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◀

今月のみさとし／感謝報恩の第一歩は孝に始まる。（ご聖訓第8巻18頁）

Newsletter

◀

第77回 太陽精神碑建立記念祭

建国創業の聖労を偲び、感謝報恩の念、新たに
日本建国の祖、神武天皇が崩御されて2600年という節目の建国記念の日、

全国から参集した会員らは、祖先の労苦を偲びつつ、日本民族の代表としての自覚をさらに深めた。

　穏やかな快晴となった2月 11日、午
前8時 45分より御霊地太神社殿前に本
部役員が整然と並び、奉告祭が行われた。
　本年はじめの六大行事を祝うべく全国
から多くの会員代表が集うなか、太陽精
神碑前には、金剛さまが「祖先の汗と涙
と肉と骨との結晶」と示された、「米」「麦」
「豆」「粟」「蜀黍」が供えられ、午前10
時より第1部、太陽精神碑前之儀が開式。
法主さまが奏上された奉告文では、「太陽
のように熱く明るい真心をもって人心救
済・世相善導にお使いいただこう」と、
会員を代表して心新たに感謝報恩に生き

る誓いが示された。
　その後、御霊地お山では多くの来賓が
参列する中、全国各教区鼓笛隊が入場し、
11時より第2部、太陽精神碑建立記念
祭式典が開式。国歌、太陽精神碑の歌を
斉唱、尊者のみ声拝聴に続き、法主さま
が国旗に向かい、誓願文を奏上された。
　式辞において法主さまは、国旗「日の丸」
の精神についてふれ、大日本精神である
解脱精神を自らに培い、家族、次世代に
伝える努力を呼びかけるとともに、一人
ひとりが日々の生活の中で解脱精神を発
揮してこそ国が栄えていくことを示され

た＝ 4面全文掲載。
　続いて来賓祝辞では、現王園孝昭北本
市長が、自らの心を変え、明るい家庭を
作ることで国家社会に貢献していくこと
を説いて会員を導かれた金剛さまに対
し、建国の日にあたり、改めて心から敬
意を表された。最後は、岡野理事長発声
による万歳三唱をもって終了となった。
　第3部直会では、青年部・女性部によ
るうどんや甘酒の接待に参加者が列をな
し、笑顔で頂きながら、後方ステージで
演奏する解脱太鼓「あばてい」の力強い
響きに聴き入る姿が見られた。

参加者は与えて求めぬ太陽の精神を心に刻み、感謝報恩を誓った

コーラス隊が太陽精神碑の歌を斉唱 直会会場を沸かせた解脱太鼓「あばてい」

祭典の無事完遂を祈念（奉告祭） 法主さまが誓願文を奏上 日本国の発展・解脱会発展を祈念して万歳三唱

青年部による募金活動の様子合同鼓笛隊によるファンファーレ隊
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　本会の活動の道標となる本部全体会
議、そして本部布教推進会議が1月 30
日〜31日にかけて行われ、本部役職員、
本部教務員や各教区長らが御霊地・解脱
研修センターに結集し、研鑽が積まれた。
　午前10時30分に開会。岡野英夫理事
長より開会宣言と本会議の趣旨が発表さ
れた。その中で本年は目標を明確にして、
提示された本部布教活動方針を充分に理
解して意見を交わすように示された。
　続く法話の中で法主さまは、参加者に
対して、まず日々の役目を労われ、そし
て金剛さまのみ心に立ち返り、深く帰依
してお役目にお使いいただく大切さと金
剛さまからいただいたお役目は、公務中
の公務であると述べられた。
　次に岡野理事長より、本会の将来的展
望を含む所信表明が述べられた。その中
で、立教90年に向けて、御霊地道場の
免震改修と周辺施設の改築、お山の整備
などがあげられ、また立教90年記念大
祭に向けては、金剛さまが仰られた会員

