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今月のみさとし／生命は人間の全部であり、一番大きな歓びである。（ご聖訓第五巻79頁）

◀
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第78回 三聖地巡拝（4 月 1日〜 3日）

　4月1日、およそ160名の中部地区会
員に迎えられ、名古屋百船支部鼓笛隊の
軽快な演奏が流れる中、伊勢神宮外宮前
広場に長老さま、本部役員はじめ全国会
員代表が参集。また今回は、新日本宗教
団体連合会事務局長の佐原透修氏が参加
され、結団式が行われた。
　岡野英夫団長は、「日頃から鍛えた解脱
精神を遺憾なく発揮して、日本民族とし
て魂のふるさとを巡りましょう」と巡拝
に参加する姿勢を述べた。続いて杉谷正
雄神宮司庁広報室長は本会と伊勢神宮と
の関わりを紐解き、昭和16年から現在
まで途切れることなく巡拝を継続してき
た本会へ敬意を表された。さらに伊勢市
から花束贈呈と鈴木健一伊勢市長より歓
迎のご挨拶を頂戴した。一行は神域を踏
みしめつつ参進し、外宮御正宮にて奉拝
の儀を行った。

　翌2日、午前8時に内宮に集合。宇治
橋を渡り、手水舎前では長老さま、岡野
団長が巡拝団を代表して手水を取られた
後、誘導特別参拝の栄を頂き、神気の中
を参進。内宮御正宮にて内宮奉拝の儀が
行われ、引き続き神楽殿にて特別大々神
楽を奉納した。
　同日午後2時、橿原神宮大鳥居前に到
着した一行は、初夏を思わせる陽気の下、
大阪松虫支部会員約40名の出迎えを受
ける中を参進し、内拝殿に整列。献納の儀、
玉串奉奠、拝礼行事が厳粛に行われた。
久保田昌孝宮司はご挨拶の中で、「社会情
勢が厳しい現在、神武天皇の御心を忘れ
ずに少しでも世界平和、仲良く暮らせる
世の中に寄与していただきたい」と述べ
られた。
　3日は、8時半に御寺泉涌寺に到着。
関西地区青年部、女性部80名らの交通

誘導、天茶などの接待を受け、仏殿前に
て朝礼が行われ、長老さまより朝のご挨
拶をいただいた。続いて、御歴代天皇が
鎮まる月輪御陵を奉拝の後、霊明殿を奉
拝、長老さまが皇祖皇霊に対し表白文を
奏上された。ご挨拶に立たれた上村貞郎
長老猊下は、「本年は解脱会にとって記念
の年。解脱会ここにありと示すご活躍を
期待しています」と巡拝団に語りかけら
れた。会員としての誓いを新たに解脱金
剛宝塔前の儀では、岡野団長が「今回参
加された一人ひとりがみ教えの伝導者と
しての覚悟、自覚をもって今後の生活を
していただきたい」と述べ、解団となった。
　その後、法縁の寺、醍醐寺を参拝。桜
吹雪の中、柴燈大護摩供が厳修され、金
堂にて仲田順和座主猊下より歓迎のご挨
拶を頂戴し、三聖地巡拝の全行程を滞り
なく終了した。

国恩報謝の祈りを捧げ、飛躍を誓う

伊勢神宮・内宮の宇治橋を勇壮に参進する一行

　暖かな春、桜の開花が例年より早い今年、3日間とも好天に恵まれる中、全国会員代表850名が参加し、バス24台の編
成により、第78回三聖地巡拝が挙行された。奉祝立教90年解脱金剛70年祭の節目の年、五色人種を代表としての国恩
報謝の祈りを捧げると共に、建国の大理想を心新たにし、世界平和の実現の先駆者となるべく努力精進することを誓った。
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荘厳な神域に触れて参拝（伊勢神宮・外宮）

