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今月のみさとし／感謝報恩とは実に暖かい思いやりである。（ご聖訓第七巻 69 頁）
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明けましておめでとうございます

　本年平成31年は、新帝陛下が御即位され、新しい御代

となります。本会においては立教 100 年へと向かう第一歩

をしるす年です。

　今日の日本では、人と人のつながりが希薄となり、家族

間の絆が弱くなってきています。

　金剛さまは「実業に依
よ

って身を立てんと志すも、人心日々

に頽
た い は い

廃して赴
おもむ

くところを知らず、依
よ

って身を宗教界に投
と う

じ、

生活即宗教の実践を以
も っ

て、これが救済を計
は か

らんとす」と立

教されました。

　立教 100 年という大節に向かう今、金剛さまの立教のご

精神に立ち返り、私たち会員は共に手を携えて自他の幸福

の実現に向かって進んでまいりましょう。

　その基本とすべきは「与えて求めぬ太陽の心」です。「太

陽の心」とは、明るく、暖かく、分け隔てなく、与えて求め

ない心であり、それは一言で言うと「思いやり」です。

　今こそ、会員一人ひとりが神・先祖を中心とした家庭づくり、

家族や知人が強い絆で結ばれる社会づくりを目指して、日々

太陽の心で生きていきましょう。それが共存共栄・世界平

和に至る大道です。

平成31年度  本部布教活動方針

思いやりに生きよう
―人心救済―
── 会員実践目標 ──

太陽の心で生きる

平成31年1月1日

2019
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第138 回  解脱金剛御生誕祭

　お山の木々が鮮やかに紅葉する中、午
前9時半より岡野御本家先祖代々之御法
要が、根岸洋明多聞寺住職の導師により
岡野御本家で営まれた。
　午前11時に開式。お祝いのお菓子や
お供物が捧げられた頌徳碑前で長老さま
が慶讃文を奏上。続いて献華之儀では長
老さまはじめ本部役員や来賓各位が頌徳

碑と五輪宝塔に菊花を捧げた。勤行後、
式辞において渡辺孝彦理事長は、「金剛さ
まへの帰依心を強く意識して、人心救済、
社会国家、そして世界平和のために大き
く羽ばたき、来る立教100年に向けて努
力精進させていただこう」と述べた。
　続いて、現王園孝昭北本市長 (田中正
昭企画財政部長代読 )、新井一徳県議会議

尊者の御生誕を真心から祝う

式辞を述べる、渡辺孝彦理事長

11 月 28 日、奉祝立教 90 年解脱金剛 70 年祭の佳節の年の
六大行事の最後となる解脱金剛御生誕祭が御霊地にて開催された。

員から祝辞を頂いた後、子供育成を目的
とした教区選抜実践作文コンクールの表
彰が行われた。多くの応募の中から、最
優秀賞を受賞した伊藤綾音さん（名古屋
鳴海支部）へ渡辺理事長より表彰状が授
与され、伊藤さん本人による作文の朗読
が行われ会場は大きな拍手に包まれた。
　第2部直会では、青年部、女性部らの
奉仕による御神酒や甘酒の接待、また温
かい五色うどんを味わいながら歓談する
会員の姿が随所に見られた。解脱金剛記
念館では、奉祝立教90年を記念して奉
祝書道展が開催され、宝物館では、奉祝
特別展示会が行われた。