一人ひとりが主催者となる大祭とするべ
く、飯塚健一理事を中心とする実行委員
会が発足したことを報告。そして立教
100年に向けては、御霊地・お山の土壌
改良や防音、防災のための植樹といった
環境整備、また参集殿の建設などがあげ
られ、さらに布教面においては各圏域の
布教体制の強化等があげられた。
　最後に、憲法改正に関する本会の姿勢
について述べられ、金剛さまのみ教えの
本旨に照らして考えていくことが示され
た。
　午後からは、西村晴雄教務局長より「平
成28年度本部布教活動方針の徹底」を
テーマに講義があり、「立教90年記念事
業への勧募」は金剛さまへの報恩行、「茶
話会活動」は健全な精神をもつ人づくり
に向けた社会への報恩行、「副食を献じる
運動」は東日本大震災の支援に対する報
恩行と3つの報恩行を指導するよう呼び
かけた。
　続いて松田佳高布教部長が、過去3年

間の「布教ビジョン」の3つの柱（感謝
会参加者数25％増・御五法修業日を全支
部に立ち上げる・諸札の意義と扱い方を
学び直す）について、全国各支部のアン
ケート集計結果を分析、その検証がなさ
れた。それを受けて、各圏域に分かれて
会議が行われ、今後の目標達成に向けた
地域ごとの具体的な方法が話し合われた。
　翌日の本部布教推進会議は、まず午前
6時半より御霊地・太神社殿前にて「支
部活動目標奉告之儀」を行い、4階ホー
ルにて、拝礼行事の後、法主さまの激励
の挨拶、続いて岡野理事長より「議長挨拶」
があり、その後、各圏域に分かれて前日
に引き続き、布教活動方針の徹底を如何
に図るかをテーマに議論を深めた。
　その後10時半より教区長会議、また
本部出講員らは「茶話会活動」の展開に
向けたディスカッションが行われた。
　岡野理事長のまとめの言葉に、参加者
は心ひとつに精進を誓い、正午過ぎに閉
会となった。

本部全体会議・本部布教推進会議

立教90年に向け、ゆるぎない精神でお使いいただく

2日目早朝の厳寒の中で「布教推進祈願」

布教活動方針達成に向け、法主さまより激励のご挨拶をいただく 会員各家の先祖供養を厳修

所信表明を述べる岡野理事長 報恩行を推進する西村教務局長

圏域会議では、忌憚のない意見が飛び交う
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各直轄道場で節分会　福をいただき、幸せ満ちる

　近藤貞男道場長による講話の後、肩衣を身につけた年男年女らが
入場。道場長の「福は内」の「三声一声」を合図に福豆を撒いた。
空くじなしの福引抽選会では、番号が読み上げられる度に場内が沸
いた。また参加者には、景品以外に福袋、恵方巻き等のお土産等も
振舞われ、幸せな一時を過ごした。

　晴天に恵まれた札幌では、会員はじめ、町内関係者多数が来場。
節分会は報恩日の第2部において行われ、出講の廣川貞雄常任理事
を含め4人の裃姿の年男が、「福は内」の発声で福豆、豆だるま、福
銭が一斉に参加者に撒かれた。その後、参加者にお汁粉、おつまみ
等が出され、福引抽選会で場内が沸いた。

　首都圏の会員はじめ地元・荒木町の方々が多数集い、節分会が賑々
しく行われた。豆撒式は木遣衆に続いて裃をまとった岡野英夫理事
長をはじめ来賓や教区代表の年男年女が入場した後、「三声一声」の
元気な掛け声で行われた。第2部は、御神酒や甘酒などが振舞われ、
踊りや福引抽選会で大いに盛り上がった。

　会場は700名以上の北本市民と会員であふれた。はじめに法主さ
まが、解脱会の豆撒きの掛け声「三声一声」について述べられ、現王
園孝昭北本市長の祝辞の後、法主さま、地元代表らの年男年女による
豆撒きが行われた。続く福引大会は大盛況となり、同時開催のバザー
は好評を博し、売上金（約30万）は同市の社会福祉協議会へ贈られた。

中部道場（3日）

札幌道場（1日）

御霊地錬心館（3日）本部道場（3日）

　出講の中元敏彦道場長が豆撒きの意味を説明した上で「自身に鬼
の心を作らないことが大切」と節分に相応しい心構えを述べた。そ
の後、中元道場長、田中英次教区長をはじめ、年男年女らが福だるま、
福銭、福豆を撒き、第2部アトラクションでは、福引抽選会、手品・
カラオケ等で盛り上がった。

