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今月のみさとし／天地自然の法則は個人の幸福であり、国家、社会の幸福である。（『ご聖訓』第二巻３８頁）
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第141回  解脱金剛御生誕祭

制限解除で、会員の笑顔満ちる御霊地

頌徳碑前にて慶讃文を奏上する岡野理事長

式辞を述べる岡野理事長

「御生誕祭の歌」を斉唱

御法要で焼香をする岡野茂樹当主

謹んで新年のお慶びを申し上げます
令和4年元旦

　この日の御霊地は、新型コロナの感染
防止対策が万全にとられた一方、参加人
数制限が解かれ、全国から多数の会員が
集い、再会を喜び合う笑顔に満ちていた。
　御生誕祭前日の 27 日は、まず午前 10
時半より岡野英夫理事長をはじめ本部役
職員により奉告祭を執行。正午からは、
五輪宝塔前で金剛さまの御生誕祭を祝し
て全国の会員が捧げた灯明の献灯式と支
部活動目標奉告之儀が行われた。
　御生誕祭当日の 28 日は、まず午前 10
時より岡野御本家にて岡野御本家先祖
代々之御法要が根岸洋明多聞寺長老を導
師に営まれ、屋内には岡野御本家ご家族
と岡野理事長や本部役員が列席、お庭に
は大勢の会員が参列した。御法要の後、

早川廣美常任理事が解脱会を代表して挨
拶し、岡野茂樹当主が謝辞を述べた。
　御生誕祭式典は正午開式。厳粛に進む
中、岡野聖憲師頌徳碑前にて岡野理事長
が慶讃文を奏上した後、献華之儀では、
岡野理事長ら本部役員は五輪宝塔、全国
教区長は頌徳碑へと菊花を捧げた。
　式辞では、岡野理事長が昨今の世相を
鑑み、次のように述べた。
 「時はまさに、解脱金剛さまが並々なら
ぬ苦労を乗り越え立教なされた時代に類
似した様相を呈しています。私たち会員
は常に解脱金剛さまの霊魂と共にありま
す。解脱金剛さまの第 141 回の御生誕祭
にあたり、同行二人の自覚を持って、ど
のような時にも宝号を念唱しつつ、何も

のにも恐れず、解脱行願に邁進すること
をお誓いさせていただきましょう」
　続く三宮幸雄北本市長からのメッセー
ジでは、会員へ歓迎の挨拶の後、11 月
に北本市が市制 50 周年を迎えたことに
触れ、本会へ日頃の協力への謝意を表し、
最後に温かい祝福の言葉が贈られた。

式典前に献灯台へ火を灯す会員

　爽やかな秋晴れの中、金剛さまが御生誕された 11 月 28 日、令和 3 年の六大行事の最後となる第141回解脱金
剛御生誕祭が御霊地で盛大に開催された。

　今回、東京ブロック青年部 OB ９名の
奉仕により、インターネットを通じて御
生誕祭式典の模様がライブ配信された。
この録画映像は、解脱会ホームページ会
員専用ページから視聴できる。

配信スタッフ活躍中

誕生日ケーキの奉納
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　晩秋から初冬の気配を感じる奥播磨宍
粟の地で、第 82 回宍粟萬霊魂祭塔建立
記念祭が解脱会本部主催、兵庫教区主管
で 11 月 23 日に厳かに執り行われた。
　新型コロナの感染が予断を許さないこ

　11 月 20 日、長野県信
濃町の黒姫出張所にて第
53 回天茶収穫感謝祭が行
われた。今回もコロナ禍の
ため、岡野英夫理事長はじ
め本部役職員の代表のみで
執り行われた。

　当日は秋晴れの中、まず式典に先立ち、氏神様である諏訪神
社と赤渋神社を参拝。黒姫出張所へ移動した後、黒姫弁財天社
大神社・天圀蔵五柱五成大神社を参拝した。
　式典は、正午より黒姫支部道場にて厳粛に開催。開式の辞、
修祓、献饌、祝詞奏上、玉串奉奠、拝礼行事と滞りなく進み、
参列者一同で天茶の収穫に真心からの感謝を捧げた。なお、直
会は感染症対策より中止となった。

とから、現地では教
区出講員以上による
代表参拝となった
が、今年は兵庫教区
の英知を結集して初
のリモートによるオ
ンライン中継が行わ
れ、教区役員からは

「関西圏域はもとよ
り、全国の会員にも
82 年間、脈々と受

け継がれてきた宍粟萬霊魂祭塔建立記念
祭の様子を御覧いただけたことは、私た
ちにバトンを受け渡しくださった先人先
覚者の霊魂に喜んでいただけたことと思
う」との喜びの声が聞かれた。

