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◀

今月のみさとし／報恩感謝で進まれたなら実に朗かである。（ご聖訓第一巻増補版20頁）

Newsletter

◀

第169回  秋季大祭

　10月8日は、恵みの雨の中、大祭奉告
祭と万部御法楽が厳かに執り行われた。
　9日、大祭式典当日も朝から雨模様と
なったが全国から集う会員の熱い思いが
通じて開式と同時に雨は上がり、有難い
大自然の運行に感謝する大祭となった。
　支部旗入場では、式典前に行われた支
部認証式で継承された6支部の新支部長
＝ 4面参照＝が先頭を歩んだ。
　また今回より各教区ごとに教区長が支
部旗の先頭に立ち、力強く行進した。
　11時に開式された第1部式典は厳かに
進み、青年部によるおみたま櫃奉迎安置
の儀の後、色あざやかな和服姿の女性部
と女子青年により、献供の儀が行われた。
　万霊大供養では、万物万霊に対し、生
かされている感謝を込めて、会場が一体
となって般若心経3巻を念唱した。
　続く式辞の中で法主さまは、教えの本
旨「五法則」にふれ、「人生のあらゆる苦
難はすべてこの『五法則』に外れている
ために生じる。法則に基づいて反省・自
覚し、一心に神仏に祈れば、どんな苦難
も解決する」と示され、実践することを

強調された＝ 3面参照。
　来賓の祝辞では、現王園孝昭北本市長
が、日頃の北本市に対する本会の支援・
協力への謝辞とともに地元・北本の行事
や取組みを紹介された。続いて京都・御
寺泉涌寺長老の上村貞郎長老猊下は、工
夫をすることの大切さを語り、無心・小
欲で生きることを述べられた。
　第2部直会は、法主さま、法嗣さま、
岡野英夫理事長、来賓各位による鏡開き、
乾杯で始まり、賑やかなこども山車と活
気ある神輿渡御がお山を練り歩いた。
　ステージ上では、迫力あるあばてい太
鼓に続いて式典両日ともに様々な奉納演
芸が行われた。特に9日は、東京第3教

区が勇壮な和太鼓とよさこいソーラン節
の2ステージで盛り上げた。10日の滋賀
教区のよさこい演舞は、今春の琵琶湖供
養祭で結成されたチームで50名での踊
りは圧巻。青年部PRタイムでは、まご
ころ募金の呼びかけと来年新たに行われ
るミャンマースタディツアー2017の告
知が行われた。会員らは、奉納演芸を楽
しみつつお弁当や振る舞われたお神酒を
頂き、実りの大祭を喜びあった。
　また大祭式典前夜には、研修センター
2階食堂にて四国東教区が「お接待」と
して、宿泊する会員や奉仕者に無償でう
どんやお酒を振る舞っており、今回も沢
山の喜びの声が聞かれた。

万物万霊に感謝！実りの大祭を寿ぐ

真心の般若心経がお山に響きわたった（10日） 法主さまが導師となり営まれる万部御法楽（8日）

　8日奉告祭、9日大祭式典、10日大祭本祭式典の行程で行われ、全国より代表会員がたましいの故郷・御霊地に集い、報
恩感謝の祈りを捧げ、実りの大祭を喜びあった。

全国支部旗の入場を見守られる法主さま（10日）
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写真で見る大祭

