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今月のみさとし／家庭は国家の礎石であり、夫婦は人倫の大綱である。（ご聖訓第三巻16頁）
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今月のみさとし／二世の信心を決定すべし。二世とは我を中心として子孫永遠に真の心を伝導すべし。（『尊者のご遺文』336頁）
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　10 月 8 日午前９時 30 分より太神社殿
前にて大祭奉告祭が、岡野英夫理事長を
はじめ本部役員が参列する中で厳かに執
り行われた。その後、午前 10 時 50 分
から五智如来堂にて岡野理事長が導師と
なり萬部御法楽が厳粛に執り行われた。
　9 日大祭式典、10 日本祭式典は両日共、
悪天候が予報されていたものの、曇天の
中で無事開催となった。また今回も検温
と手指の消毒、マスク着用の確認などの
コロナ対策が行われた。
　今大祭では、鼓笛隊ライブ、鼓笛隊先
導による国旗・本部旗・青年本部旗・支
部旗の入場行進、青年部役員によるおみ
たま櫃奉迎安置の儀、女子青年、女性部
による献供の儀が久しぶりに行われ、コ
ロナ禍以前の大祭に近い形での開催と
なった。また、今大祭で認証された継承

支部が紹介された。一方でコロナ禍を鑑
み、第２部は今回も中止された。
　岡野理事長は式辞で「永遠の解脱とは、
とりも直さず一歩一歩よりよき世界に進
むことであり、人の幸せと、国家の繁栄
を念じ、世界の険悪な世相を浄化し世界
の平和を実現するために、祈りと供養に
徹し、行動を起こすこと。私たちが努力
をすれば、目には見えない偉大な霊的存
在のバックアップが必ずあるはず。活動
方針にある魂の覚醒とは、心の中に眠っ
ている本当の自分を知ることで、それを
悟ることができれば、新たな自分の発見、
偉大な魂の目覚めとなる。お互いさまに
努力精進しましょう」と述べた。
　続いて、三宮幸雄北本市長（9 日は吉
野一北本副市長が代読）と京都・御寺泉
涌寺長老の上村貞郎猊下より両日共に来

賓を代表して祝辞をいただいた。
　三宮市長は、真心の籠もった歓迎の言
葉に続けて、日頃の本会に対して謝意を
述べられた。
　上村長老は、３年ぶりに大祭に列席さ
れた喜びと共に、新型コロナウイルス感
染症の流行が続く中で平常通りの大祭を
開催されたことを寿いだ。さらに「最近、
コロナ禍で欲のある人が増えた。金剛さ
まの教えに従い、欲の深い人間にならな
いように精進されている皆様だと信じて
います」と述べられた。
　今回も大祭に自宅からでも参加ができ
るようにインターネットを通じてライブ
配信され、東京ブロック青年部 OB が中
心となってスタッフを務めた。（尚ライ
ブ配信された動画は、解脱会ホームペー
ジ会員専用ページから視聴可能）

第181回 秋季大祭

人数制限解除で多くの笑顔が御霊地に集う

約３年振りに行われた宝物館前の鼓笛隊ライブ

ライブ配信を経由して参加の会員も共に祈った萬霊大供養久しぶりに支部旗を掲げての入場行進を見守る岡野理事長

　10月9日、10日の両日、第181回秋季大祭が御霊地にて挙行された。新型コロナウイルス感染症対策の中、人
数制限が解除され、式典内容も元の大祭に近い内容での開催となり、参集した全国会員の笑顔が御霊地に満ちた。

献供の女性会員がゆっくりと萬霊魂祭塔へ歩を進める 全国会員代表が合掌し、真心の祈りを捧げる

御寺泉涌寺長老上村猊下（左）と三宮北本市長（右）より祝辞
を頂いた（10日）
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　神奈川県の海老名萬霊魂祭塔前にて
「第 171 回海老名萬霊魂祭塔秋季大祭」
が、解脱会本部主催、神奈川教区主管の下、
9 月 23 日に行われた。この日、台風 15
号の接近に伴い天候の悪化が心配された
が、曇天となり準備から式典まで支障な
く進行できた。このことを参加者一同は
喜び、萬霊がいかに当祭典を待ち望んで
いるかを実感した。また今回も感染防止
のため、式典の参加は縁が深い東京地区