　式典は厳粛に進められ、その中で式辞
に立った畠田真吾教区長は、「宍粟萬霊魂
祭塔は世界平和の指揮塔」と、塔の深い
意義を述べた。その内容を受けるように
本部出講の柴田正美指導員は、「感謝報恩
の誠を以て萬霊魂を祀ったのだから、そ
の心を以てこの塔に額ずけば誰もが幸せ
になれる」と、昭和 15 年 11 月 21 日の
同塔開眼式での金剛さまのお言葉を紹介。
そして「金剛さま御自ら、交通手段の整っ
ていなかった 82 年前に当地まで足を運
んで揮毫され、塔に額ずく者の幸せを御
祈願された。その宍粟萬霊魂祭塔への尊
者の思いは、先人先覚者へ受け継がれ私
たちへと託された。今度は私たちがその
思いを次世代に伝えていけるよう努力精
進しましょう」と、力強く訴えた。
　最後に塔前にて記念撮影。歴史の1ペー
ジとして語り継がれる一枚となるように
と、更なる精進を誓い合った。

　冬晴れの 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冬祭
が行われ、解脱会員や地元
住民が参集した。
　同弁財天は、金剛さま御
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、廣川貞雄相談役による祝詞奏上に続いて岡野英夫理
事長、廣川相談役、津之守弁財天崇敬会の稲子知義会長と荒木
町町会関係者が玉串を奉奠し、日頃より御守護いただいている
ことに真心から感謝の祈りを捧げた。祭典終了後、会員たちは
金丸稲荷を参拝、午後からは報恩日行事に参加した。

天茶の有り難さを忘れない
黒姫出張所・天茶収穫感謝祭

日頃の御加護に感謝捧げる
津之守弁財天・冬祭

初のリモート配信で英知結集
第82回宍粟萬霊魂祭塔建立記念祭

　11 月 20 日、今年最後の仲介者養成 1
日コースが御霊地・解脱研修センターに
て開催された。参加者は 31 名、今回も
仲介初心者から、仲介者としてのレベル
向上を図りたい研修常連者まで様々な顔
ぶれが集まった。また新たな試みとして、
講義後に班別実修を行う従来のやり方を
変更し、先に実修時間を設け、さらに講
義によって各自の学びを深めるという順
序でプログラムが進められた。
　開会に先立ち、司会より研修中のコロ

修業者自身の気づきを促す
仲介者養成コース

ナ対策の諸注意や研修後の体調確認など
について説明があり、安心安全に研修を
進めるための理解と協力が求められた。
　午前 10 時より拝礼行事、大賀光夫修
法部長の開講挨拶と進み、続く実修では
2 会場に分かれて、10 班で研鑽を深めた。
その後は、前回の参加者アンケートに寄
せられた「もっと講義で学びたい」との
要望を受け、修法シートより「神関係」
と「霊動が感知できない場合」の 2 つの
項目について、大賀修法部長と岩田始修

法部次長からそれぞれ講義を受けた。
　最後にまとめとして、田村和彦常任理
事が支部での御修業における様々な実例
をあげながら、「前へ出すぎることなく、
修業者自身が気づけるよう促していくこ
と」と仲介者のあるべき姿勢を伝え、午
後 4 時半、終了した。
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解脱金剛奉賛会報
解脱金剛奉賛会は、人類の福祉と世界平和を目指し立教された解脱金剛尊者のご精神に帰依する方々により「解脱会の財
政確立をはかることによって、解脱金剛尊者に報恩の誠を尽くす」との目的で、昭和46年7月1日に結成されました。
以来、奉賛会員の真心からなる財施の結集で、解脱会に必要な数々の事業に奉賛してまいりました。尊者へ捧げる浄財は
必ず自他の幸福をもたらします。この目的に賛同されまして、多くの方々の参加を念願いたします。

奉賛会幹事長 服部　宇之輔

■挨拶

設立50年の成果を基に、
  新たな実績を積み重ねよう

●入会のしおりをご活用ください

問い合わせ・申し込みは 　「解脱会本部 総務部 」まで
Tel  03-3353-2191　Fax 03-3353-3055

え、苦しんでいる人が多くいます。こう
した状況を心におき、コロナ禍収束を祈
り、本部布教活動方針「世界は一人の心
から、平和は一人の祈りから」に則り、
引き続き「世界人類怨親平等供養」の天
茶供養をさせていただきましょう。
　奉賛会では、昨年 7 月に設立 50 年の
大きな節目を迎え、この記念すべき佳節
にさまざまな企画を行いました。ニュー
スレターにおいては、1 月から１年間に
わたり奉賛会に入会された方々の体験談
が掲載され、また解脱誌 7 月号には、記
念特集として座談会などが掲載されまし
た。さらに 7 月 1 日には、全国各直轄道
場において記念報恩日が開催され、奉賛
会の 50 年の活動を振り返る映像なども
放映されました。その他には、奉賛会員
の皆様への記念品として、金剛さまのご
指導を優しく学べるイラスト入りの『げ