御法要後、挨拶を述べる飯田俊郎常任理事

解脱金剛記念館にて開催された書道展

金剛さまへ、真心からの心経を捧げる 拍手に包まれた実践作文コンクールの表彰

【顧　問】　　　　

　渡辺　孝彦

【相談役】　　　　

　小田　敏郎　

　今井　典男　　　　

　秋山　與八

　秋山　　惇

　青山　佑次

　稲子　知義

　齋藤　全弘

　齊藤　重信　　　　

　永田　秀夫

　池田　信宏　　　　

　浦島　　實　　　　

　津村　英雄

　武前　桂三　　　　

　宮島　喜逸　　　　

　廣川　貞雄

　関　日出夫　　　　

　飯田　俊郎

【理事長】　　　　

　岡野　英夫

【常任理事】　　　

　岡野　英夫　　　　

　木村　正則　　　　

　早川　廣美

　服部宇之輔　　　　

　西村　晴雄　　　　

　倉田　正治

　岩田　豊美

【理　事】

　岡野　英夫　　　　

　木村　正則　　　　

　早川　廣美

　服部宇之輔　　　　

　西村　晴雄　　　　

　倉田　正治

　岩田　豊美　　　　

　宮坂　保徳　　　　

　田中　宏明

　藤原　　博　　　　

　松田　佳高　　　　

　和田　雅夫

　森下　　勇　　　　

　堀越　興二　　　　

　井上　公郎

　武井　達郎　　　　

　三浦　　純　　　　

　武笠　一男

　皆川　朋子　　　　

　藤原　　了

【監　事】　　　　

　関谷伊和男

　宮崎　　尚　　　　

　重實　廣美

敬称略　任期＝顧問は終身　その他の役員は
平成31年1月1日〜平成32年12月31日本部役員

　御生誕祭の翌日の11月29日、御霊地・研修センターにおいて、
本会が定める会規に従って本部役員選任会議が行われ、新たな本
部顧問、相談役、理事長、常任理事らが選出された=右記。
　正午からは、太神社殿前にて役員就任式が執行された。長老さ
まが祝詞を奏上され、玉串奉奠、拝礼行事、辞令交付をもって終了。
新体制が整い、立教100年に向けた第一歩が力強く踏み出された。

立教100年に向けて新役員が選出される
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　改選年度に伴い次期教区青年副部長以
上の青年幹部が一堂に会し、「平成31年
度青年幹部研修」が12月8日〜9日に御
霊地・解脱研修センターにて開催された。
　青年幹部は、西村晴雄教務局長から「本

　11月27日、午後1時より全国支部長
会が解脱研修センターにて開催された。
　拝礼行事後の本年度認証支部の紹介で
は、準支部から昇格した相模大野支部と
京都洛央支部、そして継承支部長らが登
壇し、会場より拍手が贈られた。
　ご挨拶に立たれた長老さまは、新年度
の活動方針に向かう会員の心構えを述べ
られた。続いて渡辺孝彦理事長は、立教
90年事業勧募により御霊地整備が完了
し、1万人の記念大祭が開催できたこと、
また解脱金剛70年祭が無事に終了した
御礼を述べた。さらに立教100年に向け
た教線拡大と財務体質の改善、そして超
高齢化社会問題への取り組みについての
提言がなされた。
　次に西村晴雄教務局長が、新たな「布
教ビジョン」と「平成31年度本部布教

部布教活動方針」について、宮原秀治青
年本部長から「青年部活動方針」につい
ての各講話を受け、自ら行動する大切さ
を認識。その後、模擬講話やブロック別
ディスカッションで互いに研鑚した。そ

活動方針」＝ 1面掲載＝の発表と、それ
に向けた本部や教区、支部の取り組み、
地域に根ざした活動の展開等を示した。
その後、瀬尾正照中国第2教区長が西日
本豪雨被害の報告と支援に対する御礼を
述べた。
　第2部表彰式は、毎年たくさんの薔薇
を奉納されている中村泰明和歌山教区長
に対する特別表彰や、大祭の歌「われら
の大祭」を作曲し奉納された杉本龍之専
門員に対する立教90年記念表彰をはじ
め、創設50周年支部や退任支部長、高
齢功労、篤志奉納など各種表彰が行われ
た＝下記表彰者リスト参照。
　第3部献灯式では、美しく飾られた五
輪宝塔前において、長老さまはじめ支部
長らにより献灯台に火が灯された。
　第4部懇親会では、支部長らが日々の

労をねぎらうと共に英気を養い、立教
100年に向け、新たな一歩を踏み出した。

して各自が事前に書いた「金剛さまへお
誓いのお手紙」を捧げた後、お山でのお
百度により役目に精進する決意を固めた。
　また翌日、渡辺孝彦理事長・宮原青年
本部長から「辞令」が授与された後、理
事長から更なる活躍を期待する「訓示」
を受けて、ブロック議長及び教区・地区
青年部長が金剛さまの御尊影を通して実
践目標の達成をお誓い。続いて全員で宝
号千反を念唱し目標達成を祈願した。
　その後、宮原青年本部長より来年から
就任する新青年本部長の報告があり、岡
野孝行新青年本部長が全国の仲間と共に
精進していきたいと力強く抱負を述べた。
　最後に、肩を組み青年錬成歌を合唱し、
新たな役目への精進を誓い結束を強めた。