神武天皇に感謝の祈りを捧げた（橿原神宮）

真心からの祈りを捧げる（御寺泉涌寺・霊明殿）

一行は満開の桜の下、霊明殿へ参進（御寺泉涌寺） 中部地区会員らによる天茶の接待（伊勢神宮・外宮） 鼓笛隊などが外宮火除橋前広場に駆けつけ巡拝団を出迎えた

揃いの半被で巡拝団をお出迎え（橿原神宮・大阪松虫支部会員）

内宮御正宮石段を上る（伊勢神宮）

御歴代天皇を偲び、奉拝（御寺泉涌寺・月輪御陵）

金剛さまに三聖地巡拝の完遂のご奉告（解脱金剛宝塔）

金剛宝塔へ参進する会員を笑顔で見送る関西地区会員 仲田座主猊下導師のもと柴燈大護摩を厳修（醍醐寺）
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を含めた御霊地各所
を巡り、金剛さまの
偉大さを学んだ。
　3日目は、男女に
分かれて健康指導を
学び、午後からは北
本スポーツセンターで、レクリエーショ
ンとスポーツで爽やかな汗を流した。そ
の後の夕食はバーベキューを楽しんだ。
　4日目は、親からの手紙を一人ひとり
が受け取り、親心の温かさに触れた。午
後は御五法修業の実修を通じて、先祖の
思いを実感する貴重な体験を得た。
　5日目は、足もみの実習を行い、その
中で西功義布教本部員が足もみ活動で得
た対話の大切さなどの体験を語った。午
後の青年部活動の時間ではゲームやミャ

　記念講演では、岡野英夫米国総長が、
昨年猛威をふるったカリフォルニア州の
山火事の犠牲者や被災者を見舞いながら
も、自然災害は地球の循環作用であり、
大自然の法則の一部であると説き、宇宙・
大自然の真理法則に合わせた生き方が必
要であると述べた。
　続いて、ディーコン（開教師補佐）の任
命式が行われ、ジョアン・城石氏とジュ
ン・田中氏の両名が新たに任命された。
　また今回、夏に開催される青年サマー
ユースキャンプのアドバイザーとしてご
協力を頂く金光教のヤノ先生を迎え、ご

　3月24日から29日までの5泊6日で、
青年コースの研修が御霊地・解脱研修セ
ンターにて開催された。全国から集った
15歳から22歳までの25名の青年男女
が、共同生活の中でお互いに親交を深め
ながら、共に研鑽を積んだ。
　初日、開講式の後、「み教えの基本」を
テーマに宮坂保徳教育部長より講話があ
り、その後、勤行の意味と先達の作法を
学び、以降、最終日まで毎朝夕の勤行の
先達を各班が順番に担当した。
　2日目の午前中は、奉仕活動の一環と
して、立教90年記念の大祭に向けてプ
ラカード作りを行い、研修生は楽しく作
業に取り組んだ。午後からは「金剛さま
のご遺言」をテーマに西脇武利教育部主
任の講話の後、解脱金剛記念館、宝物館

　4月 8日、カリフォルニア州サクラメ
ント御霊地にて第137回米国解脱教会春
季大祭が開催された。前日まで降り続い
た雨もあがり、春の日差しを受けながら、
多くの会員が集った。
　五智聖堂内で行われる第1部式典に先
立ち、司会のヒサト・辻村氏より、今回
の大祭から、従来の勤行法則からアメリ
カの文化に合わせた新しい勤行法則が採
用されることが発表され、新たな気持ち
で拝礼行事を行った。
　その後、ジャクソン伊藤氏の先達のも
と萬霊大供養が行われた。

青年コース

第137回 米国解脱教会春季大祭

金剛さまの懐に抱かれて

大自然の法則に合わせた生き方を

ンマー・スタディツアーの報告等を通じ
て青年部での学びの重要性を伝え、宮原
秀治青年本部長が自身の体験を通じて、
青年部活動の大切さを述べた。夜には初
日から各班で練習を重ねてきた創作ダン
スを披露、研修最後の夜を共に惜しみつ
つ楽しいひと時を過ごした。
　最終日は、お山で感謝とお誓いのお百
度ではじまり、「お誓いのスピーチ」では
研修生一人ひとりが今回の感想と金剛さ
まへ今後のお誓いを発表した。
　最後は、参加者全員で肩を組んで歌を
歌い、感極まる中、研修生は互いに大祭
などでの再会を誓い終了となった。
　参加者の感想では「最初は嫌々参加し
ていたが、法友ができて充実した研修に
なった」「御五法修業を初めてさせていた
だき、霊動があって感動した」などの喜
びの声が聞かれた。