　明けましておめでとうございます。
　新型コロナウイルス感染症の拡大に
よって世界中の政治・経済・社会などの
活動が大混乱となって２年が過ぎようと
しています。ワクチン接種が進む中、昨
年 10 月に第５波の感染拡大に対する緊
急事態宣言が解除され、収束の兆しが見
えるものの、まだ予断を許さない日々の
中、会員の皆様におかれましては粛々と
新年を迎えられたことと拝察いたします。
　昨年は、感染拡大の影響で 1 年延期さ
れていた東京オリンピック・パラリンピッ
クが緊急事態宣言の中に開催されました。
感染予防のため無観客という異例の大会
でしたが、関係者の協力やコロナに負け
まいと奮闘する各国選手の熱戦に、世界
中の人々が勇気づけられました。
　その一方で、欧州やロシアなどで再び
感染拡大の状況もあり、未だに感染に怯

だつ日めくりカレンダー』を製作し進呈
させていただきました。
　こうした活動を展開した昨年は、多く
の人に奉賛会の活動を正しく伝える良い
機会となり、それは毎月 10 名以上の方々
が新たな会員となられるなど、大きな節
目から多くの新芽が芽吹くような実りあ
る年となりました。
　設立 51 年を迎えた本年は厳しい財務状
況の中、解脱会本部、御霊地、解脱研修
センター、直轄道場の経年劣化による補
修・整備での維持管理の実行と布教活性
化のための圏域教区・支部の充実、青少年・
女性部の人材育成と活動支援に引き続き
皆様の真心を注いでまいります。
　立教 100 年に向けて、金剛さまへ報恩
行の真心を結集させていただきましょう。
会員の皆様の御健康と御多幸を心よりお
祈り申し上げます。

奉賛会は幸せの種蒔きです
奉賛会に入会しましょう

奉賛会の
ホーム
ページを
ご活用ください
　解脱会ホーム
ページの会員専
用ページから移
動できます。

奉賛会の

ページを
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ム他プロ　グラム更新費
　○本部植栽管理等
■御霊地関係
　○御霊地お山各所植栽伐採工事
　○第２・第３駐車場入口ゲート改修工

事
　○解脱研修センター・地下受水槽・地

上置換新設工事
　○解脱研修センター・南側・西側壁面

塗装・
　　ボイラー室防水工事
　○解脱研修センター・エレベータ改修

工事
　○解脱金剛宝物館・ガラス壁、天窓コー

キング工事

　○解脱錬心館・空調新規入替工事
　○解脱錬心館・防水修繕工事
■湘南道場
　○植木剪定及び消毒
　○敷地測量費
■中部道場
　○植木の剪定
　○耐震検査費用
■関西道場
　○道場内・宝塔周辺植木剪定費用