　報恩日終了後に行われた節分会では、神奈川・静岡両教区の会員
が集う中、渡辺孝彦指導員、村山正幸教区担当、堀精二道場長をは
じめ、両教区役員と共に年男年女らが入場、「三声一声」の発声で威
勢よく豆撒き。その後は会員有志が「どじょうすくい」や「フラダ
ンス」を披露、和やかな雰囲気に包まれた。

関西道場（3日）

湘南道場（1日）
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真にありがとうございます。
　私たちは今、日本という類まれな有り難い
国に生かされ生きています。即ち、世界一長
い建国の歴史を持ち、同じ民族が同じ言葉で
意思の疎通を図る中で、世界に名だたる文化
を築き、大多数の国民が豊かな生活を享受し
ております。衣食住に困らず、誰もが生きる
ために必要な教育を受けられ、家族をつくり
家庭を営み、夢や希望に向かって努力するこ
とができます。
　無論、長い歴史の中には国家の基盤さえ危
うくする天変地異があり、人々の壮絶な争い
や貧困が幾度となくありました。しかしその
危機を見事に乗り越え、さらに豊かな国とし
ての基盤を築いた先人たちの叡智と努力が今
に受け継がれています。
　本日は、私たちが建国創業の聖労を偲び、
感謝報恩の念を一層深くする日です。さらに
強健な国家を築き、世界の平和に寄与してゆ
くことに奮い立つ日です。そして必ず、次世

太古の昔より「日の出づる国」と称された日
本の象徴として、太陽を中心に置き、周囲の
清浄無垢な白地は、「正義」と「公平」を意味
します。もとより「太陽精神碑」はこの精神
を形にした碑であり、日本精神絶讃の金字塔
であります。
　具体的に申せば、この太陽精神を受け継が
れておられるのが万世一系の天皇陛下であり、
一視同仁、国民すべてを分け隔てなく温かい
大御心をもって慈しんでくださっています。
そして白地は、その尊い御恩に心から感謝し
て万分の一でも報いていこうとする潔白純直
な国民の気持ちを表しているのです。
　解脱金剛尊者はこれを実に端的な言葉で遺
されました。
　「太陽の万物をはぐくむ大慈悲と温かい生命
の光りは、あらゆる民族を差別せず、一切平
等に八紘に輝く、これこそわが、皇国日

ひのもと

本の、
一貫した大理想であり『日の丸』の国旗に現
われた大日本精神の大勇姿なのである」
　私たちは、この素晴らしい精神のこもった
国旗に恥じないよう生きなくてはなりません。
国旗を敬い、国旗を愛することは、国を愛す

　全国会員の皆様、本日は真におめでとう
ございます。
　本年、皇紀2676年の「建国記念の日」、
この佳き日に第77回の「太陽精神碑建立記
念祭」を、皆様と共に心から祝うことができ、
喜びに堪えません。
　さらに本年は、私たちの国・日本建国の祖、
神武天皇が崩御されました年より2600年
の特別な年に当たります。御皇室におかれ
ましては「神武天皇2600年式年祭」を迎
えられ、橿原神宮では神武天皇の御聖徳を
偲び、顕彰するための祭典「神武天皇2600
年大祭」が、4月3日に行われます。かつ
て会祖解脱金剛尊者が、神武天皇の建国よ
り2600年の昭和15年 2月 11日、「太陽
精神碑」を建立された御意思の尊さを鑑み
るとき、本日の祭りが一層有り難く、身の
引き締まる思いが致します。
　本日、寒さの中、ご臨席賜りました来賓
の皆様には、衷心より御礼申し上げます。