協力に対する感謝状を贈呈した。
　第1部の終わりに、米国解脱教会のオ
フィシャルTシャツのデザインを決める
「Tシャツコンテスト」の優勝者が発表さ
れ、ボビー・向井氏とシンディ・辻村氏
に優勝賞金100ドルが贈られた。
　続いて第２部・柴燈護摩の儀が導師・
瀬部明開教師のもと不動明王前で厳修さ
れた。その後、青天井の御霊地の境内で
咲く桜の花に春の訪れを感じながら、女
性部を中心とした会員の奉仕によって用
意されたおにぎりとうどんを頂き大祭を
締めくくった。

奉仕活動、みんなでペンキ塗り 白熱した騎馬戦

満開の桜の下、参加者全員で記念撮影

好天のもと柴燈護摩の儀が行われたディーコンの任命証を持つ白石氏と田中氏 Tシャツコンテストに優勝した辻村氏と向井氏
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　出講者研修が各地で行われている中
で、2つの教区を紹介する。
　中国第2教区では2月25日、広島千
年支部に24名が集い、行われた。午前
10時に拝礼行事、瀬尾正照中国第2教
区長の開会挨拶の後、ディスカッション
では、感謝会の意義や活動方針の再確認
など意見交換があり、午後は担当の安達
武寿指導員より「出講者のお役目につい
て」をテーマにした講話に学び＝写真、
質疑応答、閉会挨拶と進み、最後に布教
推進祈願の天茶供養七巻を行い、立教90
年の本年を、より自覚をもって精進して
いくことを誓いあった。
　同日、北海道々南教区が札幌道場にて

行い13名が集った。午前11時に拝礼行
事、開会挨拶、車康平道南教区長挨拶の後、
井上公郎指導員より「教区出講員の心得」
「本部布教活動方針」についてそれぞれ講
話があり、具体的な心構えを示した。午
後は車教区長より出講時の講話内容とし
て、教区活動目標や記念大祭・70年祭へ
の参加の呼びかけ、五法則に基づいた報
恩奉仕の実践、秘義三法の徹底、茶話会
の拡充等が挙げられた。その後、質疑応答、
終礼行事で閉会となった。

出講者の心得学ぶ
各地で出講者研修

　4月15日、都立慰霊堂（東京都墨田区）
にて第7回東京大空襲犠牲者の供養並び
に平和祈願祭が行われた。
　慰霊堂には、関東大震災犠牲者（5万
8千余名）並びに東京大空襲犠牲者（10
万5千余名）、併せて16万3千余体の御
遺骨が安置されている。
　当行事は、都民として空襲の惨事を忘

れず後世に語り継ぐと共に真心の供養を
捧げることを主旨に、平成17年より2
年に1度首都圏教区合同で開催している。
　午後3時 15分、首都圏コーラス隊に
よる歌で始まり、一同礼拝、焼香、献納
の儀に続いて、廣川貞雄首都圏協議会代
表役員が諷誦の文を奏上。その後、般若
心経を唱え供養塔及び天茶の撒き供養を
厳修し、心から冥福を祈った。
　最後に、出講の宮島喜逸指導員が戦時
中の自身の体験を交えながら、供養の尊
さを述べられた。

　春の陽射しが強く感じられた 4月 8
日、毎年恒例となっている津之守弁財
天と金丸稲荷神社の祭礼が荒木町町会
の主催で行われ、午前 10時より荒木町
公園にて春の野点が催された。
　町会関係者や会員、また通りがかり
の一般の方も立ち寄り、艶やかな着物
姿の本会女性職員や女子青年たちのお
点前のお茶を堪能していた。

冥福を心から祈る
第7回 東京大空襲犠牲者供養

花びら舞う中で野点
春の野点

　甲信教区では2月 25日、教区修法研
修会が長野岩村田支部にて開催され、34
名が参加した。参加者全員が仲介を正し
く理解し実践できるようになることを目
標に、午前10時半より開会。午前中は
白木好雄教区長の挨拶に続いて本部より
出講の岩田始指導員の丁寧な講義に学
び、午後からは2組に分かれて御五法修
業の実修を行った。その後、質疑応答の

時間が設けられ、終礼行事をもって午後
3時閉会した。
　3月 18日には、中部圏域支部長・配
偶者修法研修会が中部道場にて開催さ
れ、同じく岩田指導員が出講した。こち