　解脱金剛奉賛会40年表彰

　苫小牧豊川支部   小金澤 敏郎

　長岡常盤町支部

　新潟加茂支部　　清水  隆善

　高崎中央支部　　塚越　  弘

　与野鈴谷支部　　斎藤  辰巳

　埼玉入間支部　   関谷 伊和男

　埼玉北本宿支部　笠原  　明

　埼玉北本宿支部　岡野  成高

　埼玉北本宿支部　早川  廣美

　埼玉北本宿支部　高麗  興隆

　埼玉北本宿支部　永沢  文隆

　埼玉北本宿支部   高島 いま子

　更埴八幡支部　　武井  達郎

　更埴八幡支部　　武井  郁郎

　茨城真壁支部　　初沢  崟億

　千葉八幡支部　　田仲  浩子

　日野台支部　　　太田  幸治

　日野台支部　　　山田  盛和

　立川柴崎支部　　町田  早平

　目黒三谷支部　　金城  多希

　目黒三谷支部　　草場  徳雄

　雑司ヶ谷支部　　矢嶋  章八

　川崎中島支部　   岩瀬 美恵子

　川崎中島支部　　渡辺  孝彦

　川崎新城支部　　松原  和仁

　刈谷新富支部　　政年  美徳

　豊田越戸支部　　加納  克己

　名古屋町北支部　三島  義廣

　名古屋仲田支部　高橋　  洋

　名古屋堀田支部　加藤  芳邦

　愛知平和町支部　服部  邦俊

名古屋西味鋺支部  松原  儀明

　勝山旭支部　　　三屋  眞一

　長浜神前支部　　三宅  和美

　京都洛東支部　　山　  克明

　伊賀上野支部　   山本 とし子

和歌山御膳松支部  山下  重良

和歌山和佐中支部  栗栖  英幸

　神戸中央支部　　田中　  孝

　姫路天満支部　　大坪  弘徳

　丹波山南支部　　笹倉  範久

　解脱金剛奉賛会30年表彰

福島明治支部　　斎藤  浩一

仙台岩切支部　　岩間  秀輔

新潟葛塚支部　　中村  恭彰

群馬水上支部　　高橋  征一

春日部大砂支部　本澤  菊江

　 川越元町支部 小林　  進

埼玉北本宿支部　伊藤  喜好

埼玉北本宿支部　室田  芳子

　秩父三沢支部 内田  浩生

　茨城小田支部 飯塚  健一

　あきる野支部 須藤  満子

　あきる野支部 秋山　  勉

川崎宮崎台支部　阿部  敏彦

日本橋中央支部　櫻井  雄二

日本橋中央支部　綾部  庄一

日本橋中央支部　水野  伸爾

　北赤羽支部 清水  紀江

　北赤羽支部 佐藤  正隆

　大森八幡支部 関 　 敏雄

　梅屋敷支部 宮崎 　 登

　大岡山支部 小池  貞子

　台東支部 嶋田  清和

　川崎中島支部　   角田 富美子

　横浜日吉支部 蔵方  弘泰

神奈川大井支部　小泉　  保

神奈川大井支部　前田  常和

名古屋則武支部　後藤  英生

名古屋則武支部　柴田  善明

名古屋仲田支部　坂田　  久

　敦賀港支部 平林  政枝

　敦賀港支部 山瀬  般宏

　敦賀港支部 中村　  誼

　滋賀びわ支部 久保田 信子

　大阪南支部 田中  角栄

　川西栄町支部 徳山  真弓

　和歌山東支部 橋本  和紀

和歌山貴志川支部　 米田  　勲

和歌山和佐中支部 新山  茂利

和歌山和佐中支部 馬谷  浩明

神戸中央支部       柴山  博美

　神戸中央支部 中山  悦子

　兵庫伊丹支部 櫻井  慎一

　明石太寺支部 村社  　均

岡山灘崎町支部    小野  和也

香川多度津支部    藤原  紀子

　松山垣生支部 浮田  　巖

筑後西牟田支部　桑野  辰彦

　佐賀有田支部 田中  義則

　大分西支部 森下 紀代子

　大分東支部 玉井  　彰

　熊本大津支部 池松  康博

大分城原支部　   進司 ミチ子

　沖縄那覇支部 福里  勝子

　　　＜順不同・敬称略＞

解脱金剛奉賛会・表彰者
令和3年度

■助成事業
　○支部活動費の助成
　○教区活動費の助成
　○圏域制に対する助成
　○本部及び直轄道場維持管理費
　○遠隔地区布教活動助成
　○支部長研修の助成
　○新支部長 • フォローアップ研修の助              