新体制で歓喜大躍進誓う
平成31年度 青年幹部研修

平成30年度 全国支部長会

立教100年に向け新たな一歩踏み出す

■特別表彰
中村　泰明　（和歌山和佐中支部）
■立教 90 年記念表彰
杉本　龍之　　（千葉木更津支部）
■創設 50 周年支部表彰
福島二本松支部
更埴八幡支部
松本宮淵支部
茨城小田支部
東久留米支部
滋賀守山支部
徳島大和支部
■退任支部長褒賞
西郷　晶子　　　（松本笹部支部）

飯塚　健一　　　（茨城小田支部）
今庄　康裕　　　（長浜神前支部）
冨田富美子　　　（京都東山支部）
西村　　武　　　　（京都桂支部）
■高齢功労者表彰
清水　泰衣　　（旭川東四条支部）
中原　　宏　　（会津若松準支部）
村上美津枝　　　（高崎中央支部）
山口　忠之　　（川崎宮崎台支部）
谷島　　隆　　　　　（勝鬨支部）
岩田　宏之　　　　　（小岩支部）
小出　和子　　（阿佐ヶ谷北支部）
五十嵐美佐子　　　（南千住支部）
渡辺　孝彦　　　（川崎中島支部）

酒井　玲子　　（藤岡岡出山支部）
中西　好子　　　（豊橋八町支部）
加納　克己　　　（豊田越戸支部）
西村　　武　　　　（京都桂支部）
津村　英雄　　　（和歌山東支部）
小椋　勝彦　　　（姫路天満支部）
重森　政義　（愛媛四国中央支部）
譜久村恵美子　　（沖縄那覇支部）
■篤志奉納者表彰
合澤　裕行　　　（釜石大町支部）
柿崎　克明　　　（新潟大野支部）
金子　周之　　（高崎正観寺支部）
岡野　　正　　（埼玉北本宿支部）
山﨑　康司・侑子
　　　　　　　　（秩父中村支部）
埼玉杉戸支部
飯塚　健一　　　（茨城小田支部）

五十嵐康夫　　（幡ヶ谷本町支部）
関　日出夫　　　（大森八幡支部）
鹿野　雅子　　　（大森八幡支部）
小林　莞侍　　　　（大岡山支部）
加藤　英昭　　　　（江戸川支部）
渡辺　孝彦　　　（川崎中島支部）
近藤　園子　（名古屋西味鋺支部）
希代　隆人　　　　（大阪南支部）
水原　理恵　　　（兵庫伊丹支部）
畠田　真吾　　　（明石林崎支部）
笹倉　範久・由美子
　　　　　　　　（丹波山南支部）
藤原　　了　　（香川多度津支部）
若杉　和子　　　（天草本渡支部）
村上志津江　　　（福岡宇美支部）
池松　節子　　　（熊本大津支部）
丸和工業株式会社

瀬尾中国第2教区長渡辺孝彦理事長

本年度認証支部の紹介が行われた

献灯式の後、支部長たちが順番に火を灯した

平成30年 各種表彰受賞者
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　11月 20日、長野県信濃町の黒姫出張
所にて第50回天茶収穫感謝祭が行われ、
長老さま、渡辺孝彦理事長はじめ地元来
賓、天茶耕作者組合員らが参列し、天茶
の収穫に真心からの感謝が捧げられた。
　黒姫弁財天大神、天圀蔵五柱五成大神
に参拝の後、正午より黒姫支部道場にて
式典が行われ、祝詞奏上、玉串奉奠と続き、
長老さまより太陽の有り難さについてお
言葉を賜った。式典後は直会となり、渡
辺理事長は尽力された方々に対し御礼の
言葉を述べ、一同収穫を心より祝した。

　12月 1日正午より、本部道場報恩日
に先立ち四谷津之守弁財天にて冬祭が行
われ、会員、地元住民が参集した。
　同弁財天は、金剛さまが御在世中より
荒木町周辺の守護神として荒木町町会の
みならず本会員からも篤く崇敬されてき
た。当日は、長老さまが祝詞奏上された後、
稲子知義津之守弁財天崇敬会会長や荒木
町町会関係者らが玉串を奉奠し、日頃よ
り御守護いただいていることに対して、
真心からの感謝の祈りを捧げた。
　参加者はその後、金丸稲荷を参拝した。