海老名萬霊魂祭塔・第171回 秋季大祭

来期の新役員でお役目果たす

　9 月 24 日、令和 4 年秋季新支部長研
修が御霊地・解脱研修センターにおいて
開催され、支部継承者とその配偶者らが
参加した。
　午前 9 時より開式。初めに「立教の御
精神と支部の役割」と題して講話に立っ

た岡野英夫理事長は、コロナ禍という厳
しい時代の中、心が不安定となっている
多くの人たちのためにもみ教えを伝えて
いく重要さを新支部長たちに語った。
　続いて宮坂保徳教務局長が「支部の運
営と活動」について説明。「永続的・安

定的な支部運営のためには、支部長だけ
でなく、会員皆でより良い支部づくりに
あたること」と述べ、支部幹事の育成の
重要性と支部運営における創意と工夫の
大切さが伝えられた。
　昼食後は台風 15 号が接近中の大雨の
中、太神社殿をはじめ御霊地の各所の説
明を受けながら参拝し、改めて御霊地の
尊さを学んだ。続いて、解脱金剛記念館
において御在世中の金剛さまを偲んだ。
その後、「諸札の扱い方と心得」につい
て実習し、「支部の実務」について説明
を受け、終礼行事をもって新支部長研修
を修了した。
　続いて会場をお浄めの間へ移し、御神
前にて支部認証式が行われた。秋季大祭
にて新たに認証される名誉支部長並びに
支部長に辞令を手渡した後、岡野理事長
は新たな門出を祝して激励を述べた。

新支部長研修・支部認証式

金剛さまの期待を胸に

会員と神奈川教区役員に限定さ
れた。特別に設けられた祭壇に
は、天茶と共に立派な鯛をはじ
めとしたお神酒や赤飯、生花、
野菜や果物など会員奉納のたく
さんの供物が整然と並べられた。
祭典は、最初に参加者が個々に
萬霊に焼香を捧げた後、来期の
新役員が役目を務める中で開始
された。新副担任部長となる一
寸木克枝現教区出講員が司会を

務め、新教区長となる本多伸一現担任部
長が諷誦文を奏上。続いて、新担任部長
となる磯崎昭裕現副担任部長の先達で参
加者が心を一つに真心から般若心経と共
に天茶供養を厳修した。
　式典終了後、挨拶に立った福井恒明教
区長は、来年から新体制となる神奈川教
区がさらに発展するためにも、互いに協
力しながら教えを実践して幸福の道を歩
む大切さを強調した。

