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今月のみさとし／解脱は実に至誠無言の感謝報恩である。（ご聖訓第十巻184頁）
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第80回  三聖地巡拝

好天に恵まれる中、橿原神宮・内拝殿に参進する一行

　4月 1日、午後2時 40分、一行は雨
の中、伊勢神宮・外宮にて音羽悟神宮司
庁広報課長、小川倫太郎広報課職員に迎
えられ、神気の中を参進。外宮御正宮で
は御垣内参拝の後、奉拝の儀を行った。
　翌2日、午前8時 20分に伊勢神宮・
内宮に到着。杉谷正雄神宮司庁広報室長、
音羽氏、小川氏に迎えられ、晴れ渡る青
空のもと、宇治橋を渡った。手水舎前で
は岡野英夫団長、宮島喜逸相談役が代表
して手水を取り、誘導特別参拝の栄を頂
き参進、内宮御正宮で御垣内参拝に続い
て奉拝の儀が行われた。その後、神楽殿
にて特別大々神楽を奉納した。
　同日午後1時 35分、午前中に御鎮座
130年の記念大祭が行われた橿原神宮に
到着した一行は、大阪松虫支部会員の出
迎えを受ける中、参進。岡野団長、宮島
相談役が南大門にて手水を取り、一行は
その後、神職の誘導を頂き、内拝殿に整
列。玉串奉奠、拝礼行事が厳粛に執り行
われた。

　久保田昌孝宮司は歓迎のご挨拶で、三
聖地巡拝が80回の節目を迎えたことを
称えられ、「国難の今こそ神武天皇の御心
に添い、平和な世界を作るのが我々の使
命と思います」と一行に呼びかけられた。
その後、今回は特別に神武天皇陵を参拝
した。
　3日、一行は午前8時 10分、関西道
場から徒歩で即成院、泉山融通弁財天、
釈迦堂を訪れ参拝した。御寺泉涌寺に到
着後、御守護神、仏殿、舎利殿を参拝、
御歴代の天皇が鎮まる月輪御陵を奉拝し
た。その後、一行は本坊にて上村貞郎長
老猊下、藤田浩哉寺務長に迎えられ、岡
野団長、宮島相談役は勅使の間にて長老
猊下と親しく懇談された。続いて、霊明
殿内にて皇祖皇霊に対して感謝の祈りを
捧げた。その後、解脱金剛宝塔前では宝
塔前の儀が行われ、岡野団長は奉告文を
奏上。熱き国恩報謝の念を結集した巡拝
が無事に完遂できたことを金剛さまに報
告した。最後に、昨年の同日に霊界入り

された岡野聖法長老のご供養が行われ、
宝塔の内陣にて全員が焼香した。
　一行は宝塔前にてコーヒーや天茶の接
待にあたった京都教区と神戸教区の会員
方に見送られ出発、午前11時 5分、法
縁の寺、醍醐寺に到着。三宝院の弥勒堂
に案内された一行は、御本尊並びに金剛
さま、岸田英山先生、岡野長老の御位牌
前にて職衆が参座する中、岡野団長の先
達で真心からの法要を行った。その後、
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總本山醍醐寺執行長
を導師に職衆により鎮護国家の修法であ
る五大力尊仁王会の法要が厳修され、巡
拝団は病魔退散と今般の国難が無事に乗
り越えられるよう、心からの祈願をした。
　岡野団長は参加者に対し、「聖地に浸り
感じたことを会員さんにお伝えし、一人
ひとりが日本精神を胸に踏み出せるよう
に指導をお願いしたい」と述べられ、三
聖地巡拝の全行程を終了した。

日本民族、会員を代表して熱き国恩報謝を捧ぐ
　4月1日〜 3日、令和初となる第80回三聖地巡拝が挙行された。当初、全国より1033名の申し込みがあったが、新型コ
ロナウイルス感染拡大を考慮して団体参拝を断念し、今回は本部役職員22名が日本民族と全会員を代表しての巡拝となった。

（解脱誌7月号に三聖地巡拝記を掲載）
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　3月 21日から25日までの4泊 5日、
御霊地にて青年コースが開催され、全国
から集まった26名の青年男女が和気あ
いあいと親交を深めながら、共に研鑽を
積んだ。特に、今回は新型コロナウイル
スの感染が懸念されたため、その防止策
として、うがい・手洗い、咳エチケット
などの徹底や健康管理に充分に留意して
の開催となった。
　開講式の後、参加者の親睦を深めるた
め、班編成を行い、班のチーム名と本人
が考えたニックネームを記したゼッケン

を胸に貼り付けた。次に、
三浦純教育部長より「み
教えの基本」を講話から
学んだ。午後は、勤行の
意味と先達の作法を学び、
最終日まで毎朝夕の勤行・
お浄めの先達を各班が順
番に担当した。
　2日目は、午前中に木