らは修法を通して、支部長の役目の自覚
を深め、支部活性化を図ることを目的に、
35名が参加。午後1時より始まり、ま
ずは岩田指導員から「御五法修業の尊さ」
をテーマに講義を受けた。休憩後は6つ
のグループに分かれて実修を行うと共
に、各支部の活性化を図るための話し合
いがなされた。岩田指導員の「まとめ」
と質疑応答の時間が設けられた後、最後
に近藤貞男圏域責任者が総評を述べ、午
後5時、終礼行事をもって閉会した。
　この2つの他にも、全国各地で修法研
修会が積極的に開催されている。

御五法修業の尊さ学ぶ
各地で修法研修会

美しい音色の首都圏コーラス隊

慰霊堂の周囲にも真心から天茶が撒かれた

中部道場にて岩田指導員の講義

第49回 
神変大菩薩碑
建 立 記 念 祭

日時：6 月 19 日（水）　午前 11 時
場所：山梨県富士吉田市 
　　　　    北口本宮冨士浅間神社境内
お問い合わせ先
　03-3353-2191（解脱会 総務部）
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　満開の桜が咲く3月25日、
第55回靖國神社参拝並びに
千鳥ヶ淵墓苑戦没者供養祭（天
茶まつり）が行われ、140名
の参加者が祈りを捧げた。
　式典に先立ち千鳥ヶ淵戦没
者墓苑にて、天茶娘に扮した
女子青年が一般参拝客に天茶
を振舞った。午後1時、鼓笛
隊を先導に靖國神社拝殿前ま
で参進。その後、鼓笛管楽器
隊が「海ゆかば」を演奏。献
納の儀、玉串奉奠、拝礼行事

に続いて「英霊に捧げる言葉」
を内藤憲一相模原鶴間支部長
が代表して述べた。
　続いて、千鳥ヶ淵戦没者墓
苑に移動。午後2時より、献
納の儀、献花、諷誦文奏上、
和歌吟詠の後、般若心経三巻
による天茶供養が捧げられた。
本部出講の稲子知義指導員よ
り挨拶をいただき、最後に千
鳥ヶ淵墓苑奉仕会より古賀英
松理事長の謝辞があり、午後
3時、終了となった。

　東京第6教区は3月25日、
満開の桜に迎えられる中、第
52回上野彰義隊並びに上野戦
争犠牲者供養を上野恩賜公園
彰義隊墓所にて行い、当日は
親子孫、合計130名が参加し
た。今回は開会前に彰義隊遺
族の方が来られ、お線香を上
げられた。上野戦争は、慶応
4年 5月 15日、江戸の治安
維持を担う彰義隊と新政府軍
とで勃発し、多大な犠牲者を
出した戊辰戦争の一つである。

英霊に感謝の祈りを捧げ
東京第 1 教区・天茶まつり

供養に平和の大切さを思う
東京第 6 教区・彰義隊供養

　開会挨拶では朝比奈憲一教
区長が、戊辰戦争の意味や意
義に触れながら平和に感謝す
る大切さを説き、「犠牲となっ
た霊魂に真心の供養を捧げよ
う」と述べた。
　その後、教区長、支部長ら
が焼香、勤行と続き、怨親平
等供養では各支部代表者が天
茶の撒き供養を行った。加藤
英昭担任部長の閉会挨拶があ
り、最後に参加者一人ひとり
が焼香を行い、解散となった。

　東京第4教区は69名が参加し、本部
出講の宮坂保徳指導員より金剛さまのお
言葉を中心に大祭に臨む心構えを学んだ
他、「お誘い」をテーマにした体験発表で
研鑽。今回、参加を促した幹事候補や次
世代の若い会員と共に意識を高めた。
　2月25日、埼玉教区が御霊地・研修セ
ンターにて開催し90名が参加、本部より
小林正二指導員が出講した。「支部幹事に
望むこと」と題して3名の支部長が代表
して幹事へ期待を寄せる言葉を述べた他、
奉祝の各行事参加への取り組みについて
ディスカッションを行った。
　3月25日、中国第2教区が広島県「せ
ら香遊ランド」にて行い44名が参加。廣
川貞雄指導員が本部出講し「支部活性化」
と「教区活性化」の各講話から、役目を
実践する大切さや金剛さまの御精神に合
わせて生活していく大切さなどを学んだ。　
　同日、北海道々南教区が札幌道場で開
催し36名が参加。井上公郎指導員が本部
出講のもと、支部幹事の役目の再確認と
役目遂行について、さらに青少年の育成
や支部活動の一層の充実に向けて意識の
共有が図られた。