左から祝辞を述べられる現王園孝昭北本市長、上村貞郎御寺泉涌
寺長老猊下 真心の勤行を捧げる 万物万霊に感謝の祈りを込め万霊大供養

奉告祭にて恵みの雨をいただく（8日） おみたま櫃を奉持し、厳かに参進 華やかな振袖姿の女子青年部員とともに献供のご挨拶

東京第 7 教区鼓笛隊によるパレード演奏（10日） 法主さまのご発声による乾杯で第 2 部がスタート 女子青年部員による献花の儀

式典前の宝物館前鼓笛隊ライブ

会場を沸かせた滋賀教区のよさこい演舞（10日） 勇壮なあばてい太鼓と神輿が重なり会場が沸く 力強く踊る東京第 3 教区のよさこいソーラン節（9日）

会場を魅了した神奈川教区の丈笑輝龍とバトンチーム（10日） 青年部 PRによるミャンマースタディツアー告知 青年部まごころ募金とコーヒーサービス

気合漲る解脱錬心館門下生による演武（10日） 恒例の埼玉教区奉納による秩父音頭（9日）
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ぶ生活が自ずと身につき、自分
は独りで生きているのではなく、
神の恵み、大自然の大生命力の
中で生かされているのだという
ことに気づいて間違いを改め、
一心に祈れば、いろいろな悩み
も消え、「安心立命」の境地を得
られるということであります。
　二の「大自然の法則」は、あ
たりまえに思っていることが人
間の能力を超えた絶対の法則で
あると気づき、私たちは日々、
この法則に添って生きてゆくと
ころに健康で明るい生活ができ
るということであります。
　三の「最高道徳」では、充実
した毎日を送るためには、見返
りを一切求めず、誠心誠意、自
分に与えられたその時々のその
日々の役目に努力し、お使いい
ただいたことに心から感謝の気
持ちになりきることが幸せへの
生き方であると教えていただい
ています。

　四の「自我没却」では、自分の
ことだけを考える生き方を改め、
神、先祖、人様のことを先にし
てお使いいただき、捧げ尽くし
ていくところに、自分も他人も
ともに幸せを得られる人生が開
かれるということであります。
　五の「忠孝仁義礼」は、金剛
さまが申されておりますように、

「これ、大日本国民の神代時代以
来の国宝であります」として、
私たち日本人の歩むべき伝統的
精神の最高峰であり、世界に誇
れる人間の生き方であります。
　この「五法則」をまとめて申
し上げますと、人生のあらゆる
病気も、その他の悩みとする経
済苦も、家庭の不和、その他の
心配事も、この「五法則」に外
れているために生じたのである
から、そこを反省自覚し、改善
を誓い、一心に神仏を祈れば、
どんな悩みも苦しみも必ず解決
するという意味であります。

　どうか皆様、この素晴らしい
「五法則」を一人でも多くの人に
伝え、共に実践し、世の中を明
るく照らす光となりましょう。
一日、一日を朗らかに笑って暮
らせる明るい家庭・和楽の殿堂
を、常に心がけましょう。お互
いを尊重し合い、次世代へと確
かに受け継がれる安心立命の世
界を、足元から広げてまいりま
しょう。
　解脱のみ教えを学ぶ私たちに
は卒業がなく、一生の学びであ
り、もうこれでいいという終り
はありません。
　こうして長く学んでおられる
熟年層の方々は、若い世代のお
手本となっていけるよう、大き
な親の心、思いやりの心を実践
しましょう。
　豊かな経験を積み、知恵と活
力に溢れている壮年層は、誇り
と自信をもって、次代を担う多
くの青少年の教化育成に勤しみ

ましょう。
　そして、若いエネルギーに満
たされた青年層は，世界の情勢、
日本の現状、身の周りの世相を
よく見聞きし、しっかりと捉え、
考え、「青年訓」「女子青年の誓い」
を忘れず、金剛さまが示された
解脱の理想世界、即ち、
　「安心と歓喜と希望の生活を実
現する解脱会」
　「民族の伝統と現代的知性に生
きる解脱会」
　「親子孫一つになれる解脱会」
　を目指して、正々堂々と前進
していきましょう。
　金剛さまは、「現在は過去と未
来とを繋ぐ大切な鎖の一片であ
る」と、お言葉を遺されています。
　本日の秋季大祭が、皆様の人
生の大切な鎖の一片になります
よう、心から願い、本日の私の
式辞と致します。
　本日は真にありがとうござい
ました。

に解脱の教えの本旨をまとめら
れた「五法則」です。宇宙大自
然の法則に基づいたこの法則は、

「人生の最も重んずべきこと」と
して遺された尊い教えの真髄で
あり、毎日心がけて実践すべき
大法則です。
　従いまして、先ほどの式典の
中でも拝聴させていただいた金
剛さまの「み声」を、日に何度
でも心の中に響かせてください。
　繰り返し、繰り返し、私たち
の身体をつくっている細胞すべ
てに、しっかりと行きわたらせ
ることを意識しながら念じてく
ださい。
　「五法則」の要点を私なりに申
し上げますならば、
　一の「惟神之大道」を徹底し
ていくと、神を敬い、祖先を尊

