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◀

今月のみさとし／人を導くことは自ら悟る所以であり、自己が悟ることは他を済う所以である。（ご聖訓　第四巻39頁）

Newsletter

◀

尊い法縁に結ばれ、共に心を一つに
立教90年を翌年に控えた第170回春季大祭は、5 月 8 日には大祭奉告祭と大祭本祭、
13 日、14 日には大祭式典が行われ、全国会員が集い、万物万霊に感謝の祈りを捧げた。

第170回 春季大祭

が安置され、和服姿の女子青年、女性部
により五輪宝塔と萬霊魂祭塔に生花、天
茶、お点前のお茶が供えられた。続いて、
万霊大供養が厳修され、会員一体となり、
真心を込めた般若心経 3 巻を念唱した。
　その後、ご挨拶の中で法主さまは、「解
脱は、自分で実践して答えを出すまで繰
り返し。会の教えに照らして次世代の見
本となるよう心掛けることが大切」と述
べられた。
　続く、渡辺理事長の式辞では、「尊い法
縁に結ばれたお互い様、共に心を一つに
皆様が仲良く和をもって話し合い、協力
し合おう」と述べた。
　来賓代表の祝辞では、現王園孝昭北本
市長が、金剛さまの「敬神崇祖、感謝報恩」
のみ教えに敬意を示すとともに日頃の市
行政への協力に謝意を表された。
　第 2 部直会は、13 日は雨のため中止

となったが、14 日は、長老さまはじめ来
賓による鏡開きで始まり、乾杯を合図に
こども山車がお山を渡御すると、お山は
活気に満ちた。奉納演芸では、埼玉教区
による解脱音頭や、解脱錬心館門下生に
よる演舞が披露された。また両日ともに、
今年初となったミャンマー・スタディツ
アーの参加者による報告と同時にまごこ
ろ募金の協力が呼び掛けられた。
　また、新刊本『金剛さまの思い出』第
4 巻が本大祭より発売となった。

　5 月 8 日、御霊地・お山にて、午前 9
時 30 分より大祭奉告祭を挙行、長老さ
まをはじめ本部理事参与以上の役員が参
列した。続いて長老さまが導師となり、
五智如来堂にて「万部御法楽」が営まれ、
その後、太神社殿前において本祭式典が
執り行われた。
　法主さま奉戴、渡辺孝彦理事長が就任
して初めてとなる春季大祭。
　大祭式典は、13 日は早朝から慈雨、
14 日は晴天と、大自然の恵みを頂く中、
開式となった。鼓笛隊を先頭に入場行進、
支部旗入場では新支部長が先頭に立って
入場。その中で 13 日は、晴れて支部設
立となった伊賀友生支部、14 日には埼玉
中浦和準支部が力強く歩んだ。
　11 時開式となった第 1 部式典は、国
歌斉唱、拝礼行事、尊者のみ声拝聴と進
み萬霊魂祭塔前に万部供養のおみたま櫃

支部旗入場で法主さま、渡辺理事長が見守る中、新支部長を先頭に力強く参進

5月8日、厳粛な中、大祭奉告祭が行われた
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法主さま、奉戴されて初めての春季大祭でご挨拶