　11月 24、25日、第23回解脱杯小学
生女子ソフトボール大会が北本スポーツ
センターで行われ、埼玉県内より全16
チームが参集し競い合った。
　この大会はソフトボールを通じて小学
生女子の健全育成、近隣地域相互の親睦
を図るため解脱会が主催、毎年秋に行わ
れている。24日 8時半より開会、選手
入場、岡野成高御霊地管理部長の挨拶、
来賓祝辞と続き、選手宣誓が行われ試合
開始。結果は東松山市の「唐子マーメイ
ド」が優勝した=写真。

天茶収穫感謝祭
黒姫出張所

日々の感謝を捧げる
津之守弁財天冬祭

秋の爽やかな青空の下
解脱杯小学生女子ソフトボール大会

　11月23日、紅葉鮮やかな宍粟の地で、
第79回宍粟萬霊魂祭塔建立記念祭が本
部主催、兵庫教区の主管で開催された。
当日は地元の自治会役員の他、遠近教区
からの会員を含め、約500名の参加者が
集った。
　午前11時、本祭式典が開式。続く萬
霊魂祭塔の儀では生花と天茶が供えら
れ、真心からの天茶供養が捧げられた。
　倉田正治教区担当が祝辞を述べた後、
木村正則指導員は記念講話において、金
剛さまが昭和15年に自ら足を運ばれ建

立されたお心に触れられ、感謝の心
の土台である萬霊魂祭塔は自分自身
を育てる道を示された塔であると締
めくくった。その後、第2部の直
会ではうどんや焼きそば、たこ焼き、
フランクフルト等心づくしのおもてなし
が参加者にふるまわれた。また、マジッ
クショ−など教区女性部員の多彩な催し
も披露され、終始和やかな雰囲気で進み、
最後は豪華賞品の当る抽選会と恒例の餅
まき=写真右 =で大いに盛り上がりお開
きとなった。

真心から感謝の祈りを捧げる
第79回 宍粟萬霊魂祭塔建立記念祭

浦上秀樹氏トークショー
　12月 9日、首都圏女性講座かたば
み会主催の「浦上秀樹氏トークショー」
が本部道場にて行われ、210名が参加
した。浦上氏は難病のため首から下が
動かない体で、口に筆をくわえ、漢字
の中にひらがなを盛り込み、もう一つ
のメッセージをこめる「こころMoji」
を創作しており、昨年解脱誌でも取り
上げられた。
　浦上氏は、「こころMoji」の活動に
至った経緯について語り、「今日がある

のは、発病以来の多くの出会いと病気の
『お蔭』。未来は今の自分の考えや言動が
つくる」と命を輝かせるメッセージが伝
えられた。
　その後の実演は水を打ったような静寂
と全員の注視の中で行われ、作品が完成
すると会場からは大きな拍手が沸き起
こった。また当日行われた展示会も盛況
で、参加者は、作品と添えられた浦上氏
のメッセージを心に刻むように見つめて
いた。

浦上氏の語る命のメッセージを各々の胸に刻んだ

迫真の実演。その際描かれた「風」の字

女性講座
かたばみ会主催
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　11月11日、「和をもって、楽しく学ぶ、
解脱行」を支部方針に掲げる福山川口支
部は設立20周年の記念感謝会を開催し、
総勢50名が集った。
　当支部は、平成10年に福山引野支部
より独立して土井得由氏が設立し、同28
年に由基氏が2代目支部長に就任した。
　第1部は午前9時 30分より、
支部道場にて奉告の儀を行い、土
井支部長が奉告の文を奏上した。
　第2部は、会場の「せとうち」
に場所を移し、午前11時より記
念感謝会を開会した。国歌斉唱、
拝礼行事、土井支部長挨拶の後、
来賓の瀬尾正照教区長、沖本陽子