　全国会員の皆様、本日は真に
おめでとうございます。
　ここに全国会員代表の皆様の
真心を結集いたしまして、万物
稔りへの感謝の誠を捧げる秋季
大祭を、かくも盛大、厳粛にお
祝いすることができますこと、
この上ない喜びであります。誠
にご同慶に堪えません。
　また本日、ご多用のところご
臨席賜りましたご来賓の皆様に
は、わが会に対し、日ごろから
変わらぬご理解、ご支援をいた
だき、真に有り難く、篤く御礼
申し上げます。　
　ご承知の如く、今年は例年に
も増して自然災害が多く、北海
道から沖縄までの各地に甚大な
被害がありました。四月の熊本
地震をはじめ、観測史上稀な強
風、大雨、そして幾つもの台風
が日本列島に上陸、縦断し多く

の犠牲者があり、河川の氾濫と
土砂崩れ、道路の寸断、家屋の
損傷、農作物の被害等、日常生
活の困窮は計り知れないものが
あります。
　そのような中にあっても、こ
うして大勢の皆様が秋季大祭に
参加され、会員一人ひとりが主
催者たる自覚を持ち、役目を果
たされていることに、深く感じ
入るとともに、頼もしく、又、
力強く感じております。
　この力をさらに大きく発揮し
て、金剛さまの遺されたみ教え
を基に良き家庭をつくり、安心
して暮らせる地域社会、幸福度
の高い、平和で豊かな国づくり、
そして世界の平和に貢献するこ
とが、現在の私たち解脱会員に
課せられた使命ではないでしょ
うか。
　しかし現在の世情を鑑みるに、

テレビ・新聞等のマスメディア
により見聞するだけでも、世界
には紛争の絶えない地域があり、
テロの脅威は身近に迫っていま
す。そして国内でも凶悪な犯罪
が何気ない日常生活の中で起こ
る等、このような現状を打開し、
使命を果たすには余程の覚悟が
必要となり、事の成就は益々難
しくなっていることは否めませ
ん。
　だからこそ私たちは今、全国
で展開している布教活動方針に
徹するとともに、会祖解脱金剛
さまが遺された「自我充実は身
も家も国も世界も皆亡びる。故
に唯一念解脱に徹せよ。解脱せ
ざれば何事も成就せず」との大
真理をあらためて肝に銘じ、素
直に、謙虚に、粛々と学び直し、
できるところから即実践してい
かなくてはならないと思うので
あります。
　先ずは、金剛さまが昭和 9 年

人生の大切な鎖の一片
法主　岡野  聖法

第169 回 秋季大祭　式辞



（4）　平成28年（2016年）11月1日　Newsletter

支部長が参加した。
　新支部長たちは先ず、研修センターに
て拝礼行事の後、西村晴雄教務局長の開
会挨拶により研修の意義と大切さを認識
した。その後、きめ細かなプログラムを
通して支部長の自覚を深めていった。
　法主さまは、金剛さまから授かるお役
目の尊さと、み教えを真摯に実践すべく
世相善導・人心救済に奔走させていただ
き、喜びの心でお役目を果たすよう諭さ

れた。
　岡野英夫理事長からは、「支部
長は会員に慈愛の心で接し、会員
から敬愛される努力が大切」「会
員が救われた時、金剛さまのお蔭
であることを認識させ、御霊地へ
御礼の報告をするよう指導する」

　続いて岡野理事長は、「支部長は法の父
母になり、名誉支部長は祖父母になる」
として、この親心で会員とともに成長し
学んでいくことが大切と示された。
　大祭において新支部長は、全国支部旗
の先頭を勇壮に入場行進した。

支部長の心構え培う
秋季新支部長研修・フォローアップ研修

子々孫々に亘り徳を積む
支部長認証式

などの講話があり、支部長としての心得
を胸に刻んだ。
　飯田俊郎理事（秩父中村支部長）からは、
「楽しい支部や感謝会は支部長本人に喜び
がなければ実現しない」とご自身の実践
体験を通じて述べ、「支部長の役目」への
意識を高めた。
　その他、御五法修業の尊さ、諸札の意
義と心得、六大行事などの学びを深め、
先祖供養、お山でのお百度=写真上＝に
より役目への信念をより強めた。