本大祭にて認証された名誉支部長・支部長
名誉支部長認証

名誉支部長認証 設立支部長認証 設立準支部長認証 支部継承支部長認証

支部継承支部長認証

神戸・神戸灘

阪田　嘉彦

北海道道東・釧路

道林　孝吉

甲信・長野茅野

近藤真由美

京都・伊賀友生

中嶋　久一

東北 1・弘前南

相馬　光男

埼玉・埼玉北本宿

岡野　茂樹

埼玉・埼玉中浦和（準）

菅原　行夫

東北 2・仙台五輪（準）

永田ツネ子

茨城・茨城新治（準）

小野　智行

北海道道東・帯広

桑原　康行

甲信・長野岩村田

今井　典男

東京 5・竜泉

土屋　慎一

北海道道東・釧路

佐々木秀夫

埼玉・埼玉北本宿

岡野　　正

東京 7・横須賀船越

田島　知幸

東北 1・弘前南

伊藤　明子

東京 2・立川柴崎

小田　敏郎

滋賀・滋賀蛭谷

阿野　茂樹

東北 2・仙台五輪（準）

櫻井　　詔

東京 5・竜泉

土屋　富男

神戸・神戸中央

中山　満介

群馬・群馬中之条

田村百合子

東京 7・横須賀船越

篠原　生代

神戸・兵庫伊丹

柴田　正美

甲信・長野上諏訪

土田　ちか

滋賀・滋賀蛭谷

小椋　一衛

神戸・神戸灘

阪田　和男

写真で見る大祭

鼓笛隊入場行進 長老さま、顧問、理事長が来賓とともに乾杯 スタディツアー参加者によるまごころ募金呼びかけ 解脱錬心館門下生が演武を披露

雨の中、万霊大供養を厳修

力強く式辞を述べる、渡辺理事長

感謝の祈りを捧げる会員

真心の祈りを捧げる

女子青年部、女性部が献供
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　4 月 29 〜 30 日、新たに設
立された伊賀友生支部、埼玉
中浦和準支部を含む新支部長
が参加した「新支部長研修」、
また任期 5 年目となる支部長
が参加した「フォローアップ
研修」が行われ、さらに支部
長夫人や後継者、合計 32 名
が御霊地・解脱研修センター

に集結し、研鑽した。
　研修は、まず初めに渡辺孝
彦理事長より「支部の尊さと
支部長の心得」について講話
があった。続いて役目の大切
さや感謝会の運営についてを
学び、「金剛さまにお会いする」
と題して、解脱金剛記念館や
宝物館を拝観、さらに御五法

修業の講義と実修では、御修
業の目的と心得を再確認した。
　1 日目の懇親会では、各支
部長らが一人ずつこれからの
抱負を発表し、お互いに応援
し合う温かな拍手と声援が贈
られた。
　お誓いのお百度で始まった
2 日目は、諸札の意義と扱い

役目の尊さを学ぶ
春季新支部長研修・支部長フォローアップ研修

方や行事・活動についてを学
び、また支部を運営する上で
の細かな実務が伝えられた。　
　新支部長、支部長夫人、5
年目の支部長に分かれて行わ
れたディスカッションでは、
抱えていた不安や悩みを払拭
し、清々しい気持ちで新たな
スタートを切った。

　神奈川県海
老名市の海老
名萬霊魂祭塔
前において、

「第 160 回海
老名萬霊魂祭
塔春季大祭」
が4月30日、
本部主催、神
奈川教区主管の下に開催さ
れ、本部より村山正幸指導員
が出講し、神奈川、東京の支
部長や会員が参加した。また
静岡教区からも鈴木隆司教区
長はじめ支部長らが参加し、
行事を通じて交流が図られた。
　大祭は、福井恒明神奈川教

区長による諷誦文奏上や参加
者全員での天茶供養厳修など
粛々と進み、最後は村山指導
員発声による万歳三唱で終
了。直会となった。
　参加者は御神酒を酌み交わ
し、地域の発展と今後の教区
の交流に期待を込めた。

粛々と教区の枠を超えて
第160回 海老名萬霊魂祭塔春季大祭  

宝物館で詳しい説明を受けた 2日目早朝、お誓いのお百度

ぜひ全うしていただきたい」
と激励された。
　続いて渡辺理事長は、名誉
支部長に対しては、これまで

のご労苦を労い、新支部長に
対しては、金剛さまのご精神
をもとに先輩の背中を見て、
邁進してほしいと語った。

　5 月 13 日、第 170 回春季
大祭式典に先立ち、午前 9 時
15 分より解脱研修センター・
お浄めの間にて支部認証式が
厳粛な中、執行された。
　今回認証されたのは、名誉
支部長 10 名、支部設立支部
長 1 名、準支部設立支部長 1
名、支部継承支部長 15 名と

多数にのぼった。
　認証式は、法主さまによる
名誉支部長、支部長認証に続
いて渡辺孝彦理事長より辞令
交付が行われた。
　法主さまは、「支部の運営は
家族や会員さんがいる中、う
まく折り合いをつけることが
修行」とされ、「尊いお役目を

多数参加の支部認証式

　山育ちで山菜を採ったり
と様々な経験の中で何度も
危険な目に遭いましたが、
生かしていただいたのは尊
いこのお役目があったから
だと気付きました。妻、会
員さんと共に頑張ります。