﨑成博教学出版部長より「金剛さま」を
テーマに前半生からご遷化までの内容が
伝えられ、金剛さまの偉大さを学んだ。
その後、午後からは解脱金剛記念館、宝
物館を巡り、金剛さまの息吹を肌で感じ、
解脱研修センターに戻り、「健康指導を学
ぼう」と題して、足もみと天茶の足湯の
体験をして、和やかな時間を過ごした。
　3日目は、北本スポーツセンターに移
動し、レクリエーションとスポーツで爽
やかな汗を流した後、昼食のバーベ
キューを堪能した。午後からは、御霊地

各所を参拝し、御霊地の尊さを学んだ。
　4日目の青年部活動の時間では、青年
部での学びの重要性や活動の楽しさが伝
えられ、研修生それぞれが青年部活動の
大切さを学んで今後の地元での活躍の基
を得た。続いて、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。夜は初日から各班で練習を積み
重ねてきた創作ダンスを披露し、培った
班のチームワークをいかんなく発揮、思
い出に残る楽しい時間となった。
　最終日は、研修に参加した感謝と研修
の学びを生活に活かすお誓いのお百度の
後、「金剛さまへの誓い」の時間では、研
修生が今回の感想と金剛さまへのお誓い
をそれぞれ発表した。続いて、今回初の「伝
える・受け取る」をテーマに、事前に研
修生の親御さんから提供いただいた名前
を付けた時のエピソードと写真のスライ
ドショーが披露された。研修生はそれぞ
れ両親の想いにふれて、感動的な一コマ
となった。最後には、研修生全員がワン
チームの様に、互いに六大行事や青年部
活動での再会を誓い合い、名残りを惜し
みつつ帰途に就いた。

思いやりを合言葉に、仲間と共に学ぶ

更なる目標を目指して

青年コース

解脱錬心館48周年記念

　解脱錬心館では3月29日、創立48周
年記念館内大会を開催した。新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、小中学校
が休校となり錬心館の通常稽古も3月末
まで休みとなったが、関係各者の熱意に
より内容を大幅に縮小して行われた。

　午前9時に開会。田中宏明館長（御霊
地局長）は挨拶の中で、「今回のコロナ渦
を乗り切るためには一人ひとりの心のあ
り方が大切。普通に学校に行けること、
普通に剣道ができることといった当たり
前に感謝することを心に刻み、ここで学
んだことを生かして、自他共に幸せをは
かれる人となるように」と卒業生にエー
ルを送った。続いて、少年門下生の卒業
表彰、少年部大将交代式の後、門下生卒

業挨拶、保護者より謝辞を頂き、卒業生
一同は万感の思いを胸に鍛錬を重ねた錬
心館を巣立っていった。

橿原神宮・久保田宮司より心温ま
る歓迎のご挨拶を頂く

大阪松虫支部、会員有志が一行を迎える

御寺泉涌寺・本坊にて、上村長老猊下、藤田寺務長と懇談

醍醐寺・金堂内にて、五大力尊仁王会の法要が力強く厳修された

伊勢神宮・内宮参拝を終え、石段を降りる一行

解脱金剛宝塔前にて、岡野理事長が奉告文を奏上

写真で見る
三聖地巡拝
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健康指導で支部活性化へ
中部圏域・健康指導研修

支部幹事が意識を高め合う
名古屋第2教区・幹事研修会

初の取り組みで自己啓発
京都教区・幹事研修会

役目の尊さを再認識
中国第1教区・役員出講者研修

支部長を支える役目の尊さを自覚
東京第4教区・支部幹事研修会

5年後を見据えて意見交換
大阪・和歌山合同支部長研修会

　2月16日、「支部活性化
と布教につながる支部作
りに健康指導を活用する」
を目的に、中部道場にて
中部圏域健康指導研修が
開催された。当日は本部
より津村和範指導員が出
講し、55名が参加した。

　午後1時より開会、拝礼行事、開会挨拶、解脱3分間体操と
続き、タオルを使った手軽で効果の高い体操を学んだ。
　次に、津村指導員が天茶と天茶エキスを活用した食養生を講義。
休憩にて小豆を使った教区担当員手作りのデザートを食した後、
解脱掌心法と足心道を実習、教区別に分かれて症状毎に操法を学
び、健康指導を取り入れた支部活性化を誓い合った。

　名古屋第2教区では2月
23日、「各支部の幹事が一堂
に集まり、本部方針・教区・
支部活動の取り組みと課題、
また圏域活動と教区の特徴を
捉える機会とする」ことを目

的に、中部道場にて幹事研修会を開催、山本英次道場長が出講し、
34名が参加した。初めに山本道場長が「本部布教活動方針」、梅
村吉男教区長が「教区活動方針」について述べた後、青年部担当、
女性部担当、こども担当、修法担当が活動の報告と予定を発表。
午後は、支部毎に分かれ諸問題をディスカッションし、発表した。
　最後は目標達成祈念の天茶供養を行い、幹事として支部長を支
え会員の手本になれるよう意識を高め合った。