び、一人残らず解脱せよ。解脱は宇宙の法
則に従う、人類必然の大道であり唯この解
脱によってのみ、真の協和と幸福は得られ
る」と力説されたのであります。
　私たちは日々、「解脱する」ために、「敬
神崇祖」、「感謝報恩」を実践し、日々の家
庭生活、職場や社会の中で魂の錬成をさせ
ていただいておりますが、「万教極めて尚、
解脱の入り口なり」と言われているように、
「解脱する」ことは生易しいことではなく、
人生一生の学び、修行です。「ただ自分が一
生懸命やれば子孫には自ずと伝わる」等と、
悠長に構えていては間に合いません。まず
私たちが教えを説く人の指導を心で聴き、
素直に「ハイ」と言って即行う素直さがな
ければなりません。そして毎日の勤行を怠
らず、心から人の幸せと世界平和を祈り、
それを必ず実践してゆく、そのたゆまざる
努力とよりよい導きによって子孫が育って
いくのであります。
　さて本日、「建国記念の日」、「太陽精神碑
建立記念祭」で、特に次世代の人たちに先
ず伝えたいのは「日の丸」の国旗の尊さです。

代にこの素晴らしい日本の伝統精神を伝え
ていくことを誓う日でもあります。
　では、そのために私たちは今、何をすべ
きでしょうか。
　解脱金剛尊者は、日本国民にあたえられ
た大使命を「全世界の平安と全人類の幸福
とに、主力を注ぐ」ことだと明言されてい
ます。その力となるのは、太古以来、日本
民族に宿る不屈の情熱と大愛、つまり大

おおひの

日
本
もと

精神であり、それは、身近な家族の幸せ
の元となり、調和のとれた健全な社会をつ
くり、そして力強く穏健な国家を築き、世
界の平和に寄与する「惟

かんながら

神の大道」であり、
「解脱の大道」だと教示されました。
　そこで尊者は、「解脱せよ。解脱せざれば
何事も成就せず」と断じます。「日本国民は、
世界人類の模範として、神を敬い祖先を崇

ること、日本国及び日本国民統合の象徴で
あられる天皇陛下、御皇室を尊び国恩を忘
れぬことであります。
　祝祭日には必ず国旗を掲げて、大日本精
神、即ち解脱精神を自らに培うと共に、家
族に伝え、次世代に確かに受け継がれるよ
うに努めましょう。
　太陽精神碑並びに国旗に込められた大日
本精神が、子々孫々に受け継がれ、国民生
活に生かされてこそ、日本の国は悠久に栄
えてゆくことでしょう。そして世界の平和
にも貢献してゆくことができるでしょう。
　全国各地よりご参集の皆様、どうかいま
一度、国旗を、太陽精神碑を、しっかりと
仰ぎ見て、神々の御心を受け継ぐ尊い国、
大和大愛の国・日本に日本人として生みな
され育まれた有り難さを心に刻みつけてく
ださい。勇気を出して報恩奉仕に励んでま
いりましょう。
　終わりに臨み、皆様が本年はさらにご活
躍されますよう、心から祈念して式辞とい
たします。
　本日はまことにありがとうございました。

礼を行った後、会場となる地下ホールに
移動して理事会を開会。受入教団を代表
して岡野英夫理事長が歓迎の挨拶を述べ
た。理事会では、種々の報告事項の後、
平成28年度事業計画や予算、諸規程整
備等の事項について審議された。続いて
行われた学習会では、信教の自由と立憲
主義について、資料に基づいて学び合い、
充実した会議は5時過ぎに終了となった。

　2月 17日、新日本宗教団体連合会第
28期第 6回理事会の開催場所を本会が
受け入れ、加盟教団代表者など60名余
が本部道場に来訪して行われた。
　当日は、午後1時に道場御神前にて拝

本部道場にて開催
新宗連理事会

第77回 太陽精神碑建立記念祭　式辞

「国旗」に恥じぬ生き方を
法主　岡野  聖法
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　九州教区では1月 23日〜
24日にかけ、北、東、南の3
地区で活動する会員が集まり、
「平成28年度九州教区初会」

　京都教区は、毎年成人の日
に行われる御寺泉涌寺の「泉
山七福神巡り」の際に、参拝
客に天茶を飲んでいただく奉
仕を行っているが、本年も同
様に、1月 11 日、泉涌寺境
内に場所をお借りして天茶の