埼玉中浦和準支部　菅原 行夫支部長

妻の冨美子さんと

　金剛宝塔前で天下国家の
ためにこの身をお使いくだ
さいと金剛さまにお願いを
したら、支部長という尊い
お役目を頂きました。ワン・
フォー・オールの精神で会
員さんと共に頑張ります。

伊賀友生支部　中嶋 久一支部長

妻の結佳さんと

支部設立の誓い
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地区の会員が始めたもの。そして昭和 42
年 9 月、地元の協力と会員により、石神
井公園内に「石神井城址記念碑」が建立、
以来、石神井城址保存会と東京第 3 教区
が共催し、慰霊祭が続けられている。
　新緑の中で行われた式典では、戦乱に
倒れた霊魂をはじめ土地の霊魂の安霊と
地域の繁栄を祈り真心が捧げられた。

され、他支部の現状を確認し合った。
　また教区役員研修会では、午前は神奈
川教区と静岡教区が合同で、午後からは
各教区別で研修が行われた。
　まず午前中は、テーマ「スキルアップ」
について本部出講の宮原秀治指導員から
講話があり、相手と仲良くなる方法や障

ハント（宝探し）、中高生向けにスカベン
ジャーハント（宝探し）、そして第 1 部
式典終了後には大人向けにイースター福
引抽選会が行われ、参加者それぞれが歓
声を上げながらイベントを楽しんだ。
　第 2 部は、境内の不動明王前で「柴燈
護摩の儀」を厳修。小祇師を務めた瀬部
明開教師が天神地 太神様や不動明王の
慈愛と恵みのお蔭さまで大祭と柴燈護摩
の儀が開催できることの有り難さと尊さ
を強調し、大祭を締めくくった。

　東北第 1
教区では、
3 月 18 日
に青森十和
田支部で、
19 日 に 山
形浜中支部で、支部長・幹事を対象に「御
五法修業の特別研修」を開催した。
　参加者たちは出講の井上公郎指導員か
ら、秘義三法の重要性についての講義や
実修を通して御修業の尊さを学んだ。

害を持つ方への思いの伝え方等を学んだ。
　午後からは、教区別の研修に移り、出
講体験の発表や活動に向けてのディス
カッション等が行われ、教区役員として
役目に励む決意を新たにした。
　両研修会とも神静圏域の活性化につな
がる貴重な学びの場となった。

　大祭後の直会では、大祭当日の早朝 4
時より会員の奉仕によって用意されたお
弁当を食べながら談笑し、大祭の余韻を
味わった。

　4月29日、「第79回石神井城址慰霊祭」
が本部より岡野英夫顧問が出講のもと東
京練馬の石神井公園にて行われ、東京第
3 教区を中心とした解脱会員と、地元氏
神の氷川神社宮司、町内会や商店会の代
表者と有志が多数参加した。当慰霊祭は、
約 540 年前の石神井城主の豊島氏が太田
氏に滅ぼされた時の戦で亡くなった霊

み た ま

魂
に対し、地元の方々と共に供養塔を建立
して怨親平等の供養を捧げるようにとの
金剛さまからのご指導を受け、東京西部

　神静圏域では、湘南道場に於いて 2 月
25 日に支部長研修会、3 月 26 日に教区
役員研修会を開催し、それぞれ学びを深
めた。
　支部長研修会当日、午前中は村山正幸
圏域担当より、本部活動方針の確認とと
もに支部存在の意義と使命について講話
があった。その後、各教区長より本年の
教区活動目標と昨年度の活動内容の検証
の報告が行われた。
　午後からは、茶話会活動の実践発表に
続き茶話会開催についての話し合いがな

　第135回米国解脱教会春季大祭が4 月
9 日、米国カリフォルニア州サクラメン
トの米国御霊地で開催された。前日まで
降り続いた雨のお蔭でスッキリとしたさ
わやかな気候のもと大勢の会員が集った。
　第 1 部、五智聖堂の儀では、拝礼行事、
尊者のみ声拝聴の後、献花、献茶と稚児
行列があり、万霊大供養が行われた。
　岡野英夫米国解脱教会総長は講話の中
で、宗教の必要性を説き、私たち一人ひ
とりが真の宗教に生きることが幸せへの
唯一の道であると述べた。続いて、ディー
コン（開教師補佐）の任命式が行われ、
ヒサト・辻村氏が新たに任命された。そ
の後、松橋伸次開教師より帰国の報告、
そしてジョイス・リード理事長より理事
会の報告が行われた。
　また第 1 部式典と並行して御霊地の境
内では、幼児向けにイースターのエッグ