　11月 18日、石神井支部設立60周年
記念感謝会が支部道場で行われ、稲子知
義指導員出講のもと、支部会員が参加す
る中、厳粛かつ盛大に開催された。
　当支部は、大泉支部の跡を継承し、昭
和33年に本橋栄吉氏が石神井支部とし
て設立。同62年に正雄氏が継承、平成
9年に小林光子氏が継承し、同19年に
輝道氏が4代目支部長に就任した。
　午後1時に始まった式典では、拝礼行
事、み声拝聴、みさとし拝読の後、稲子
指導員より講話を頂いた。感謝会終了後、
祝賀会となり、小林輝道支部長、小林光

　名古屋百船支部では11月11日、創立
60周年記念感謝会を支部道場にて開催し
た。本部より服部宇之輔指導員が出講、
総勢94名が集った。
　当支部は、安達進次郎氏が昭和33年
に設立。同57年にきぬゑ氏が継承、同
59年に幹夫氏が継承し、平成15年朱美
氏が4代目支部長に就任し、現在に至る。
　午前11時に始まった第1部式典では、
国歌斉唱、拝礼行事、歴代支部長追悼供
養ならびに先亡者供養と進み、水野清幹
事が決意発表を行った。その後、服部指
導員の講話より「支部の大切さ」につい

氏より祝辞を頂いた。その後、安達武寿
教区担当より挨拶を頂き、本部より出講
の西村晴雄指導員の記念講話にて、学び
を深めた。
　第3部は午後1時30分、優雅な琴の
音色と共に、沖本義治福山引野支部長発
声による乾杯の音頭で祝宴が開始され、
終始和やかな雰囲気の中、支部の節目を
祝い合った。参加者一同、一層の精進を
誓い合い、最後は、土井支部長の発声に
よる万歳三唱で、お開きとなった。　

子名誉支部長と支部会員の
最長老の長島清子さんに、
日頃のご指導への御礼とし
て支部会員一同から花束が
贈られ、続いて小林千秋支
部長夫人に記念品が贈られ
た。その後、参加者一同で記念撮影を行っ
た。
　寺嶋豊教区長の挨拶の後、小泉副支部
長の乾杯の発声で直会となった。会員た
ちは支部を支えた歴代支部長と先輩会員
方へ感謝すると共に、70周年へ向けた活
動を誓い合った。

て学びを深めた。続いて、樋口勉
名古屋第1教区長挨拶、安達朱美
支部長挨拶、終礼行事、万歳三唱
で第1部を締めくくった。
　第2部は、乾杯にはじまり、スライド
ショー、青年部によるミニコンサートや
ジェスチャーゲーム=写真下、また抽選
会で盛り上がり、和気あいあいとした雰
囲気の中、午後2時にお開きとなった。
　「支部は大きな家族」。この言葉通り家族
のように親しみ、語り合い、この節目を
機にもう一度原点を振り返り、これまで
受け継がれてきた伝統を守りながら更な

る発展を目指していきたいと、会員一同
が誓い合った。

楽しく学ぶ解脱行
福山川口支部設立 20 周年記念感謝会

支部は大きな家族！親しみ、語り合う
名古屋百船支部創立 60 周年記念感謝会

石神井支部設立 60 周年記念感謝会

第80回 

太陽精神碑建立記念祭

2月11日（月・祝日）

10：00　第 1 部　太陽精神碑前之儀
（精神碑前）

11：15　第 2 部　建立記念祭式典
（お山）

　　　　　第 3 部　直会 　　　  （お山）

新たな10年へ向けた活動を
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　東京第3教区では10月 28日、「食と
健康」をテーマに本部より津村和範指導
員を迎え、本部道場地下ホールにて2年
ぶりとなる女性大会を開催した。他教区
の参加もあり、教区の枠を超えて約50
名が参加し、女性にとって関心の高い生
活の中で身近なテーマを学び合った。
　当日は午後１時開式。寺嶋豊教区長の
挨拶に続いて、津村指導員の講話では、
自分が住む土地に生育された食べ物を旬
の季節に合わせて食することや、食べ物
には、体を温める「陽性」と体を冷やす「陰
性」があり、それらをバランス良く食べ
ることが肝心であることなどの説明が

　滋賀蛭谷支部では11月18日、初とな
る「樹木魂感謝祭」を開催した。この祭
典は、天茶供養札の材料であるモミの木
はもちろん鳥獣虫魚樹木草など、大自然
の生命、魂すべてに対して感謝を捧げる
というもの。当支部は昭和50年の設立