　11月22日、東北第2教区
宮城地区では、金剛さま御生
誕の月に際し、親子孫が一つ
になって金剛さまの御生誕を
楽しくお祝いしようと、「宮城
県もちつき大会」を開催。仙
台岩切支部にて37名が集っ
た。午後 10 時にはじまり、
もちつきは子供も大人も盛り

を開催。教区全体で本部、教
区の活動目標を確認し、会員
同士の親睦を深めた。
　当日は午後1時山鹿ニュー

接待奉仕を行った。
　当日は、参加者24名が朝
7時〜午後 3時まで奉仕し、
合計1,800杯もの天茶を参拝
客に提供することができた。
　特に本年は、泉涌寺が頒布
する七福神巡りのポスター

上がり、午後に行った手作り
の「ことわざカルタ」では、大
人が夢中になって臨む姿も見
られた。当日は、地域や学校
の行事と重なったため、広く
お誘いすることができなかっ
たが、女性部を中心に力を合
わせ、世代を越え支部を越え
て心から楽しめる充実した会
にすることができ、感謝の1
日となった。

グランドホテルにて総
勢94名の参加で開会。
本部出講の三浦純指導
員より 28年度本部活
動方針、今後の教区の
取り組みについて講話
があり、一同目標を新
たにした。続いて青年
部、女性部、こども会
が活動計画を発表した。
　その後4年ぶりに行われた
ディスカッションでは 6グ
ループに分かれ、「家族ぐるみ
で学べる家庭を目指しての私
の学ぶ姿勢」「お導きを含めた
徳積みの大切さについて」「活
力ある支部作りに対しての提
言」の中からグループごとに
選択した。中でも「家族ぐる

に、当活動の告
知を掲載するご
厚意を賜り、前
年よりも多くの
方に天茶接待所
に立ち寄ってい
ただいた。
　また接待の際
には、解脱会や解脱金剛宝塔、
天茶の功徳について参拝客に
説明することができ、奉仕者

　12月20日、東北第2教区
では、親子孫3世代の交流と
青少年の育成を目的に「福島
県こども会」を開催。いわき
新舞子ハイツ体育館に幼少年
15名、熟壮年18名、合わせ
て33名が集った。
　当日は午後1時開会。開会
挨拶では、猪狩富行・福島富

み〜」を選んだグループが多
く、二世の信心に対する関心
の高さが窺えた。話し合った
ことを各地区に持ち帰り、活
かしていきたいと意欲ある感
想が聞かれた。
　第2部はじゃんけん大会、
カラオケ、踊りなどの余興で
盛大な懇親会となった。

一人ひとりがお導きのヒント
をつかみ、学びを得る貴重な
機会となった。

岡支部長が子供たちに向けて
解脱会と金剛さまについて易
しく説明した。
　続いて福島富岡支部青年部
の佐藤洋道さんが中心とな
り、ボールを使ったゲームを
3種類行い、終了後は、金剛
さまからのプレゼントとして
お菓子が配られた。3世代が
共に楽しい時間を過ごす充実
した会となった。

3地区合同初会
九州教区

宮城県もちつき大会 福島県こども会

泉山七福神巡りで天茶接待
京都教区

東北第２教区でこども会開催
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全国各地で支部長研修

　1月 23日、名古屋第2教区・幹事研
修会が開催され、教区役員及び支部幹事
合わせて42名が中部道場に集った。
　今回のテーマは「家族の絆」と「教え
の継承」。午前10時開会。まずは梅村吉
男教区長が、本部や教区の方針に基づき
各々の家庭のやり方で素直に実践してい
くこと、立教90年に向けて各支部の活
性化を呼びかけた。続いて瀧久和指導員
の講話を通じて本部活動方針について理
解を深め、茶話会活動により家族間でみ
教えを体感していく必要性を学んだ。
　午後は4班に分かれて、本部の活動目
標に沿った支部活動の展開や茶話会及び
供養会の開催について意見交換した後、
各班代表者がまとめを発表した。最後に
近藤貞男道場長より激励の挨拶があり、
全員で祈願の天茶供養を厳修。各々の現
状から半歩でも前進していくことを互い
に誓い合い、午後3時、散会した。