認証式終了後、岡野理事長を囲んで記念撮影

秋季大祭にて認証された名誉支部長・新支部長
名誉支部長 支部継承支部長

東北 1・山形浜中

菅原　弘樹
名 1・名古屋鳴海

冨田　時宗
四国東・徳島竜王準

小林　敬治
道南・小樽花園

服部　三枝
東北 1・山形浜中

菅原　千鶴
群馬・渋川行幸田

山田　香弥子
東京 7・川崎中島

開原　　豊
名 1・名古屋鳴海

冨田　輝彦
神戸・神戸六甲

河内　邦夫

解脱金剛記念館にて金剛さまから無言の励ましを受ける

参加者全員で萬霊に対して真心から天茶供養を捧げる

御霊地清掃奉仕募集！

　年間を通じて、行事開催日以外は受

入れます（個人でもグループでも可）

■奉仕時間　9：30 ～ 16：00 の間

　でご自由にご計画ください

■奉仕内容　○お山及び各施設の草取

　り、落ち葉掃き　○各施設内の清掃

※原則として事前にお申込みください。

　作業内容についてはご相談の上で。

■申込み・お問い合わせ

御霊地管理部 

TEL：048-591-3711 

E-mail：kanribu@gedatsu.or.jp



。中部圏域が 9 月 25 日、中部道場にて「すくすく広場〜親子
ふれあいの日」を開催、新型コロナ感染症対策が施された中、
約 60 名が参加した。
　63 年前の昭和 34 年 9 月 26 日、伊勢湾台風が当地域周辺に
上陸し大きな被害を与えた。昨今では同様の甚大な被害をもた
らす自然災害が増す中、親子がふれあう中で災害や防災を学び、
思いやりの心を育む行事とすべく中部圏域こども会が取り組ん
だ。まず代表の小学生が元気な声で拝礼行事を行うと、続く「笑
顔の交流タイム」では青年部が進行を務め、親子で体を動かし
て心身をリフレッシュ。次に、「防災ってなあに？」と題して「紙
芝居」と「〇×クイズ」で災害や防災について親子で学んだ後、
災害時に役立つ「新聞紙で作るスリッパとお皿」を親子で製作
した。最後は、日頃お世話になっている方々への「ありがとう
のメッセージカード」を制作。感謝のメッセージやイラストを
思い思いに盛り込み、一人で何枚もカードを作る子供もいた。
　今回、参加者全員に参加賞として防災用品の「缶入り食パン」
が贈られ、親子で学び・遊び・体験する楽しい時間を過ごした。
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宝塔前で一層の帰依を誓う
関西圏域・第1回 解脱金剛宝塔祭

親子でふれあいつつ防災を学ぶ
　中部圏域・すくすく広場〜親子ふれあいの日

　関西圏域では 10 月 1 日午後 1 時より、「第 1 回解脱金剛宝
塔祭」を開催し、圏域全教区の会員 150 名が解脱金剛宝塔前に
参集。本行事は、①金剛さまへの帰依心を高め、布教拡大への
さらなる精進を誓う、②宝塔の地元圏域・会員として宝塔護持
への意識を固くする、③金剛さまの泉山護持の精神を世に広め
ることを目的としている。開会に先立ち、御陵など各所の参拝
と御寺泉涌寺へ挨拶。式典では出講の岡野英夫理事長が宝塔の
尊さと共に、霊界において活躍されている宝塔内斎祀の霊魂に
触れ、「今を生きる私たち自身にも使命がある。その使命、役目
を果たされることを祈念する」と述べた。続いて柴田正美圏域
責任者より、「宝塔建立より 69 年が経ち、全国会員を代表して
開催させていただきました。金剛さまのお蔭で今があるお互い
さま、これからも金剛宝塔にひざまずき額ずき、真心からの感
謝でお使いいただきましょう」との挨拶があった。その後、関
西圏域を代表して滋賀教区と京都教区が金剛さまへの誓いを披
歴した後、全員で今後の精進を誓った。

　9 月 24 日、女性講座かたばみ会主催
の特別講座「若い女性の集い」が本部道
場にて開催された。当日は東京圏域の教
区長はじめ世代・性別問わず幅広い層の
参加者 198 名で賑わった。また子連れで
も安心して参加できるよう、会場内には
子供を預かるコーナーも設けられた。
　午前 10 時より開会。初めに田村和彦
常任理事並びに西村晴雄常任理事より、
女性が学びを深め、社会や家庭で輝いて

いくことへの期待が語られた。その後、
今回のテーマ「社会で職場で家庭で輝く
私になるためには」に則り、女性会員 3
名が体験発表。宮崎彩夏さん（中野上高
田支部）は初めての育児を通じての体験、
菊地遥菜さん（小岩支部）は嫁ぎ先の両
親との同居を通しての体験、武笠浩子さ
ん（川崎坂戸支部）は地域の母親支援活
動に携わる中での体験と、それぞれ生活
の中で自らの課題と向き合い、教えを実

践する姿に会場から感激の拍手が贈られ
た。最後に岩田豊美常任理事の講話では
3 名の体験を取り上げつつ、「教えは文字
で読むだけでは分からない。生活の中で
み教えをヒントとして実践し、実体験と
照らし合わせることで教えの理解は深ま
る」として実践行の大切さを伝えた。
　今回、全体を通して具体的な学びが多
かったことが好評で、今後も良き学びの
機会が設けられることが期待された。

女性講座かたばみ会主催・若い女性の集い

み教えの実践で心から輝ける女性に

写真上＝「建物は土台となる基礎づくりが大切なように、人間の
心の基礎をつくれるのは母親だけ」と女性の学びの重要性を説く岩
田常任理事
写真下＝3名の女性会員が体験を発表。左から宮崎さん、菊地
さん、武笠さん道場を埋め尽くす参加者で、コロナ禍が始まって以来の大賑わいに
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第142回 解脱金剛御生誕祭のご案内
　我らの御親・金剛さまの御生誕を心よりお祝いすると共に、金剛さまを