　本年度布教活動方針を受けて、支部幹
事の役目を果たすべく各地で「支部幹事
研修会」を開催。幹事たちは支部長の手
足となり会員を幸福へ導き、立教90年・
解脱金剛70年祭の本年を、支部、教区、
解脱会の発展の年にしようと研鑽した。
その中から6ヵ所の研修を伝えたい。
　1月 21日、名古屋第1教区は中部道
場で開催し近藤貞男指導員が本部出講、
133名が参加した。担当別のディスカッ
ションで幹事としての自覚を深めた他、
青少年の育成と子育て世代の母親の学び
が支部活性化につながるとの教区の考え
から、心理カウンセラーの松木徳子さん
（名古屋高蔵支部）から女性が抱える問題
や子育て世代の母親の悩みなどを学んだ。
　2月 18日には名古屋第2教区が中部
道場で、東京第4教区が本部道場で開催。
　名古屋第2教区は41名が参加し、教
区活動目標である「各家庭で茶話会、供
養会を立ち上げ、み教えを子供たちに伝
えて行こう」が3年目を迎え、現況の把
握と更なる発展に向けディスカッション
を行い、本部出講の近藤貞男指導員より
中部圏域が目指している内容を学んだ。

全国各地で支部幹事研修会 名古屋第 1教区

名古屋第 2教区

東京第 4教区

中国第 2教区
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い講義を受け、後方
では班のリーダーが
中心となり足心道の
実習が行われた。食
堂では、先に学んだ蕎麦粉を使った「蕎
麦がき入りけんちん汁」と「蕎麦つゆで
頂く蕎麦がき」「餡こで頂く蕎麦がき」の
3つのメニューを班ごと協力し合って楽
しく調理。蕎麦粉は普段、家庭ではあま
り馴染みの少ない食材だが、出来上がっ
た料理の実食では「皆で作った蕎麦がき
は不揃いだが温かい味がした」「こんなに
簡単にできるなら、さっそく家でもつく
りたい」など喜びの声が聞かれ、この実

徳島県吉野川市にある四国八十八箇所霊
場の藤井寺と焼山寺の中間にある「柳水
庵」に子供2人を含めた12名が車で集合。
持参したテーブルに天茶やお菓子を用意
してお遍路さんを待った。
　柳水庵までの急な下りの山道を、武笠
を被り、杖をついたお遍路さんがぽつぽ
つと現れ、「お接待してます。どうぞお立
ち寄りください」と声を掛けると、皆笑
顔でお礼を述べながら天茶を受けとり、

田浩和部長や副部長らが中心と
なって 1ヵ月半の準備を行い、
宮城県南三陸町の生産者から直
接買い付けたり、永田秀夫支部
長（大阪松虫支部）協力のもと
商品を手配した。
　快晴に恵まれた当日は、メディアの紹
介も後押しし、2日間で約6千名の来場
者があった。イベントは物産展の他に、
追悼の祈りや現地へのメッセージを届け
る鯉のぼり、防災についての講習会など
が行われた。
　大阪教区青年部の出店ブースは、20名
ほどの部員の積極的な呼び込みや教区一
般会員の協力もあり2日目の閉会を待た
ずに完売御礼となり、売上金は現地への
商品代と、イベント主催者を通じて東北

　3月 17日、名古屋第1教区健康指導
研修が中部道場にて開催され、合わせて
27名が参加した。
　今回の研修のメインは「蕎麦粉を使っ
た有食法」。午前10時より拝礼行事、樋
口勉教区長の開会挨拶に続いて、柴山晴
美健康指導委員から、蕎麦に含まれる成
分やその効用について説明を受けた。
　その後、参加者は3班に分けられ、中
部道場前方と後方、食堂の3ヵ所を順番
に回ってそれぞれ違うプログラムを学ぶ
スタイルで進められた。
　道場前方では、出講の堀川剛史指導員
より健康指導の実技を交えた分かりやす

　四国東教区青年部は、四国の文化となっ
ている「お接待」を行った。

　「お接待」とは、厳
しい修行をしている
お遍路さんに食べ物
や飲み物、また休憩
所を提供したりする
布施行のこと。
　快晴となった3月
25日午前9時半に、

　大阪教区青年部は3月10日、11日に、
大阪市浪速区の湊町リバープレイスにて
開催された震災復興支援イベント「第7
回LOVEフェス3.11」の物産展ブースに
出店した。
　本イベントへは、日頃から震災復興支
援にボランティアとして携わる会員の仲
介を経て、大阪教区青年部として「東北・
熊本の味 “猛逸品”」と銘打って出店。横