さわやかな新緑の中で厳修

圏域の活性化に向けて

第79回石神井城址慰霊祭

神静圏域・支部長研修会＆教区役員研修会

支部長・幹事を対象に
東北第 1 教区・修法研修

支部長研修会の様子（2月25日） 役員研修会で宮原指導員より学ぶ（3月26日）

不動明王前の柴燈護摩の儀

イースターエッグハント（宝探し）に参加した子供たち

※イースター＝キリスト復活祭の記念日（イエス・キリストが処刑され、3日後によみがえったお祝いの日）

米国教会

今回、新たにヒサト・辻村がディーコン（開教師補佐）と
なる任命式が行われた

イースター祭と春季大祭
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に続いて、「支部の活性化」をテーマにディ
スカッションが行われ、研鑽を深めた。
◎大阪教区は 3 月 26 日、大阪布教連絡
所にて開催し、36 名が参加。出講の村上
説男指導員の講話から、基本は家庭であ
り、頭で学ぶだけではなく実践すること
の大切さを学んだ。◎中国第2教区は 3
月 26 日、近藤貞男指導員を迎え、せら
香遊ランドに 51 名が集った。先達の意
味と作法を学んだ後、近藤指導員から「支

部活性化のための心得」についての講話
があり、午後はディスカッションが行わ
れた。◎東京第3教区は 4 月 16 日に本
部道場にて開催、49 名が集った。出講の
西村晴雄指導員の講話から「守護神、氏
神の大切さ」について学んだ。午後はディ
スカッションを行い、「支部発展の一翼を
担っていけるように」といった意見が交
わされ、幹事として祈りと実践の大切さ
を学び直した研修会となった。

　全国各地で支部幹事研修が開催された。
◎和歌山教区では 3 月 4 日、アバローム
紀の国にて開催し、約 80 名が集った。
出講の西村晴雄指導員より、「実践なくし
て結果なし」との講話から参加者は現状
を認識し、気持ちを新たに学びを深めた。
◎東京第1教区は 3 月 5 日、本部道場に
て開催。本部出講の岡野英夫顧問の講話

各地で幹事研修

現在も銅像となりお守りされている。お
二人のように、人として忠孝仁義礼を深
め意義ある人生を築こう」と述べた。
　第 2 部は地元公民館にて、子供は屋外
で、大人は屋内と教区の垣根を超えて各
世代が楽しい一時を過ごした。

　吉岡先生の講演で
は、医者になった動
機や、ミャンマーで
無料の医療活動を始
められた経緯、その
背景にある戦時中に
多くの日本人兵士がミャンマーの人々に
助けられた恩に報いたいとの思いや慰霊
活動等のお話があった。
　また写真とともに現地の生々しい医療
現場の状況の説明があり、熱意こもる講

　兵庫県明石の林崎海岸にて、今年で 4
回目を迎える「海の供養」を 5 月 6 日に
行い、地元会員を中心に60名が参加した。
笹倉範久教区長の挨拶の後、畠田眞吾本
部教務員を先達に、般若心経 21 巻の天
茶の撒き供養と経石が海に捧げられた。
最後は、植田郁代担任部長の挨拶で閉会
した。式典前は小雨だったが、供養が始
まると雨は止んで陽が差し、参加者は供
養の尊さを感じていた。

演を拝聴した。
　解脱精神を発揮し実践されている吉岡
先生に参加者一同、感銘を受け、社会貢
献の道となる献金活動により一層、力を
注ぐことを誓い合い、散会した。

　兵庫教区では 4 月 30 日、第 68 回和
気家祖先代々・一家一門・家臣一統之霊
の塔建立記念祭を兵庫県宍粟市の安養寺
境内にて開催し、地元以外の広島、岡山、
神戸からも多数が参加した。
　塔への献花の後、参加者全員が心を一
つにして、供養塔への天茶供養ならびに
撒き供養を捧げた。
　笹倉範久教区長の式辞では「皇居の北
東を和気清麻呂公が、南東を楠正成公が