成
　○青年部活動の助成
　○こども会活動の助成
■本部関係
　○本部道場空調改善工事
　○支部台帳プログラム改造費
　○奉賛会・解脱金剛宝塔内斎祀システ

　今回ここにお知らせします奉賛事業報告は、上述の年度に完了した事業です。

なお、奉賛事業とは、奉賛会資金により行われる解脱会事業を指します。

令和２年度 奉賛事業報告
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■助成事業

　○支部活動費の助成

　○教区活動費の助成

　○圏域制に対する助成

　○本部及び直轄道場維持管

理費

　○遠隔地区布教活動助成

　○支部長研修の助成

　○海外教会研修費等

　○新支部長・フォローアッ

プ研修の助成

　○青年部活動の助成

　○こども会活動の助成

　○女性部活動の助成

　○教区三担当者研修の助成

　○海外教会研修の助成

■本部関係

　○放送設備機器交換費

　○リモート会議システム整

備費

　○本部植栽管理等費用

　○会議用テーブル購入

■御霊地関係

　○設備・備品等修理費

　○北本スポーツセンター・

植栽管理工事

　○北本スポーツセンター・

各所修繕工事

　○解脱研修センター・上水

道管改修工事

　○解脱研修センター・各所

修繕工事

　○解脱金剛宝物館（記念館）・

室内照明整備工事

　○解脱金剛宝物館　建物・

付帯設備・什器備品等修

理

■札幌道場

　○各所修理

　○道場用冷蔵庫交換

■湘南道場

　○植木剪定及び消毒

　○海老名萬霊魂祭塔植木伐

採

　○シロアリ消毒

■中部道場

　○研修棟ガスヒーポン改修

工事

　○大屋根の部分修理

■関西道場

　○解脱金剛宝塔周囲及び道

場内植栽管理工事

　○解脱金剛宝塔周囲施設雑

持管理工事

は、立教百年に向けての新たな

人材育成などに力を注ぎ、特に

活動方針にある通り、次世代を

担う青年、女性部などへの助

成援助を続けていく予定です。

　また人材育成の中心である

御霊地・解脱研修センターのメ

ンテナンスを進め、基礎部分の

改修工事などを行う予定です。

　会員の皆様には、このような

奉賛会の有益な活動に対して、

より一層のご理解とご協力をお

願い致します。

　令和 4 年は、２年間にわた

る新型コロナウイルス感染症に

よる混乱を経て、ワクチン接種

の浸透などにより、ウィズコロ

ナ、アフターコロナにおけるさ

まざまな活動が活発化する年

と言われています。

　その一方、脱炭素や SDGｓ

などが経済活動の基本として

重視される中、技術的にも経

済的にも新たな競争が始まる

年でもあります。

　こうした大変革期の中、奉

賛会では、昨年、設立 50 年

の佳節を迎え、奉賛会に寄せ

る関心が高まる中、金剛さま

にお報いしたいと願う新入会員

を多く迎え入れることができま

した。これはひとえに金剛さま

に帰依する会員の心と各支部

長のご指導の賜物と感謝して

おります。

　さて、解脱会では昨年に続き、

「霊性の浄化と魂の覚醒を〜世

界は一人の心から　平和は一人

の祈りから〜」を本部布教活動

方針として活動を展開していく

ことになりました。

　奉賛会においては、コロナ

禍による経済不況の中、財務

状況も厳しさを加える今年度

立教百年に向けた人材育成

解脱練心館空調装置改修

解脱会本部空調装置改修

　解脱金剛奉賛会は事業を行うものではなく、解脱会
が行う事業に対して資金援助をするものです。現在で
は特に上図のような事業に対し、奉賛しています。

令和4 年度奉賛事業計画

　　　　奉賛事業・告知板
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奉賛会体験

ています。
　わが家は酒屋を営んでいますが、周り
の同業者が半分以下に減った中でも何と
か生活できているのは、金剛さまのお蔭
さまと信じているからです。
　しかも政府からの持続化給付金も受け
られ、「本当にこういうことがあるんだ。
金剛さまが空手形は出さないと申された
が、このようなお恵みを受けさせていた
だけたことは神先祖のお蔭さまだ」と、
改めて感謝しております。
　現在は、商売は大変厳しい時です。日
本全国が困難の時ですが、解脱会の会員
さんは、目に見えないお恵みを頂いてお
ります。私もみ教えを信じて、気を引き
締めて行じていく覚悟を持ち、さらに頑
張っていこうと思います。昨年 1 月には
妻も新たに入会させていただきました。
私自身は、さらに一口入りました。とい
うのも、奉賛会のバッジが見つからなく
なってしまい、このバッジが欲しかった
からです。普段は付けませんが、今度は
付けてみたいものです。
　奉賛会へ入会するのに資格は必要あり
ませんが、お金は良い所に使えば必ず
返ってくるものです。「出入口」という
言葉がありますが、入出口とは言いませ
ん。出すことが先です。金剛さまへのお
返しの行として、少しでも役に立ちたい

私 が 奉 賛 会 に
入ったきっかけ
は、ある日、突然、

父に呼ばれ、「私は奉賛会をやめるので、
これからはお前が会費を納めなさい」と
言われたことでした。奉賛会のことは前
から知っており、毎月一万円だから何と
か払えると、私は引き継ぎました。この
時、奉賛会設立に携わった前支部長であ
る父が、金剛さまとある約束をしたと話
してくれました。詳細は不明ですが、多
分、納める金額を金剛さまと約束し、父
は達したので私に引き継がせたのです。

「お金は天に貯金するものだよ、神仏に
お金を使うことが一番大切だ」と父は
常々言っておりました。父から受け継い
だ奉賛会会員番号は「2」でした。この
番号は本当にすごい、有り難いと今も思
います。昨年は奉賛会が設立 50 年とい
うことで、金剛さまへの恩返しが少しで
もできていると思うと幸せな気分になれ
ました。
　現在、コロナの影響で、世界的に大変
な時代になってしまいました。解脱会で
も行事はほとんどが縮小か中止でした。
私もコロナは怖いけれども、お蔭さまで
何とか過ごせました。わが家では金剛さ
まの教えは絶対との信念を持って行じて
いれば、このコロナは克服できると信じ