　11月 18日長浜神前支部では、支部長
の継承を祝し、支部長継承記念感謝会お
よび祝賀会を開催した。
　第1部の感謝会では今庄和子新支部長
の開会挨拶があり、3代目として支部長
を継承したことへの感謝の言葉と今後に
向けた決意を述べた。続いて、来賓の中
元敏彦教区担当から祝辞を頂いた。
　本部出講の岡野英夫顧問による記念講
話では、「先祖を尊びみ教えを実践してい
くことの大切さ」について述べられた。
　その後、今庄康裕前支部長・和子新支
部長夫妻へ記念品を贈呈し、支部会員一

あった。そして「太神様の大御心である
食物の原理・法則を学ぶことが大切であ
る」と、家族の食事を担っている女性に
向けて強調した。
　他にも、「解脱有食法」のレシピが紹介
されるなど有意義な講義となった。
　最後の質疑応答では、参加者の生活に
密着したより具体的な内容を学ぶなど、
充実した研修は午後４時に閉会した。

以来、初代の小椋正美支部長、二代目の
小椋一衛支部長、そして三代目である現
在の阿野茂樹支部長と代々にわたって、
従業員の会員と共に天茶供養札となる木
札を製作してきた伝統を持つ。解脱会の
中でもそのような大事な役目を担う支部

同より感謝の気持ちが伝えられた。
　第2部の祝賀会はグランパレー京岩に
移動して開催され、乾杯の後、こども会
による歌と踊り、女性部によるハンドベ
ル演奏、青年部によるよさこいソーラン
が披露された=写
真上。
　最後は、第 173
回秋季記念大祭に
て披露したよさこ
いソーランを有志
一同で踊り、新支
部長のもとで支部

として、従来のような支部会員だけの形
ではなく、本部出講を仰ぎ感謝を捧げる
場を催したいと阿野支部長が発案し幹事
と協議、本部の了承を得て実現した。今回、
立教90年を機に第1回目を開催し、以降、
毎年11月の開催を予定している。また
地域を中心に教区や支部、会員と非会員
の枠を越えて参加を呼びかけていく。
　当日は、早川廣美指導員が出講、供養
札を謹製する本部調札部の佐久間学部長
が来賓として参席し、厳かな神事の中、
支部会員30名と共に感謝を捧げた。
　阿野支部長は、「モミの木をはじめ大自
然すべての生命に感謝を捧げ、わが支部
は新たなスタートを切った。これからも
広く参加を呼び掛け、祭典を盛大にして
支部発展を目指していきたい」と、今後
に向けた決意を述べた。

会員がひとつになって更なる精進を誓い
合い、大盛況のうちに散会となった。

「食と健康」をテーマに
東京第 3 教区・女性大会

大自然の命と魂に感謝捧げる
滋賀蛭谷支部・初の樹木魂感謝祭

長浜神前支部　支部長継承記念感謝会・祝賀会

ホームページ更新のお知らせ

●行事・出講予定●立教90年記念大祭写真ページ

●解脱金剛70年祭写真ページ●ペン＆ギンのもっ

と知り隊●音声配信、コンテンツ、大祭祝辞など

解脱会ホームページ

www.gedatsukai.org

新支部長のもとで更なる精進を誓い合う
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　11月 11日、ハワイ解脱教会にて、
毎年恒例のファンドレイジングイベン
ト「オータムフェア」を開催した。
　当日は神谷龍典開教師製作の素焼き
の陶器に絵付けをする「陶器絵付け体
験」が行われ、リピーターも年々増加中。
陶器販売では、教会周辺に生息してい
る「マガモ」やハワイ原住民の主食「タ

ロイモ」のデザインの陶器が特に人気
だった。また会員手作りの焼き菓子や
ジュエリー等の販売も好評を得た。
　会場ではハワイアン音楽の生演奏があ
り、ゆったりと陶器絵付けやショッピン