　9月 24日〜 25日、関西道場にて第
152回健康学園コースが開催された。
　今回、初めてとなる関西道場での開催
となり、関西地区会員をはじめとする全
国の会員ら67名が参加し、総合指導を
中心とした実技内容により研鑽を深めた。
　開講式では中元敏彦関西道場長から激
励挨拶を頂き、宮坂保徳教育部長による
「み教えと健康指導」の講義を学び、西功
義教育部次長より「心身強化」として呼
吸法と解脱有食法についての学びがあっ
た。午後は総合指導方式により、参加者
が3つの班に分かれて「体位矯正法」「足
心道と解脱掌心法」「養生法」を順番にま

　今秋季大祭で認証された6名の新支部
長は、9月24〜25日に御霊地で開催さ
れた「秋季新支部長研修」にて、支部長
の心構えを培った。また、拝受5年目の
支部長が役目を再確認する「フォローアッ
プ研修」も同時開催され、今回は8名の

　第169回秋季大祭式典１日目の10月
9日、午前9時30分より解脱研修セン
ター・お浄めの間にて支部長認証式が厳
粛に執り行われた。
　今回認証されたのは名誉支部長3名、
支部継承支部長6名。認証式は、まず法
主さまが名誉支部長・支部長を認証され、

わり、健康指導の基本的指導や意義につ
いて学んだ。
　2日目は金剛宝塔参拝の後、呼吸体操
と解脱3分間体操を行った。朝食後、ク
ラス別学習として「体位矯正法」「足心道」
を参加者が選択し、相手に施す技術を身
につけることを主眼に学んだ。
　「健康指導の活用」の時間では、西次長
より「足もみボランティア等、実践の場に

関西道場で初の開催
本部研修・健康学園コース

行く事で自他の喜びを感じる事ができる
ので、社会に向けた活動を実施していた
だきたい」と参加者の心に届けた。
　最後に小田敏郎相談役が、一人ひとり
が養生することの必要性を訴えた。
　参加者からは、「会場が近くでありがた
い」「少人数の実習で理解が深まった」等
の感想が聞かれた。今後の健康指導に期
待したい。
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クラス別学習（足心道） クラス別学習（体位矯正法）

続いて岡野英夫理事長が辞令を交付した。
　その後、法主さまは「正しき祈りは必
ず実現する」と金剛さまのお言葉を引か
れ、「勤行法則、五信条の中にあるように
共存共栄全世界の平和の実現を祈念する
尊い役目」と示された。



Newsletter　平成28年（2016年）11月1日（5）　　

待を寄せた。来賓の熊川村長、山崎区長
がそれぞれ祝辞に立たれ、供養祭の大切
さと今後も継続して協力していくことを
話された。そして大自然の脅威と犠牲者
への安霊を願うこと、また生きている人
たちが共々に生きていくには助け合いの
真心と思いやりが何よりも大切であると
強く呼びかけた。
　閉会挨拶では、堀越青年部長が「日々
の祈りの中でこそ、平和が成り立ってい
ることを実感した」と述べた。
　参加者たちは、大自然への畏怖と恩恵
への感謝、相互協力、また真心からの供
養の大切さなど、数多くの意義を包含し
ている当行事の永続が、霊

み た ま

魂はもちろん、
今を生きる多くの人々からも望まれてい
ることを感じながら散会した。

　群馬教区では9月14日、「第51回嬬
恋萬霊魂祭塔供養祭」が群馬県嬬恋村鎌
原観音堂前にて開催され、本部より西村
晴雄指導員が出講、また地元、嬬恋村の
熊川栄村長と鎌原区の山崎区長をはじめ
地元来賓10名も参列し、会員140名と
共に真心からの供養を捧げた。
　供養祭はまず、地元「和讃会」が「和讃」
「御詠歌」を捧げた。
　開式の辞、開会挨拶と進み、その中で
樋田実行委員長が先日、霊界入りされた
本会常任理事であり群馬教区発展に尽力
された群馬中之条支部の田村義雄支部長
の思い出を語り、人柄を偲んだ
後、田村支部長へ誓うように「第
51回を機に新たな第一歩を踏み
出したい」と述べた。
　礼拝の儀、天茶供養、ご焼香
の後、西村指導員が「長きにわ
たり供養祭が続けられているこ
とに意義がある。そして先人の
思いを受け継ぎ、続けていかね
ばならない」と一層の発展に期