と思います。
　わが家は昭和 24 年 4 月から支部を預
かっており、令和元年には創立 70 周年
を迎えさせていただきました。一口に 70
周年と言っても、これはすごいことです。
前支部長は「一にも二にも会員を大切に
すること。これが一番大事だ」と、口癖
のように言っていました。せっかく解脱
の縁を頂いた会員を幸せにしなくてはい
けません。お蔭さまで、会員さんは支部
長を立ててくれています。今の時代、「宗
教が嫌い」と言う方もおり、お導きがし
たくてもなかなか導けないと聞きますが、
解脱の教えこそが人々を幸せにするもの
だと思うので、会員のことを第一に考え、
当支部の感謝会では毎回のように会員各
家の先祖供養をさせていただいています。
また、金剛さま有っての解脱です。そし
て目には見えないですが、今、生かされ
ているのは、神、先祖のお蔭にも気づか
なくてはいけないと思う次第です。
　解脱会の発展のためにも、私はこれか
らも奉賛会を続ける覚悟です。自分を清
く正しく導いてくださる解脱の教えに
よって成長してゆきたいのです。金剛さ
まの教えは絶対に狂いがないですから、
信じて付いていけば必ず幸せになれます。
　そして、奉賛会がさらに 60 年、70 年
へと続くことを心から願います。

金剛さまを信じれば必ず幸せに
埼玉教区　熊谷宮前町支部 内田 孝道さん

●奉賛会に入会するにはどのような手続きが必要ですか？
所属の支部長に申し出て、入会申込書にご記入の上、会費を添

えてお申し込みください。本部にて受付後、会員番号を付けて

会員之章・バッジ・会費納入書を支部にお送りいたします。

●入会するには何か資格がいるのですか？

資格というものはありません。奉賛会の趣旨に賛同される方な

らどなたでも入会できます。また、個人ばかりでなく団体での

入会も受け付けています。

●会費の納入はひと月毎ですか。まとめて納めることはできます

か？　また、口数を増やすには？

会費の納入は、会員さんの希望により、半年でも 1 年分でも一

括して納入できます。その場合は、納入書は 1 枚（2 枚 1 組）

に記入していただいて結構です。また、途中で口数を増やす場合

も同様です。

●会費の納入を何かの事情で休む場合にはどうすればよいのです

か？

支部長へその旨を申し出てください。なお、会費の未納が 1 年

になると休会の扱いにさせていただき、3 年になりますと奉賛

会員名簿から削除させていただきます。また、再び納入される

場合にはその旨をご連絡ください。

●奉賛会員が霊界入りした場合に、その後を家族が引き継ぐとき

はどのような手続きが必要ですか？

　霊界入り等により引き継ぐ場合には、入会時と同様に入会申込

書にご記入の上、その旨を明記してお送りください。新入会と

同じ扱いをさせていただきますが、会員番号は同一番号を引き

継ぐことができます。

●奉賛会員が結婚したり、霊界入りした場合は連絡するのです

か？

　支部長を通じてご連絡ください。奉賛会慶弔規程により、結婚

と出産には祝金が贈られます。霊界入りに際しては、弔慰金と

花環が贈られます。また、配偶者が霊界入りの場合にも弔慰金

が贈られます。なお、奉賛会員に対する表彰規程も制定してお

り、御生誕祭の折、10 年（120 ヵ月分）納入毎に本部より

表彰されます。

奉賛会Q&A
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　長浜神前支部では、10 月 30 日から
31 日に支部会員 40 名の参加により三聖
地巡拝を挙行した。これは、同支部の設
立 60 年の節目の年にあたり、支部会員
が揃って無量の恩恵に感謝し、報恩の道
に生きることをお誓い申し上げようとの
思いで企画されたもの。
　30 日朝にバス 1 台にて支部を出発し、
伊勢神宮の外宮、続いて内宮を参拝。秋
晴れの中、木漏れ日のさす参道を参進し、
一同厳粛な気持ちで参拝を行った。
　その後、内宮のおかげ横丁にて昼食、
続いて自由行動となった。コロナ禍も落
ち着きを見せており、多くの観光客で賑
わう中、久しぶりの遠出となった会員も

　東京第 4 教区では
11 月 23 日、緊急事
態宣言の解除に伴
い、実修を中心とし
た教区仲介者研修が
開催され、２9 名が
参加した。

　午前 10 時より、拝礼行事、お浄めを行い、岩田始修法部次長より「仲
介者の心得」をテーマとした講話で学びを深めた。
　午後は実修を行い、質疑応答では活発な意見や質問を交わし、岩田次
長を始めトレーナーの先生方には的確な回答を頂いた。
　令和 4 年に向けて、新型コロナウイルスで自粛せざるを得なかった
各支部の活動が徐々に戻ることを期待させる、充実した研修となった。