名古屋第 1 教区・健康指導研修

蕎麦粉を使った有食法

四国東教区 お遍路さんに天茶のお接待

大阪教区 復興支援イベントに出店

習を通じて一人ひとりが「喜んで感謝で
美味しく頂くことの大切さ」を、身をもっ
て学ぶことができた。
　最後に、近藤貞男圏域責任者が総評を
述べ、「今日の学びを必ず日々の生活の中
で実践させていただきましょう」との力
強い言葉で、教区健康指導研修は盛況の
うちに幕を下ろした。名古屋第1教区で
は、今後も支部や家庭で実践できる研修
を企画していきたいという。

ベンチに腰かけて休憩をとった。
　当日は正午までお接待を行い、立ち寄
られた10名ほどのお遍路さんを迎え入
れ、温かな会話を交わした。

支援募金の寄付とした。
　東北への直接的な支援が難しい中、「少
しでも復興支援活動に携わってもらいた
い」「青年部として社会に役立つ活動をし
たい」という青年部役員の思いが形にな
り、大成功を収めた。
　また、ブースを訪れる方に団体名を尋
ねられることがしばしばあり、「解脱会の
方と東北で一緒にボランティアをさせて
もらった」という方も現れ、不思議な縁
を感じる出会いもあったという。

堀川指導員が分かりやすく伝えた班ごとに楽しく調理した

各地で活発に青年部活動

物産展は全 22ブースが出店した

来場者にサンプルを振る舞いながらセールス
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　四国東教区子ども会では、毎月、徳
島大和支部近隣の桜間神社の清掃奉仕
を行っている。これは子供たちをお守
りくださるご祭神（このはなさくや姫）
への報恩行、また徳積みの一環として
８年前から行っている行事。
　開催した 3月 25日は、徳島大和支部
道場に 21名の親子らが集い、午前 7時
半に拝礼行事＝写真、10分間のお浄め、
教区流産無縁・幼児無縁の霊魂に対し
て般若心経七巻の天茶供養が行われた。
その後、桜間神社に移動して清掃奉仕
を行い、境内の掃き掃除や社殿内も丁
寧に拭き掃除をして 10時半に終了、現
地解散となった。まったく遊びのない
行事だが、真剣に勤行や清掃に取り組
む子供たちの表情は輝いていた。

　大阪教区子ども会では、毎年、大阪
布教連絡所の氏神様「生魂神社」の清
掃奉仕を行っている。
　3月 31日は 5支部より子どもから大
人まで合計 21 名が参加。その中で、3
名の子どもが始めて参加した。
　午前 10 時に拝礼行事と主旨説明を
行った後、社務所の職員より清掃の仕
方を教えていただいてから作業に取り
かかった。初めて参加した子もすぐに
馴染み、支部を超えて参加した皆が協
力しあう場面もあり、明るく活気に満
ちていた。終礼行事の後は昼食となり、
隣接する公園で、全員でお弁当を美味
しく頂いた。その後はレクリエーショ
ンを行い、子供たち同士がさらに交流
を深めることができた。

　2 月 18 日、岡山三和支部は、18 回
目の子ども会を開催。「写経」をテーマ
に親子孫 15名が支部道場に集った。
　当日は午前 10時半に開会。始めにプ
ログラムの流れを説明した後、拝礼行事
に続いて賞品付き「プレイじゃんけん」
で盛り上がり、その後、お浄めをして
心を落ち着かせてから写経を行った。
　前回（3年前）に行った写経では、子
供たちはひらがなの手本を基に書いた
が、今回は子供たちの希望もあって漢
字の手本に挑戦した。大人も一緒に 30
分間を集中して行い、殆どの人が書き
終えることができた。全員で一巻の天
茶供養を行い、最後の昼食では、子供
たちが大好きな「手巻き寿司」を頂き、
嬉しそうに頬張る姿が見られた。