　神戸教区では1月 24日、阪神淡路大
震災犠牲者に対する慰霊供養会を、神戸
市の須磨寺にて執り行った。今年は震災
から21年を迎えることから「阪神淡路
大震災21年メモリアル」と命名、開式
時刻の午前11時には50名を越す参加者
たちが境内の大震災物故者追悼
碑前に参集した。
　まずは西田義信教区長が、犠
牲となられたお霊魂の安霊を祈
り、「共々に頑張っていきましょ
う」と語りかけるように回向文
を奏上。続いて木田歌子女性部
長先達のもと、全員で撒き供養
が行われ、各々が持参した天茶

を真心の祈りと共に同碑の周囲に撒い
た。平成7年 1月 17日に起こった未曾
有の大震災。本行事を通じて参加者一人
ひとりが当時の状況やこれまでの歩みを
回顧し、今後も子孫たちに伝えつないで
いくことを共に誓い合った。

導員より指導があった。その後の質疑応
答では、会員に対する対応や立教90年
記念勧募についての質疑があった。最後
は終礼行事、先祖供養を行い、実践の誓
いを新たにした。

教区役員ごとにグループが組まれ、「外へ
向けたみ教えの発信」「青年部育成」など
について意見交換がなされると共に、同
じ役目を担う者同士の教区の枠を越えた
交流がかなった。有意義な研修会は、最
後に中村泰明和歌山教区長の閉会挨拶を
もって午後3時半、終了した。

　九州教区では1月 24日、熊本県の山
鹿ニューグランドホテルにて教区支部長
研修を行い、28名が参加した。未明より
降り積もった雪の影響を鑑みて、研修時
間を午前9時から正午までの3時間から
1時間弱に変更、限られた短い時間の中
でも、出講の三浦純指導員から「役目の
尊さ」について学び、2班に分かれたグ
ループディスカッションも行われ、改め
て役目の重さを自覚する研修となった。

立教90年に向けて 出講員研修で研鑽
名古屋第2教区・幹事研修会 道南教区

　北海道・道南教区は1月 11日、宮崎
修指導員を迎え、出講員研修を開催。担
当者9名が札幌道場で研鑽した。
　午前11時開会。拝礼行事の後、森下
勇教区長の開講挨拶、その後、宮崎指導
員から、出講に出る際のポイント等、自
身の体験を交えた講話があった。　
　午後からは実習として4名の参加者が
10分以内で模擬講話をし、続いて宮崎指

東北第2教区 大阪・和歌山教区 九州教区

　1月 24日、大阪教区、和歌山教区合
同の支部長研修がホテルグランヴィア大
阪にて開催された。参加者は大阪教区21
名、和歌山教区13名、合わせて34名で
共に学び合った。
　島田光昭大阪教区長の開会挨拶の後、
出講の武井達郎指導員より、関西圏域制
度の説明と本部布教活動方針などについ
て指導があった。続くディスカッション
では支部長、支部長夫人、支部後継者、

　1月 17日、東北第2教区支部長研修
が仙台市の茂庭荘にて行われた。
　本研修は各支部の活動目標達成のた
め、支部長の指導力と救済力向上を目指
したもの。午前10時、増田勝範教区長
の挨拶に始まり、井上公郎指導員が今年
度本部布教活動方針と支部長の役目につ
いて講話した。ディスカッションでは「茶
話会活動の展開」をテーマに活発な意見
交換がなされた。

神戸教区 阪神淡路大震災21年メモリアル
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って研修会は終了した。
　前期担当員研修は今後、各地区にて順
次開催される予定となっている。

ると共に、翌11日の建碑祭では、御霊
地お山内で元気に募金活動を行った＝写
真上。そして参加者同士、親睦を深めた。
　ツアーは3月6日、御霊地にて結団式
を行い、6日〜13日まで8日間の行程
で行われる。