グを楽しむ多くの隣人の方々で教会の
庭がにぎわった。

オータムフェアが好評
米国・ハワイ解脱教会

　会場名は「ココカイガーデン」。
※ お問い合わせはウェブサイトから。

https://www.wedhawaii.com

ハワイ教会の庭で挙式スタート

　中部圏域では11月17日、西脇海太氏
（皇學館大学4年生）を講師に迎え、「日
本と日本人の心を見つめる」をテーマと
した伊勢神宮セミナーを開催。青年部員
を中心とした41名が参加した。
　当日、午前8時半、快晴のもと外宮に
向けて中部道場を出発。バス車内では、「伊
勢神宮はどのような神社か」「神様は存在
するのか」等について西脇氏から分かり
やすい話があった。
　午前11時、外宮に到着後、正宮に参拝。
グループ別に西脇氏や各リーダーの解説
のもと、敷地内の別宮を参拝した。

　天孫降臨ゆかりの猿田彦神社へ移動
し、各グループで参拝。昼食をとり、お
かげ横丁を散策した後、内宮へ。正宮を
参拝した後、解説を聞き、質疑応答も交
えながら別宮・所管社などを参拝した。
　午後5時、内宮を後にし、中部道場に
向けて出発。バス車内では、ビンゴ大会
が行われ、参加者が一体となって盛り上
がった。午後7時 40分に中部道場に帰
着後、西脇氏の総評でセミナーが終了。
　参加者からは「神宮や神様がなぜ尊い
のかが理解できた」「感謝の大切さを認識
できた」といった前向きな感想が多くあ

がった。参加者一人ひとりの今後の成長
に向けて、実りある一日となった。

日本と日本人の心を見つめる伊勢神宮セミナー
中部圏域ダリア女子会

　東京第4教区では11月 23日、本部
道場にて「次世代御五法修業仲介者研修
会」を開催した。
　この研修会は、仲介初心者を対象に、
秘義三法の尊さを実感してもらい、各支

　10月 28日、神戸教区主催の「第15
回親学セミナー」が「充実した子（己）
育て」をテーマにピフレホールにて開催
された。本部より中西好子指導員が出講
し約80名の参加があった。
　まず西田義信教区長が挨拶を述べた
後、2名が体験を発表した。
　講話に立った中西指導員は、「子供が親
の言うことを聞かないと相談に来る方が

部で御五法修業の実修の機会を増やして
いくことを目的としたもの。
　当日は初参加となる青年部役員等11
名を含む、33名の参加のもと行われた。
　午前中に体験発表、体験講話などがあ
り、午後からはグループに分かれて実修
が行われ、充実した研修となった。
　当教区では本年、前期に中級者向け、
後期にこの初心者向けの仲介者研修を

多いが、子供をそんなに自分の思い通
りにしたいですか」と疑問を呈した後、
「子供が言うことを聞かないのは当た
り前」と話し、太陽の子に育てる大切
さを述べた。
　午後は、グループディスカッション、
グループ発表を行った後、質疑応答が
行われ、参加者の子育ての悩みなどの質
問に中西指導員が丁寧に回答していた。
　参加者の子供たちは別室にてアートバ
ルーンや工作で楽しい時間を過ごし、参
加した子育て中の若い親たちが集中して
学べるように体制が整えられていた。セ

行ってきた。今後も継続して研鑽を積ん
でいく予定。

ミナー終盤、子供たちは自分の作品を
持って入場、たくさんの拍手とご褒美の
お菓子をもらった＝写真。
　セミナー終了後も多くの参加者たち
が、中西指導員から個人相談を受ける姿
が見られるなど盛況なセミナーとなった。

次世代の育成を図る
東京第 4 教区・仲介者研修会

子育ての悩み相談も
神戸教区・親学セミナー

　平成30年11月
から、ハワイ解脱
教会の庭が地元
ウェディング会社

「ウェディングズ・
オブ・ハワイ」の
挙式会場として使用される。
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　解脱書道会は、会報『大雁』（年 4 回発行）を通じて、楽しく書道を学んでいただくための書道の会です。