　4 月 9 日、兵庫教区では、本会で活動
を支援している特定非営利活動法人ジャ
パンハートの代表であり医師の吉岡秀人
先生を迎え、姫路キャッスルグランヴィ
リオホテルにて、姫路、宍粟、明石の三
地区と他教区から総勢 370 名が参集し、
満席の会場の中、特別講演会を開催した。
　講演会に先立ち、笹倉範久教区長より
今回の趣旨説明と、倉田正治指導員より
献金活動のもととなる「副食を献じる運
動」についての話があった。

兵庫教区の活動

東京第1教区

大阪教区

和歌山教区

中国第2教区 東京第3教区

教区大会で吉岡先生講演

「和気家」の供養祭 第4回「海の供養」



（6）　平成29年（2017年）6月1日　Newsletter

　運営には、教区一丸となれるよう、教
区役員、女性部、青年部、子ども会が携
わり、幼児から年輩まで参加者全員が一
緒に競技出来るよう、玉入れやボール運
び、ほうきリレーなど工夫をこらした 5
つの種目が考案された。

訪問された際に、機内
食を提供する洋菓子
店に選ばれ、写真の３
品がホノルル発日本
着の政府専用機内で提供されました。　
　お店は、アラモアナショッピングセンター
2 階山側にあります。ハワイへご旅行の際に、
ぜひ一度ご来店ください。

　4 月 30 日、新潟教区は「人様のお役
に立つ健康指導を学ぶ」をテーマに教区
健康指導研修を開催。会場の三条総合福
祉センターに 42 名が集った。
　清水隆善教区長の開会挨拶に始まり、
本部出講の津村和範指導員より、「心と体
のつながり」を学び、「足心道」の講義、
実習が行われ、午後からは、肩・腰・膝

　武笠一男教区長は、「命の源、心のふる
さと御霊地で英気を養い、教区は大きな
家族、心を合わせて楽しもう」と挨拶が
あり、運動会の後、女性部主導で今風の
盆踊り、抽選会で盛り上がり、和気藹々
とした楽しいひと時を過ごした。

の症状別対応を学んだ。最後に、清水教
区長の「人様にお使いいただくと身も心
も健康になれる。ぜひ広めていこう」と
の挨拶で終了。充実した研修となった

教区は家族、心を合わせて 人様に役立つ健康指導を
東京第 7 教区・教区の集い 新潟教区・健康指導研修

　4 月 29 日、東京第 7 教区では、御霊
地にて、「教区の集い」を開催し、約18
0名が参加した。
　当行事は清掃奉仕のため御霊地に教区
一同が集う機会に、何か交流が出来ない
かと考え、5 年前から始まったもの。昨
年好評だったミニ運動会が行われた。

　ハワイ解脱教会会員の田中ひろみさんが経
営する洋菓子店「LA PALME D’OR （ラ・パ
ルム・ドール）」の「パイナップルチーズケー
キ」「ココナッツパンナコッタ　マンゴーソー
ス」の 2 品が、2017 年 JAL ファーストクラ
スのホノルル➡日本便の機内食で提供されて
います。
　また、2016 年 12 月に安倍首相がハワイを

する見開き 4 頁コーナーで、5 月号を頭
に数ヵ月にわたって連載される。最初の
5 月号では「道場紹介」として錬心館の
成り立ちや指導者について、また 2 部制
の稽古のシステムや指導法が田中宏明館
長（御霊地局長）のインタビューをもと
に紹介されている。さらに 6 月号から、
錬心館が指導する基本技術や稽古法など
を細かく紹介する連載が続く予定だ。
　北本市への地域貢献として
活動している解脱錬心館では、
これまでに多くの門下生が
様々な大会で好成績を残して
きた。
　剣道の日本一を目指し、日々
稽古に励んでいるが、技術向
上や勝負へのこだわり以上に、
もっと大切なことを錬心館で
は教えている。稽古の質量を

増やせば強くなるのは当然のこと。強
くなると誰もが自我が出て天狗になっ
てしまうが、錬心館門下生は、試合な
どで何処に行っても「礼儀正しい」と
評価が高い。
　錬心館は、み教えを土台として剣道
を通して人間育成をしている。そして
結果として社会に役立つ、貢献する人
間となる。実際に、錬心館の OB には
警察官や会社の社長など、社会に有為
な人材となって活躍している人が多い。
　解脱錬心館の今後が益々期待される。