多く、親子参加の会員からは笑顔が見ら
れた。その後は奈良県橿原市に向かい、
この日は当市内にて宿泊した。
　31 日は、まず橿原神宮に参拝。小雨で
露に濡れた木々の葉と潤った空気の中、
身の引き締まる思いで参進し、外拝殿、
神武天皇陵を参拝後、京都へ向かった。
　午後から御寺泉涌寺を参拝。仏殿、お
よび月輪御陵の参拝後、御寺のご厚意に
より参加者全員が霊明殿内での参拝の栄
を賜り、厳かな空気の中、改めて身の引
き締まる思いで勤行を捧げた。
　最後は解脱金剛宝塔にて、金剛さまへ
日頃の御礼と共に三聖地巡拝の完遂を報
告。また、宝塔前にて瀧久和布教本部員

が出迎え、支部設立 60 年を迎えたお祝
いの言葉と共に、三聖地巡拝が無事完遂
した労いの言葉を贈った。
　最後に今庄和子支部長が、会員が一致
協力して完遂できたことの感謝と〈支部
会員は家族〉との思いのもと、今後も学
びを深めていきたいと決意を述べた。
　単独で三聖地巡拝を行うのは初めて
だったが、支部会員が思いを一つに行動
を共にし、更に学びを深めていこうとの
決意を共有した有意義な行事となった。

　東京第 3
教区が、本
部道場御神
前に設置の
和太鼓の皮
を 張 替 え、
11 月 末 に
完了した。この和太鼓は、立教 70 年の平成 10 年
に当教区が奉納。修理代には、立教 80 年に教区内
で勧募して御霊地の正参道を整備した際の残金を
充当した。石井好正教区長は「先輩方が奉納され
た和太鼓の修理ができた上に、先輩や教区会員か
ら引き継いだ浄財を意義あることに活かせたこと
を嬉しく思います」と語った。

支部活性化を目指して
東京第４教区・修法研修 東京第3教区が太鼓皮を奉納

支部会員が揃って無量の恩恵に感謝
長浜神前支部・三聖地巡拝

　11 月 7 日、杉並支部にて支部継承と
新道場落慶を祝う記念感謝会が開催され
た。本部より出講の岡野英夫理事長をは
じめその他来賓を迎え、支部の新しい門
出を共々に寿ぎ合った。
　同支部は昭和 23 年に初代支部長・泉
正信氏が田無支部より分離独立し支部を
設立。その後、娘婿の坂本朝雄氏、その妻・
久恵氏が支部長を継承し、令和3年10月、
支部幹事であった安本正己氏が 4 代目支
部長に就任。それに伴い、安本支部長の
新居へ支部道場が移された。
　午後 1 時、木の香りが芳しい真新しい

真新しい御神前で新たな門出を祝う
杉並支部・道場落慶記念感謝会

御神前に参加者が一堂に会すと、第一部
として新道場の御遷座式が始まった。修
祓、献饌に続いて安本支部長の祝詞奏上、
岡野理事長はじめ来賓、支部の代表者に
より玉串が奉奠された。続く第 2
部では、来賓を代表して石井好正
東京第 3 教区長、稲子知義中野支
部名誉支部長が挨拶を述べた。記
念講話では岡野理事長が、社会の
変革期にある今、新たなスタート
を切った当支部に対して「これま
で行ってきたことを一つずつ検証
し見直す時期」として、改めて支

部の尊さ、氏神の尊さを伝えると共に、
支部の更なる発展に期待を寄せた。安本
支部長が謝辞を述べ、午後 2 時半、記念
の感謝会を終了した。
　安本支部長は、支部継承を決めてから
今日までを「夢のようなお運び」と振り
返り、今後も会員と共に学びを深め、教
えの輪を広げていきたいと決意を語った。
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創設50周年支部表彰（2支部）
東北第二教区　  仙台五輪準支部
埼玉教区 　　   川口中青木支部

退任支部長褒賞（８名）
杉並支部   坂本  久恵
江戸川北支部  仲佐  久代
名古屋高蔵支部  皆川  朋子
金沢長田支部　  中川  憲子
滋賀びわ支部　  大塚　  悟
和歌山東支部　  津村  英雄
徳島渭北準支部　  小林  敬治

福岡宇美支部 村上志津江

高齢功労者表彰（10名）
群馬中之条支部 田村百合子
越谷蒲生支部　  清村  直孝
川崎坂戸支部　  武笠  一男
神奈川宮の森準支部  鈴木  公子
三島二日町支部　  鈴木  隆司
愛知平和町支部　  服部  邦俊
滋賀草津支部　  山川  隆道
和歌山北島支部  植野  眞行
鹿児島宇宿支部　  齊之平  勇