御修業をより多くの会員に
中国第2教区・修法研修

　中国第2教区では9月11日、広島千
年支部において「修法仲介者養成研修会」
を開催、本部より山本吉朗指導員が出講
し24名の参加があった。
　森近洋治教区長の挨拶の後、瀬尾正照
修法担当員から「この3年間で各支部の
仲介者が整い、全支部にて修法日が開催
されている」との喜びの報告があった。
　講話では山本指導員が「御修業の目的
と仲介者のあり方」について述べ、特に
修法シートの活用の大切さを強調した。
　その後、模擬実修、午後からは実修が
行われ、各支部でより多くの会員に御修
業を通して学びを深め、み教えを次世代
へつなぐ糧とすることを誓い合った。

地元と共に安霊願う
群馬教区・嬬恋萬霊魂祭塔供養祭

大きな喜びと感謝に満ちて
神奈川松風町支部落慶記念感謝会

　秋晴れに恵まれた10月 7日、神奈川
松風町支部では村山正幸指導員を迎えて
支部落慶記念感謝会を執り行なった。
　この度めでたく前道場の隣に支部道場
の新築となり、9月18日に御神前の遷座
式も終えてこの日を迎えた。
　記念感謝会では、長年にわたり支部や
会員のために貢献してきた川崎由雄名誉
支部長と土屋綾子幹事長に感謝の花束が
贈呈され、堀精二湘南道場長と椎野光雄

神奈川教区長が祝辞を述べた。
　記念講演では村山指導員が、支部
感謝会は大祭と同様の意義を持つ尊
い日であるとして、「支部は大きな
家族。家族はお客様ではない。支部
感謝会は会員一人ひとりが催すこ
と、それが支部感謝会の大切な心得」
と新道場での学びに期待を込めて述
べた。
　謝辞に立った橋上喜代子支部長は
「支部長拝命から5年、念願の支部道場落
成ができ、これからは新支部道場で会員
さんがご先祖様と共に喜んで支部に足を
運び、金剛さまのみ教えを次世代に継い

でいただけるよう精進したい」と誓った。
　直会では、バイオリン演奏、来年百歳
を迎える川崎名誉支部長の歌声の披露な
ど喜びと感謝いっぱいの式典となった。

90 年へ新たな一歩踏み出す
甲信教区・教区大会

　「立教90年に向けて、大会を契機とし
て、家族学びの大切さを再認識し教区の
結束を得る」を目的に、甲信教区では8
月28日、長野県佐久市「一萬里ホテル」
にて教区大会を開催。本部より小林正二
指導員出講の下、南信地区、北信地区、
山梨地区の各地区より青壮年を中心に合
計130名が参加し、活気あふれる大会と

なった。
　講話では小林指導員が、二世の信心を
決定することの大切さを話した。分かり
やすい内容に、会場ではしきりにうなず
きながら聞き入る参加者の姿があり、そ
れは家庭での実践をさらに強めていこう
と強く心に誓っているように見えた。
　第2部の祝宴では、紙芝居や信濃国踊
りなど各地区より工夫が凝らされた楽し
い余興が次々と披露され、会場を大いに
沸かせていた。
　最後は参加者全員で万歳を三唱し、大

会を機に絆をより強くした参加者たちは、
立教90年の節目を喜びで迎えるべく、
ますますの精進を胸に刻み新たな第一歩
を踏み出した。

祝宴の司会が会場を盛り上げる
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自分を変えて人生を幸せに
和歌山教区・女性大会

　和歌山教区では、8月21日に和歌山県
JAビル和ホールにて、女性大会を開催し、
120名が参加した。
　午後1時から拝礼行事、和田順子女性
部長より開会挨拶、続いて中村泰明教区
長より「母の大切さに触れ、幸せになる
ために日々学び、実践生活に活かして頂
きたい」と挨拶があった。
　体験発表では、高石由子さん（和歌山
御膳松支部）が、孫の病により真剣に解
脱と向き合ったことを語り、「いつも元気
で、笑顔で家族の幸せを念じ頑張ってい