　『大雁』に掲載されているお手本で練習し、作品を提出していただきますと、講師が丁寧に添削して返送いたします。

いわゆる通信教育ですが、費用は返送用として 82 円切手 2 枚ご用意いただくのみで、それ以外の費用は一切かか

りません。

　また、作品は会独自の段・級位を認定して『大雁』誌上で発表すると共に、優秀作品を掲載いたします。その優

秀作品の発表の場として、平成 30 年には「立教 90 年・解脱金剛 70 年祭　奉祝書道展」を開催しました。

　支部の文化活動、また近隣の方をお誘いしてみませんか？

〒160-0007  東京都新宿区荒木町 4  解脱書道会事務局

解脱書道会に参加しませんか？

立教100 年に向けたスタートの年　平成31年度　研修年間スケジュール

【詳細・お問い合わせ】　解脱会教育部・修法部
　　TEL03-3353-3667　 FAX03-3353-3708

仲介者研修は 03-3353-3706 まで
　◎研修中の連絡先（御霊地開催の研修時）

　　TEL048-592-7403　 FAX048-593-0553
　　　　仲介者研修は 048-591-2526 まで　

青年コース

健康学園コース

仲介者養成コース

九州 1 日コース

皇居勤労奉仕

御霊地勤労奉仕

ビューティ& ヘルスコース

仲介者養成コース

夏季青年コース

ジュニア withユースコース

健康学園コース

仲介者養成コース

解脱実修基礎コース

御霊地・解脱研修センター

御霊地・解脱研修センター

御霊地・解脱研修センター

サンメッセ鳥栖

皇居・赤坂御用地

御霊地

武蔵御嶽神社又は宝登山神社

御霊地・解脱研修センター

解脱研修センター及び周辺施設

解脱研修センター及び周辺施設

御霊地・解脱研修センター

御霊地・解脱研修センター

御霊地・解脱研修センター

3 月 24 日  （日） ～29 日  （金）

4月 20 日  （土） ～21日  （日）

5月 25 日  （土） ～26 日  （日）

6 月 2 日  （日）

6 月17日  （月） ～20 日  （木）

7月   5 日  （金） ～     7日  （日）

11月29 日  （金） ～ 12/1日  （日）

7月 20 日  （土） ～21日  （日）

7月 27日  （土） ～28 日  （日）

① 8 月 5 日  （月） ～11日  （日）

② 8 月 5 日  （月） ～  8 日  （木）

8 月 9 日  （金） ～11日  （日）

8 月 24 日  （土） ～25 日  （日）

9 月 21日  （土） ～22 日  （日）

10月26日  （土） ～27日  （日）

●費　　用　20,000 円　　　
●定　　員　28 名
●参加対象　満 16 歳〜満 25 歳（4 月から高校生になる人も可）
●締め切り　3 月 1 日 

●費　　用　10,000 円　　　
●定　　員　60 名
●参加対象　どなたでも（法縁者も可）
●締め切り　3 月 21 日 

●費　　用　10,000 円　　　
●定　　員　60 名
●参加対象　支部長及び支部長が認めた方
●締め切り　5 月 10 日

●費　　用　3,000 円　　　
●定　　員　60 名
●参加対象　どなたでも（法縁者も可）
●締め切り　5 月 15 日 

●費　　用　5,000 円　　　
●定　　員　55 名
●参加対象　満 15 歳〜満 75 歳の健康な方
●締め切り　昨年の 12 月 17 日終了しました。

●費　　用　5,000 円　　　
●定　　員　30 名
●参加対象　どなたでも（法縁者も可）
●締め切り　7 月度：6 月 7 日　11 月度：11 月 1 日 

●費　　用　10,000 円（予定）　　
●定　　員　30 名
●参加対象　どなたでも（法縁者も可）
●締め切り　6 月 21 日

●費　　用　10,000 円　　　
●定　　員　60 名
●参加対象　支部長及び支部長が認めた方
●締め切り　7 月 10 日 

●費　　用　① 20,000 円（予定）　　　
　　　　　　② 12,000 円（予定）
●定　　員　30 名
●参加対象　満 14 歳（中学 2 年生）〜 30 歳  ●締め切り　7 月 15 日  

●費　　用　10,000 円（予定）　　　
●定　　員　30 名
●参加対象　小中学生及び青年コース参加経験者等
●締め切り　7 月 15 日 

●費　　用　10,000 円　　　
●定　　員　60 名
●参加対象　どなたでも（法縁者も可）
●締め切り　7 月 25 日 

●費　　用　10,000 円　　　
●定　　員　60 名
●参加対象　支部長及び支部長が認めた方
●締め切り　9 月 10 日

●費　　用　10,000 円　　　
●定　　員　40 名
●参加対象　どなたでも（法縁者も可）
●締め切り　9 月 27 日