元 京橋支部　  堤  誠二郎

篤志奉納者表彰（24件）
岡野御本家
埼玉北本宿支部　  岡野  茂樹
新潟加茂支部　  野本  葉子
埼玉杉戸支部　  森田 　 心
八王子支部　  田野倉  隆 
小岩支部　  岩田  豊美
東久留米支部　  島元  雅之
阿佐谷北支部　  小出  和子
大森八幡支部　  関  日出夫
大森八幡支部　  関　  僚子
六月支部　  秋葉  澄恵
竜泉支部　 土屋美津江

雑司ケ谷支部  矢嶋  幸一
豊橋八町支部  小池　  裕
名古屋仲田支部      服部宇之輔
名古屋西味鋺支部  近藤  園子
伊吹山東支部  玉置  博子
和歌山御膳松支部  三木  敦子
和歌山御膳松支部  和田  雅夫
神戸北町準支部  相澤  公子
熊本大津支部  池松  康博
熊本大津支部  池松  節子
大分城原支部 進司ミチ子

久子
夏子

米国解脱教会
＜順不同・敬称略＞

令和３年 各種表彰受賞者

●日程　令和 4 年 2 月 11 日（金・祝）
　　8：45　奉告祭（理事参与以上）
　 10：00　第 1 部太陽精神碑前之儀（太陽精神碑前）
　 11：15　第 2 部太陽精神碑建立記念祭式典
　　　　　　　　　　　　　　　　　（御霊地・お山）
●入場制限について
　行いません。
※新型コロナウイルスの今後の感染状況によって変更
　する場合もございます。
●宿泊及び食事について
　申し込みは受け付けいたしません。
●バス及び自家用車による参加について
　バス：第 3 駐車場をご利用ください。
　自家用車：第 1、東（研修会館跡）、第 2、第 4 の各駐車場をご利用ください。
●注意事項
　第１部式典終了後、お山へ移動する際は踏切を渡らず、御本家へ続く通路を
　ご利用ください。
●ライブ配信について
　本会ホームページの「会員専用ページ」からご視聴ください。

第83回太陽精神碑建立記念祭について
　太陽精神碑建立記念祭を下記の通り催行いたします。

前回の第２部・式典の様子

　新宗連では 10 月 17 日にライブ配信にて記念式
典を催行。岡田光央理事長（崇教眞光三代教え主）
は式辞で新宗連の活動を振り返り新たな決意を表
明され、その後、戦火や災害、コロナ禍で犠牲となっ
た方々への慰霊と鎮魂の祈りが捧げられた。尚、当
日は「新宗連 70 年の歩み」が放映され、力強くご
挨拶される故岡野聖法解脱会長老の姿が流された。

新宗連結成70周年
　紅葉が映える晴天の下、滋
賀蛭谷支部では 11 月 18 日
に第 4 回樹木魂感謝祭を開
催し、本部より早川廣美常任
理事を迎え、多数の支部会員
が参加の下、天茶供養札の原
料であるモミの木をはじめ、

鳥獣虫魚樹木草の霊など大自然の生命、魂に感謝を捧げた。式典は厳粛
に神事が行われ、その中で全国の樹木の鎮魂と供養札用材原木の木霊へ
感謝を込めて天茶供養を行った。
　川嶋正雄支部長は、「供養札を制作する支部として、当祭典を開催で
きたことに心より感謝します。これからも全国の会員さんへ真心からの
供養札をお届けできるよう精進したい。祭典には、会員のみならず一人
でも多くの方に参列していただけると幸いです」と述べていた。

大自然の生命に感謝捧げる
滋賀蛭谷支部・第４回樹木魂感謝祭

ライブ配信について

　本年の六大行事のライブ配信は、御霊
地で行う行事のみとなります。尚、行事
日後も視聴できますのでご覧ください。
　また、本部道場での報恩日・感謝日の
配信は、翌日のみの録画配信となります
のでご了承願います。

【訂正とお詫び】
●本誌 12 月号 1 面の御生誕祭の記事の岡野理事長式辞の中で
　誤りがありました。
　誤：「すべての命が陵駕する新しい世界」
　正：「すべての命が調和する新しい世界」
●本誌 12 月号２面「湘南道場・畳を新調」の記事中、「会員有
　志の真心からの勧募金に解脱金剛奉賛会からの資金による」　 　
　との記述がありましたが、正しくは「会員有志の真心からの
　勧募金のみ」で畳が新調されました。
　ここに訂正しお詫び申し上げます。