きます」と誓いを述べた。解脱3分間体操、
青年部活動報告、三聖地巡拝錬成の報告
と続いた。
　本部出講の木﨑成博指導員の講話では、
「幸せになるための法則」「家族の太陽」
について、また自分を変えて人生が幸せ
になれる行動をとることや、心を宇宙の
法則に合わせていくこと、家族の太陽を

実践し、「ハイ」と言える私になり、夫を
後押ししていくことなど、女性としての
学びが伝えられた。最後に毎年恒例となっ
た、「夏は来ぬ」、「和歌山ブルース」を上
北さん（和歌山東支部）指揮のもと全員
での合唱があり、津村圭子副担任部長の
閉会挨拶、終礼行事をもって実りある女
性大会を終了した。

言葉の大切さ学ぶ
京都教区・女性部大会

　京都教区は、9月19日に女性部大会を
開催、外部講師の沼野尚美先生（病院チャ
プレン・カウンセラー）を招き、77名が
関西道場に集った。
　午前10時から拝礼行事、開会挨拶の後、
沼野先生より、「がん患者とその家族の精
神的援助と宗教的援助」をテーマに講話

を頂いた。その中で、「心のケア、魂の
ケア」では、「何でも話せる友達がいるか」
「良い人間関係は人生を豊かにする」「日
頃から良い人間関係を作っておくと生き
る励みになる」「人の心の痛みが分かる
人が必要」、また大切な事は何回でも伝
えるなど、自らが実践されていることを
分かりやすく話され、好評を博した。
　第2部は、解脱3分間体操や手遊びを
行った後、ディスカッションが行われ、
解脱での学び、家族、仕事、孫、恩師な

家庭においての役目
大阪教区・女性大会

　大阪教区では、女性大会を9月25日
に大阪国際交流センターにて開催し、78
名が参加した。
　第1部は、午後1時より拝礼行事、岡
橋清美女性部長の開会挨拶、そして島田
光昭教区長の激励があった。
　今回は、出講の中西好子指導員より「夫

婦とは-家庭においての女性の
役目」をテーマに、男女の違い
の認識や、自己認識、自己反省
の大切さなど、相手を変えるの
ではなく、相手を受け入れてま
ず感謝し、自分自身が変わるこ
とから家庭の改革が始まるこ
となど、自らの体験を通しての
学びがあった。
　第2部は、川西栄町支部近辺で活動す
る恒栄会の津軽三味線の合奏が行われ、

その美しい音色に聴き入り、全体を通し
て有意義な行事となった。

まずは家庭、地域で実践
神戸教区・健康学園

　神戸教区は、今年を健康学園の年とし
て取組み、その集大成となる健康学園を
9月22日に神戸中央支部にて開催、45
名が参加した。
　先ず西田義信教区長の挨拶では、同教
区が活動する熊本・被災地での足もみ隊
への参加、水仙介護センターでの定期的
な健康の集い、さらに支部女性会に取り

入れている活動について
の紹介があった。
　今回は「足心道」をテー
マとして、本部出講の堀
川剛史指導員は講話の中
で、「足を触らせていただ
いて喜ばれる方からの感
謝の気持ちが結果として、
させていただく者の元気
を作る」などが伝えられた後、実技を交
えた丁寧な質疑応答が行われ、参加者は
満足した様子だった。

　
最後に加地一公副担任部長が閉会挨拶で、
「まず家庭で、そして近所の方々へ実行さ
せていただこう」と締めくくった。

女性の学び

どについての体験が、その場で挙手して
発表され、発表される度に拍手が沸いた。
　最後は田中英次教区長の閉会挨拶を
もって午後3時半、終了となった。
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　東京第6教区では9月
25日、御霊地において「合
同清掃および健康指導研
修」を行った。これは、
大祭前に御霊地を、教区
をあげて真心の清掃奉仕
をさせていただくこと、
併せて健康指導を多くの人に
広げることを目的に行ってい
る恒例行事で、今回、親子孫
161名が参加した。
　まず午前は、御霊地の参道、
トイレ、足洗い場、側溝など
を丹念に清掃＝写真上。また
木陰に子ども広場を設けポン
菓子をつくり、清掃に参加で
きない幼児も同じ空間で楽し

