で体制が整
う中、仮設住宅などで足もみ・傾聴活動
が喜ばれている」と、広がりを見せている
足もみ隊の活動報告と体験発表があった。
　矯正法と足心道のクラス別学習の後、西
功義教育部次長より、「健康指導の活用」
としてボランティア経験に基づく講話があ
り、家庭や社会で活用できるよう参加者が
意識を高める有意義な2日間となった。