　本人の希望に基づいて「体位矯正法班」
と「足心道班」に分かれた2期目以上の
担当員に対しては、専門性をより深める
ための実技指導に重点が置かれ、しっか
りと時間をかけて指導上のポイントを一
つ一つ確認しながらの学びとなった。
　班ごとの実習後は西功義教育部次長よ
り解脱有食法の学びとして “現代医療に
おける食事療法” という観点から、食べ
物の摂取の仕方や心のもち方次第で酸性
体質になり疲れやすい体になることのリ
スクと、それを回避し心身ともに健康に
お使い頂くあり方について指導があった。
　参加した担当員は、各々充実した面持
ちで今後の自己研鑚に励むことは勿論の
こと、学んだことを家庭、支部、ひいて
は地域社会で活かしていくことを誓い合

と現地の子供たちとの交流を主な目的と
して行ってきた「カンボジア・スタディ
ツアー」が、今回で最終回を迎える。
　ツアーに先立ち、2月10日午前11時
より、御霊地・会員休憩所においてツアー
参加者のための事前学習会が行われた。　
　当日は団長、事務局を含め12名のツ
アー参加者が、協力ＮＧＯ団体「シャン
ティ国際ボランティア会（ＳＶＡ）」より
学校建設の説明を受け、現地に思いを馳
せつつ、代表者としての自覚を新たにす

　２月14日、東日本地区の前期健康指導
担当員研修が御霊地の会員休憩所を会場
に行われ、当該地区の健康指導委員4名
が健康指導職員と共に指導にあたり、45
名の参加者が研鑽を深めた。
　午前10時、拝礼行事の後、宮坂保徳
教育部長より、担当員の組織的な位置づ
けの確認と共に、期待される役割やお役
目を頂く尊さ、特に茶話会活動の取り組
みについて説明があった。
　続く実技講習では担当員が「新任班」「体
位矯正法班」「足心道班」に分かれての学
びとなった。
　「新任班」の担当員は昨年学んだことの
再確認のため、5つの健康指導法全てを
復習できる内容とし、指導をさせて頂く
ことの大切さを学んだ。

　本会が取り組んできた一円玉平和基金
を経て、「ビバ・カンボー」によって建設
された学校の贈呈式及び地鎮祭への参列

カンボジア・スタディツアー2016 事前学習会

東日本地区 前期健康指導担当員研修

『天   茶』
　金剛さまは、神からのご啓示によっ
て天茶を捧げて行う供養法をのこされ
ました。天茶の功徳は御五法の法力と
あいまって諸霊を浄化し、安霊成仏に
導きます。

　1 袋　2,000 円（税込）

『天茶エキス』
　諸霊や心身を浄化する天茶を濃縮
したエキスは、外傷や胃腸疾患、ま
た花粉症などのアレルギー疾患にもお
奨めです。携行に便利なチューブ入り

（12ｇ入り3 本 2,060 円）も発売中。70g  2,575 円（税込）

『天茶石鹸』
　天然油脂を原料に、保湿効果に優れた

「天茶エキス・甘草エキス・黒砂糖」を
配合している天茶石鹸は、敏感肌や肌ト
ラブルのある方にも安心で、きめ細かい
泡立ち、スッキリとした洗い心地です。3 個入り 500円（税込）

『天茶のお風呂』
　｢ 天茶のお風呂 ｣ は大自然の偉大
なる力を包蔵している天茶（甘茶）
に加え、古来生活の中で用いられて
きたよもぎの葉を精製して配合した
ものです。天然成分 100% なので安
心してお使いいただけます。

天茶で心身をすこやかに―天茶製品をご利用下さい―

　1 箱10包入り　1,200 円（税込）

自分のものとするため熱心に聴き入る参加者

足心道班の実技指導の様子
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●期　　間

　平成28年 　　8月5日 （金）〜7日（日）
　　　　〈2泊3日〉伊勢～橿原～泉山

●対　　象
　①男女青年部員・役員とその友人
　②教区、支部青年部担当役員
　③次期青年部員（小学校 5・6 年生）
　④青年部を支援してくださる青壮年層

●参加費用
　バス 1 台 40 名搭乗の場合の基準額
　（出発から帰着までバスを利用）

◎東京、北関東、九州　27,000 円
◎神静　25,000 円　◎中部　21,000 円
◎関西　21,000 円（北陸発のみ 25,000 円）
◎西日本　26,000 円