い時間が過ごせるように工夫
され、親子共々に好評を得て
いた＝写真下。
　午後は、研修センターにて
健康指導研修。教区健康指導
員を中心に健康学園で学ぶ各
支部会員12名がサポートし
つつ、二人一組で足もみを実
施した。足首から足

そく

趾
し

を揉ん
で肩、腰、膝の疲れを取るポ
イントを学び、誰もができて
効果の高い足もみは家庭や縁
ある人にも活かせると喜びの
声が上がっていた。清掃奉仕
と足もみで心身共に清浄に
なった一日となった。

　京都教区では、「子供同士の
ふれあいと家族での絆」をテー
マに、「こども会ボーリング大
会」を、9月25日に山科グラ
ンドボールにて開催、子供8
名、大人11名の参加があった。
　当日は関西道場で拝礼行事
の後、送迎バスにて会場入り。
ボーリングが初めて
という子供も多く、
こども担当や親御さ
んから手ほどきを受
けた後、競技開始。
子供向けにガーター
防止のバンパーが設
けられた他は、大人
も子供もハンデキャ

ップなしの2ゲーム、個
人スコアによる対決。中
には、ストライクを2回、
3回と連続で出す大人顔
負けの子供もおり、盛り
上がりを見せた。

　昼食後、1位から3位まで
の子供の表彰とその他の子供
たちに教区長賞が贈られ、そ
の後、ゲームで盛り上がった。
　終了後は関西道場へ移動し
終礼行事の後、お土産の筍が
配られ、終始、参加者たちの
笑顔が絶えない一日となった。

笑顔一杯のボーリング大会
京都教区・こども会

出品した小千谷縮着尺「水すだれ」

心身共に清浄に！
東京第6教区・合同清掃奉仕＆健康指導研修

　名古屋第 2教区では 9月
18日、教区役員、支部長、同
夫人、支部後継者、支部長の
推薦者を対象に「修法仲介者
研修」を中部道場において開
催し、岩田始指導員出講のも
と、30名が参加した。
　当研修は、「各支部の修法に
おける仲介者の育成と基盤づ
くり」をテーマに、御五法修
業の仲介手順、修法シート及
び関係する資料に基づき、実
修を重点に研鑽。参加者たち
はまず、岩田指導員より「仲
介として大切なこと」「仲介の
在り方を振り返る大切なポイ

ント」などを資料を基に講義
を受けた後、5グループに分
かれて午前と午後の合計約2
時間半にわたり実修。「仲介」
「書記」「修業」の役目をグルー
プ全員がそれぞれ交代しなが
ら取り組んだ。実修終了後は、
お礼のご供養、「まとめ」と題
し岩田指導員からポイントの
学習と質疑応答により学びを
深めた。続いて、近藤貞男道
場長より御五法修業の意義と
今後に向けての心構えについ
て指導を受け、当研修の成果
を各支部で活かしていくこと
をお互いに誓い合い終了した。

仲介者の育成と基盤づくりテーマに
名古屋第2教区・修法研修

　日本の伝統を基本に「独
創的な美」が求められる、
第63回日本伝統工芸展（日
本工芸会主催）染織部門で
小千谷縮の着尺を初出品し
た清水勇次さんが入選を果
たした。
　代々糸屋を営む清水さん
は国の重要無形文化財であ
る小千谷縮の奥深さに惹か

れ、平成20年に織りの世界に
入った。始めた当初より清水さ
んが手掛ける反物の評価は高
く、昨年は文化庁に2反買い
上げられる腕前で、製作中の反
物を買い付けていく業者も。
　腕の良さより気立ての良い
織子。喜んで仕事をしてくれる
織子のお蔭によるものと清水
さん。1反の製作（織）に半年
を費やすが現在、総て予約済。
今後は後継者を作りたいと意
気込みを語った。