毎月の徳積み行
四国東教区

氏神様の清掃奉仕
大阪教区

漢字で写経に挑戦
岡山三和支部

各地で元気に子ども会活動

　金子展也さんが長年にわ
たり調査研究を重ねてきた
労作がこの度、『台湾に渡っ
た日本の神々』（潮書房光人
新社）として発刊された。
　金子さんは商社勤務で台
湾に在住していた頃、日本
が統治していた時代に造営
された神社に興味を持ち、
神社跡地等を探索・取材し、
15年かけて230社の来歴・
現状を450点もの写真を掲
載し、まとめあげた。
　前作の『台湾旧神社故地
への旅案内』（神社新報社）

は案内書だったが、今回は
内容面で格段の充実を加え、
日台関係の貴重な歴史研究
書として注目されている。
　今後、台湾への恩返しの
ために中国語に翻訳して台
湾での出版を検討している。

すぽっとらいと 新刊のご案内

台湾の神社跡地を研究
東京第3教区・杉並支部

金子 展也さん（67歳）

　過去に機関誌には発表されたものの、これまで単行本では
紹介されていなかった先覚者たちの思い出が数多く収録され
た『金剛さまの思い出』シリーズの最新刊を春季大祭にて発

刊いたします。今巻には、一心
に会員の幸せを願い力を尽くさ
れた金剛さまのお姿や慈悲深い
会員へのご指導が『続・金剛さ
まの思い出』（昭和55年初版）
を再編集した内容と共に掲載さ
れています。
　今なお色あせないご指導は、
現代に生きる私たちに向けて遺
された宝です。ぜひお買い求め
ください。

金剛さまの思い出
第6巻

定価1,000円（税込）



（8）　平成30年（2018年）5月1日　Newsletter

7月度研修「ビューティ& ヘルスコース」開催
●期日：7 月 21 日（土）〜 22 日（日）●会場：武蔵御嶽神社（奥多摩）・宿坊「憩山荘」

●対象：どなたでも参加できます　●定員 30 名　●研修費：10,000 円（中学生以上）

●申込締切：6 月 22 日（金）　●御霊地発着便あり／オプションで滝行あり

●申込み・お問い合わせ：解脱会教育部　健康指導・研修係 （TEL03-3353-3667）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 御霊地健康指導室（TEL048-593-0190）

●期　日　平成 30年 10月 14日（日）
●テーマ　行こう！こころのふるさとへ
●スローガン　「我らの大祭　あなたが主役」
　　　　　　〜霊気満ちあふれる御霊地で、家族・仲間とともに〜

●開　式　午前 10時 30分
　　第1部　先祖と私、私と子孫をつなぐ祈り
　　　　　　 祈り……神仏、先祖、先覚者、万物万霊に祈りを捧げる

　　第2部　みんなで創る立教 90 年記念大祭
　　　　　　 交流……90 年の祝賀。仲間、家族とともに、心一つに楽しむ

●閉　式　午後 2時（中締め午後 1時）

記念大祭の趣旨　──立教100年に向けて躍進を誓う──

本部布教活動方針「修験実証・み教えを素直に実践　家族ぐるみで学ぶ幸

せづくり」の集大成として、大祭を 1 日で開催し、全国会員一万人が御霊

地に結集し、先人先覚者のお霊魂に感謝の祈りを捧げつつ、会員相互が絆

と友好を深め、世相浄化と世界平和の建設に向けた行動の誓いを新たにし、

立教100 年に向けての躍進（教勢の拡大）を誓う。

奉祝 立教90年 第173回 秋季大祭

New 天茶供養器
　多くの皆さまのご要望に応え、プラスチック製の供養器
が登場しました。ご高齢の方にとっても軽量で扱いやすく、
新入会員の方にもお求めやすい価格の供養器です。金剛さ
まがお遺しくださった尊い天茶供養を通じて、一人でも多
くの方に幸せになっていただくために、そして、いつまで
も続けていただけるようにと、祈りをこめて作りました。

5月 1日発売！
定価4,000円（税込）

丈夫で軽量！
持ちやすい！

扱いが簡便です！

＜特　長＞
・周囲に折り返しの取っ手があるので、安心して持ち運びができます。
・重量は 550グラムと軽く、材質もABS樹脂で耐久性も十分です。
・底面には二本の山があり、最大 28基の供養札が立てられます。
・内面はなめらかで洗いやすく汚れも付きにくく、扱いが簡便です。
・これまでよりも値段が安く、新入会員にもお求めやすい価格です。
・サイズ：高さ 255×幅 390×奥行 280㎜

●ご購入・お問い合わせ：解脱会事業部（TEL03-3353-2191）