●申込〆切　
　   7月10 日 （日）（厳守）
　・青年部長経由で青年本部へお申し込みください。

（不在地区は支部長経由でお申し込みください）
 ・申込〆切後の追加、キャンセル及び参加費の返金はできません。 　 　　

予めご了承願います。

今回の健康学園では「『健康指導シート』

に基づき生命への感謝と報恩の精神を学

び、各指導法を通じて自他の健康と幸せに貢献

できる人になろう」をテーマに、開催します。尚、

今回は、より深く学びを進めるため研修2日目

にクラス別学習の時間が設けられます（足心道、

体位矯正法のいずれかを選択）。

　また、社会に向けた学びとして“認知症サポー

ター養成講座”をプログラムに取り入れます。

　今回151回目となる健康学園は、装いも新

たに伝統的指導法と時代に合わせた展開により、

社会に力強くはばたく学びをいたします。

　皆様のご参加を心よりお待ちしております。

研修のお知らせ　　第151回　健康学園コース

●期　　間

　平成28 年 4月16日 （土）〜17日（日）〈1泊2日〉
●会　　場
　御霊地 解脱研修センター
●対　　象
　どなたでも ( 定員 60 名 )
●研修費用
　10,000 円 ( 夫婦割・親子孫割　2 名で 15,000 円 )
●申込〆切　　　

　3月16 日 

●その他
　研修前日の宿泊・食事について、遠方からの参加で、前日宿泊を

希望される方、及び早朝に到着される方で、宿泊や朝食を必要と
する方は『研修参加申込書』の記入欄にご記入下さい。

※支部通信に添付されている「研修参加申込書」に必要事項を
記入のうえ、教育部研修係にお送り下さい。

【詳細・お問い合わせ】　解脱会教育部 健康指導係・研修係　
〒 160-0007　東京都新宿区荒木町 4　解脱会本部内　　TEL03-3353-3667（教育部直通）　048-593-0190（御霊地健康指導室）

〜茶話会活動の推進と社会貢献に向けた人づくり〜

青年本部よりお知らせ

夏
空
の
下
、日
本
人
の
心

感
謝
報
恩
の
精
神
を
磨
く

研修のお知らせ　　中部1日コース
活動方針に基づき、家庭・支部・社会で実践できる内容を
学び、み教えを伝えられる人となることを目指します。

※支部通信に添付されている「研修参加申込書」に
必要事項を記入のうえ、教育部研修係にお送り下さい。

昨年開催された中部 1日コースの様子

【お詫びと訂正】 2月号 8 面の研修スケジュールに3ヵ所誤りがありました。ここにお詫びし訂正いたします。　
　　　　　5月  誤＝仲介者基礎コース  正＝仲介者養成コース　7月  誤＝仲介者コース  正＝仲介者養成コース　9 月「健康学園コース」誤＝24 日（日）10 時〜15 時半  正＝24 日（土）〜 25 日（日）

＊小学生低学年は保護者同伴での参加も認
めます。但し、行程に支障をきたさな
い事を基準と致します。

【詳細・お問い合わせ】　解脱会教育部 研修係　
〒 160-0007　東京都新宿区荒木町 4　解脱会本部内　　
TEL03-3353-3667（教育部直通）　FAX03-3353-3708

【詳細・お問い合わせ】　解脱会教育部 研修係　
〒 160-0007　東京都新宿区荒木町 4　解脱会本部内　　
TEL03-3353-3667（教育部直通）　FAX03-3353-3708

※ 法律改正に伴うバス運賃の高騰により、前回の参加費より値上げとなりました。
※ 上記の金額は目安でありバス搭乗人数や発着地によっても異なります。

第37回 青年部三聖地巡拝錬成

●期　　間

　平成28年 5月22 日 （日）
●会　　場
　解脱会 中部道場
●対　　象
　一般会員（定員 70 名）
●研修費用
　3,000 円
●申込〆切　　　
　 4月22 日 