この世に生みなされた岡野御本家のご先祖さまへ感謝を捧げましょう。本

年は人数制限を設けずに斎行いたします。（詳細は10/1付本部通信）

　長年ご愛読いただきましたニュースレター

は、令和4年12月号を持ちまして解脱会ホー

ムページの会員専用ページ内のニュースサイ

ト「ゲダツ ニュース ウェブ」に移行させて

いただきます。大変ご不便をお掛け致します

が、令和5年1月から変更となるご対応を何

卒よろしくお願い致します。

ニュースレターは
    ホームページへ
                移行します !

QRコード

ホームページアドレス http://www.gedatsukai.org

。釧路支部では 9 月 14 日、
支部創立 60 周年記念感謝会
を支部御神前にて開催し、本
部より山本吉朗指導員が出
講、2 名の歴代教区長を来賓
に迎えて、総勢 22 名が参加
した。
　式典では、国歌斉唱、拝礼
行事に続いて、支部関係先亡
者への天茶供養を捧げた。続
いて、佐々木秀夫支部長が式

渡辺先生に最後のお別れ
川崎中島支部・渡辺先生を偲ぶ会

歴代教区長を迎えて
釧路支部・創設60周年記念感謝会

　3 月 23 日に霊界入りされ
た渡辺孝彦顧問（前川崎中島
支部長）を偲ぶ会が、9 月 17
日、本部道場にて川崎中島支
部主催、解脱会本部の協力で
斎行され、岡野英夫理事長は
じめ全国からお世話になった
役員や支部長、会員ら約 200
名が最後のお別れに集った。
この会はコロナ禍により渡辺
先生の葬儀が家族葬となった
ために支部が企画したもの。
　当日、会場となった地下
ホールには渡辺先生の写真を

更なる躍進を誓いつつ記念撮影

祭壇の前で参列者に謝辞を述べる渡辺夫人

辞に立ち、支部先覚者の苦労
を偲び感謝を述べると共に一
層の支部の活性化を目指し
て、支部会員と共に努力精進
することを誓った。次に、道
林孝吉前道東教区長、音喜多
芳則元道東教区長がそれぞれ
祝辞を述べた後、山本指導員
が講話。山本指導員は、創立
60 周年のお祝いと共に当支部
の発展と会員たちの活躍を期

待するとの激励を送った。
　最後に参加者全員で万歳を
三唱し、60 周年を祝すと共に

金剛さまのみ教えを実践して
幸福な仲間の輪を広げること
を誓い合った。

中心に生花で彩られた祭壇が
設けられ、密を避けるため会
場には役員席、1 階の本部道
場に会員席が設けられ、式の
様子が放映された。
　午後 1 時のご冥福を祈る黙
祷に続いて当日参列できな
かった小田敏郎相談役の弔辞
を三浦純教育部長が代読、共
に解脱会心身改造部（現 健康
指導係）時代より尽力された
思い出が語られた。
　参列者全員による感謝の天
茶供養が捧げられた後、本会

を代表して岡野理事長が挨拶
に立ち、渡辺先生の功績を称
え、「先生のご意志を継いで努
力していくことをお誓いしま
しょう」と述べられた。続い

て渡辺靖子夫人より謝辞が述
べられた。最後に献花が行わ
れ、岡野理事長はじめ参列者
は手に手に花を携えて祭壇の
故人へ感謝の花を捧げた。

●令和 4 年 11 月 28 日

　9：30　　岡野御本家先祖代々之精霊御法要　【岡野御本家宅】

　　　　　　 支部長以上参列（会員は任意）

 11：00　　解脱金剛御生誕祭式典【御霊地お山】

■献灯のご案内

真心の灯明を捧げて、金剛さま

へ報恩行を誓いましょう。

献灯感謝●1口500円

                 （何口でも可）

申込締切●　本部：11月25日　    

　　　　　御霊地：11月27日