すぽっとらいと

新潟教区・新潟加茂支部　
清水 勇次（67 歳）

小
お ぢ や

千谷縮
ち ぢ み

で日本工芸展に入選
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　名古屋第1教区は、10月
16日に健康指導研修を中部道
場にて開催し、31名が参加し
た。「健康指導シート」に基づ
き、支部や家庭、地域で実践
できる技術を習得することを
目的に、今回は特に一般会員
に広く呼びかけ、健康指導を
実生活に取り入れ役立てるこ
とを目指した内容で行われた。
　午後1時、拝礼行事の後、
山本英次教区長の開会挨拶で
は、「ヨガ」を取り入れながら
呼吸法の指導を盛り込み、参
加者から好評を得た。
　解脱3分間体操に続く「足

心道」の実習では、少人数の
9班に分けて、各々の班に支
部・教区の各担当員が指導役
となり、「概論説明〜操法」を
時間を掛けて学んだ。指導役
は事前学習をすることで再確
認の機会となり、参加する側
は疑問や曖昧にしていた箇所
をじっくり学習できて、中身
の濃い時間が得られた。
　最後に近藤貞男道場長より、
「今日、学び得たことを必ず実
践してお使いいただこう」と
の閉会挨拶があり、終礼行事
をもって充実した研修は午後
4時に終了となった。

指導役・参加者ともに学ぶ
名古屋第1教区・健康指導研修

　神奈川県海老名市にある「海
老名萬霊魂祭塔」では9月22
日、解脱会本部主催、神奈川
教区主管のもと「第159回海
老名萬霊魂祭塔秋季大祭」が
開催された。本部より岡野英
夫理事長が出講、斎藤重信相
談役をはじめ本部役員、村山
正幸教区担当、地元・神奈川
教区はもちろん、静岡、東京
からも縁ある支部長や会員が
多数参加した。また雨の降る
足場の悪い中を、地元の自治
会から中島勲自治会長が列席
下さった。
　式典では、萬霊魂祭塔へ生

花と天茶が献じられ、代表者
による焼香、椎野光雄神奈川
教区長による諷誦文奏上、参
加者全員による感謝の天茶供
養が真心から捧げられた。
　岡野理事長の講話では、斎
藤重保氏が金剛さまの指導を
仰ぎ決死の覚悟で当地に塔を
建立された意義を見つめ直し、
この行事を地域と共により発
展させていくよう激励した。
　参加者たちは、斎藤氏と今
日まで守り続けてきた先人の
遺志を受け継いで、真心で今
後も精進を重ねていこうとの
士気を高めていた。

地域と共に発展を！
第159回海老名萬霊魂祭塔秋季大祭

毎月の合同・追善法要会が好評米国便り

　米国のロサンゼルス教会では、毎月
第2日曜日に「祥月追善法要」が行わ
れている。これは、故人の祥月命日法
要を合同で行うもので、遺族関係者か
ら申し込まれたすべての霊に対して追
善法要を捧げられるというもの。
　申込料や法要料などは一切不要のた
め会員も気軽に知人へ勧められ、真心
の供養を捧げた喜びから、一年を通し
毎月数十霊もの申し込みがある。
　法要は、①申し込みのあった各霊位
の紙位牌がそれぞれキャンドルと共に
祭壇に祀られる。②導師が各霊名を読

み上げたあと、懺悔文、般
若心経、光明真言、宝号が、
天茶供養と共に捧げられ
る。③清らかなBGMの流
れる中で司会者から各霊名
が読み上げられると、それ
ぞれの遺族が祭壇前に進み焼香し、天茶
を供養塔に注いで祈る、という形で行わ
れる。
　これは「新しい世代の会員や一般の人
にも受け入れやすい供養の形を」とのこ
とから、ロサンゼルス教会の役員たちが
長い議論を経て編み出した独自の法要形

式である。
　法要後は、用意されたコーヒーやお
菓子などを自由に頂きながら茶話会と
なる。
　支部や茶話会活動の参考になればと、
ロサンゼルス教会の活動の一端を取り
上げてみた。

　金剛さまがご遷化されて 68 年。み教えが二世、三世、四世と受け継
がれる昨今、金剛さま御在世中のイキイキしたご活動、ご指導に触れた
いとの声に応え、先人、先覚者の思い出を再編集しました。

　　　　　　　 各巻共に　定価1,000円（税込）
連絡先●解脱会事業部　TEL03-3353-2191　　

各道場でも購入できます。

シリーズ 「金剛さまの思い出」好評発売中！