　剣道界で一目置かれている解脱錬心
館が、全国誌をはじめとする様々な雑
誌や新聞に掲載され、近年、特に話題
を集めている。
　先ず始めは、「Yell Sports（エール・
スポーツ）埼玉」（三栄書房）というロー
カルスポーツマガジンの埼玉県版。
　当誌では、今年から武道を企画し、
一番に剣道の特集を決めた。そこで埼
玉県剣道連盟に打診したところ、解脱
錬心館が推薦されたという。
　当誌には見開き 2 頁にわたり、錬心
館の歴史に始まり、父、娘二人と二世
代で門下生の柳さん親子を取り上げ、
その姿から錬心館の日々の稽古から指
導法を紹介している =写真。
　続いての掲載は全国誌「剣道日本」だ。

「伸びる、伸ばす少年剣道」という全国
各地の強豪道場の稽古や指導法を紹介

会員の洋菓子店が好評ハワイ便り

解脱錬心館が全国誌に連載される
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●期　　間

　　　　   8月18日 （金）〜20日 （日）
●会　　場

　御霊地・解脱研修センター及び周辺施設
●対　　象

小中学生、青年コース参加経験者等
（定員 40 名）

　　　　　　　　　　　　　　　　●研修費用

　12,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　●申込〆切　　　

7月20日 

ジュニアwithユースコース
研修のお知らせ

心のふるさと・御霊地で季節を活かした魅力あるプ
ログラムのもと、仲間と共に協力し、逞しく生きる
力を育みます。 Let’s  Enjoy！

【お申し込み・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（日曜定休）　FAX03-3353-3708

※ 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ください。

第14回  教区選抜

実践作文コンクール
家族にありがとう

作文の「題」は自由です。
両親や祖父母、兄弟など、家族に対するありがと

うの気持ちを素直に作文にしてください。

☆テーマ

応募方法
上記のテーマをもとに作文を書
き、学年・支部名・氏名を明記
の上、ご応募下さい。

応募方法
上記のテーマをもとに作文を書
き、学年・支部名・氏名を忘れ
ずに明記してください。

応募対象
本会会員子弟
　　（小学生）

応募対象
本会会員子弟
　　（小学生）

締め切り
各支部、教区にお問
い合わせください

締め切り
各支部、教区にお問
い合わせください

原稿枚数
各作品 400字詰め
原稿用紙3枚以内

原稿枚数
各作品 400字詰め
原稿用紙3枚以内

発表/表彰式
11月28日(火 )
第137回
『解脱金剛御生誕祭』

発表/表彰式
11月28日(火 )
第137回
『解脱金剛御生誕祭』

問い合わせ先　
解脱会布教部　
TEL 03-3353-3706

　岐阜関ヶ原支部で
は 4 月 16 日、怨親
平等大供養塔前にて
春季大供養祭が開催
された。
　当地は壬申の乱、
関ヶ原の合戦など、
古くより戦乱の絶え
ない土地柄にあり、同支部で
は地域の安全と発展を願い、
毎年供養祭を開催している。
また地元への布教活動も兼ね、
2 カ月前より支部会員が地域
を回り、解脱誌と天茶のティー
バッグを添えて供養祭参加の
呼びかけを行っている。
　爽やかな好天に恵まれた当
日、支部会員の他に親類縁者、
地域住民らも集まり、盛大に
開会。厳粛な空気の中、式典
は進み、親子孫揃っての献供

の儀や、般若心経三巻による
怨親平等大供養が厳修された。
式典終了後は毎年好評の景品
付きの紅白餅まきが行われ、
参加者たちは袋いっぱいの餅
と笑顔をお土産に散会した。
　第 2 部直会は支部会員のみ
で行われ、同塔前にゴザを敷
き、各家庭から持ち寄った手
料理を味わいつつ互いに労を
ねぎらった。青年部によるビ
ンゴ大会も催され、和やかな
ひと時を過ごした。

　4 月 9 日、琵琶湖の湖畔に
程近い湖北勤労福祉会館「臨
湖」にて滋賀教区女性のつど
いが開催され、合わせて 151
名にものぼる参加者が集った。
　午前 10 時開会。まずは出
講の武市万苗指導員が、本行
事のテーマでもある「“輪” —
今、私にできること—」を題
材に講話に立ち、自宅で 20
年以上続けている茶話会
活動を通じた体験談を語
り、「私たちにできるこ
とは、真に明るい家庭に
していくために女性から

真に明るい家庭にするために
滋賀教区・女性のつどい

地域の安全と発展を願い
岐阜関ヶ原支部・春季怨親平等大供養祭

変わっていくこと」と
して、家庭における女
性の役目の大切さを説
いた。その後の質疑応
答でも武市指導員は分
かりやすく回答し、参
加者から好評の声が多
く上がった。

　続くレクリエーションでは、
解脱 3 分間体操で身も心もほ
ぐした後、踊り「岸壁の母」
や二人羽織が披露され、会場
は笑いに包まれた。最後は今
年 100 周年を迎える「琵琶湖
周航歌」を、ハンドベルの音
色に合わせて全員で大合唱＝
写真下。楽しい交流のひと時
は午後 3 時、閉会した。

※ 詳細は 6 月度本部通信をご覧ください。
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立教90年に向け、5つの担当が同心協力

　奉祝立教 90 年記念事業である御霊地道
場の耐震補強改修工事に伴い、御霊地道
場御神前遷座祭が行われる平成 29 年 6
月 22 日（木）より平成 30 年 3 月末日（予
定）までの間、御霊地道場機能を道場南
側の会員休憩所に移転致します。特別相
談・日直主任・日直者は会員休憩所にて
従来通り対応致します。
　また、平成 29 年 7 月〜平成 30 年 3 月
の報恩日（1 日）・感謝日（15 日）行事は、
研修センタービル４Ｆで執り行います。

者のあり方」をテーマに講話。「それぞれ
の役目に本気で取り組み、一人が一人を
導き、来年秋の記念大祭を盛大に迎えよ
う」と参加者を力強く激励した。
　午後からは、役目別に研修が行われた。
任期初年度にふさわしい内容で構成さ
れ、修法担当員研修では、各自がトレー
ナー役となり、仲介者、修業者、書記の
役割を学び、後に実修を行い、健康指導
担当員研修では、新任班、足心道班、体
位矯正法班に分かれて研鑽を積んだ。
　1 日目の終わりには夕食懇親会が行わ
れた。圏域毎のテーブルで懇親を深めな
がらも青年部役員時代の懐かしい顔ぶれ

に、同窓会のように旧交を温める場面も
あった。
　2 日目は、共有プログラムとして各担当
の役目をお互いに把握し共通に理解する
ため、代表者が講演台に立ち、役目の内
容について説明した。
　午後は、圏域・教区別のディスカッショ
ンが行われ、2 日間の学びをどのように参
加者自身が活動に反映させていくかを積
極的に話し合った。
　充実した研修を受け、意識の転換と意
欲の向上が見られた参加者一同、来年迎
える奉祝の年に向け、各教区、そして圏
域における更なる活躍が期待される。

　御霊地・解脱研修センターに、全国各
教区の 5 つの担当者（女性・青年・こども・
修法・健康指導）が一堂に会して、初と
なる研修が 4 月 22 〜 23 日に開催され、
総勢約 300 名が参加し、研鑽した。
　冒頭、渡辺孝彦理事長より、「5 つの担
当の相互理解を深めて教線拡大を目指
す」と今回の研修の目的が述べられた。　　
　続いて西村晴雄教務局長は、「本会の目
的は人材育成である。自分の役目の理解
を深め、他の担当と連携し、広い視野を
もって人材を育成してもらいたい」と自
己研鑽と教区役員の務めについて述べた。
　次に渡辺理事長が、「これからの五担当

教区五担当者研修

各担当が同心協力して立教90年を迎えようと述べる渡辺理事長

全員でお互いに掌心法を行う

夕食懇親会にて一日を労い乾杯

奉祝立教90年・解脱金剛70年記念

御霊地道場改修に伴う
道場機能の移転について

『われらの大祭』
全国で歌唱指導

　奉祝立教 90 年記念大祭のために作られ
た歌、『われらの大祭』の歌唱指導に、作
曲を手掛けた杉本龍之専門員と、娘であり
歌手の杉本恵津子さんが全国の直轄道場の
報恩日を回る。本部道場では 5 月 1 日、
報恩日の終礼行事後に行われ、これを皮切
りに 6 月は御霊地道場、7 月中部道場、8
月関西道場、9 月湘南道場、10 月に札幌
道場と回る予定。