　京都教区では2月9日、
幹事研修会を関西道場にて
開催、西田義信本部教務員
が出講し、26名が参加した。
今回は、「支部幹事として支
部長をどのように支えてゆ
けるか。支部幹事としてど

のように学んでいけばよいか」を目的に、自己啓発プログラムに
より各自が具体的目標を定める取り組みがなされた。研修は、用
意された自己点検シートに書き込んだ後、班毎に意見交換。続い
て、出講者の問題提起を受けて、女性の支部幹事、支部長、教区
長と違う立場の3人が意見を発表し、それを元にグループ毎に
討議を行った。参加者から「色々な角度から見る大切さを学べて
良かった」との声が聞かれるなど、初の取り組みは好評を得た。

　中国第1教区では3
月 8日、「教区役員・
出講者として役目の自
覚と心得、三聖地巡拝
について再確認する」
を目的に、教区役員・
出講者研修を兵庫古市
支部にて開催、本部よ

り柴田正美指導員が出講し15名が参加した。
　研修では、柴田指導員が自ら用意した資料を用いて、支部など
各所へ出講する時の心構えや、出講先での会員との交流をはじめ
指導員本人の体験を交えながら、「役目の自覚と心得」と「三聖
地巡拝」の尊さについて講話し、参加者たちは改めて役目の尊さ
を再認識した。

　東京第4教区では
2月16日、「教区活
動方針の理解、支部
活動目標達成に向け
て各幹事が活動を自
覚し、お役目完遂」

を目的に、支部幹事研修会を本部道場にて開催、58名が参加した。
　まずは宮崎達郎教区長が、「お導きは、幸せそうだと人様が思
える輝いた自分自身になること」と挨拶。2名による体験発表の
後、ディスカッションでは班別に分かれ活発に討議し、支部幹事
の活力を養った。最後に各支部長夫妻への感謝とお役目完遂を誓
う天茶供養を真心から行い、研修での学びを支部活性化につなげ
ていくことを胸に刻んだ。

　大阪と和歌山両
教区合同による支
部長研修会が、2
月2日にホテル日
航大阪にて開催さ
れ、本部より早川
廣美常任理事、福

澤文雄教区担当が出講、両教区より計27名が参加した。
　研修はまず、早川常任理事から立教100年を見据えて各支部長
が覚悟を持って行動する大切さ、また福澤指導員より支部長の役
目と心構えの再確認などについて、それぞれ講話から学びを深め
た。続く懇談会では、「立教100年に向けて次世代へ教えを繋げ
ていけるか」併せて「5年後を見据えて」を議題に、具体的に活
発な意見交換があった。
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　新型コロナウイルス発生でツアー開
催が危ぶまれる中、　3月 7日から14
日にかけて、青年本部が主催する「ミャ
ンマー・スタディツアー2020」が予
定通り行われ、無事に完遂した。現地
では、毎日の検温、マスクの着用など
それぞれで体調管理の徹底が図られ、
細心の注意が払われた。
　本行事は、本会と本会青年部が献金
支援しているＮＰＯ法人・ジャパンハ
ートの協力のもと開催され、今回、岡
野孝行青年本部長はじめ、大畑祐史青
年副本部長を団長に全国の青年部員ら
計13名が参加した。

　千葉県野田市在住の上口清彦さんが、
平成29年6月に千葉県知事表彰の環
境功労賞、令和元年6月に環境大臣表
彰の地域環境保全功労賞、令和2年1

　7日に御霊地で結団式を行った後、8
日に出国しヤンゴンに到着。9日にザガ
イン日本人墓地にて、慰霊供養をした後、
ジャパンハートが医療拠点としている
「ワッチェ慈善病院」を訪れ、ガーゼ作り
のボランティア活動や手術の見学を行っ
た。その後、ジャパンハート最高顧問・
吉岡秀人医師から直接お話しを伺うこと
ができた。
　特にツアーメンバーの一人であった藤
本雄太青年部員（天草本渡支部）は医大
生ということもあって、手術の助手とし
て甲状腺腫摘出などに携わるという得難
い機会を得た。
　11日は、ジャパンハートが運営する孤
児等の養育施設「ドリームトレイン」を
訪問し、2日間子供たちとサッカー、シャ
ボン玉、アクセサリー作りなどで施設の
子供たちと楽しく交流した。最後に練習
を重ねたダンスを踊り、子供たちからは
サプライズでKiroro の「未来へ」の歌
が披露された。

月に千葉県野田市市長表彰の
地域環境保全功労をそれぞれ
受賞した。
　上口さんはNPO法人環境
カウンセラー千葉県協議会の
副理事長として浄化槽 (生活
排水を浄化する施設 )の講習

会講師を長年にわたり務め、数多くの講
習会や親子体験教室などで、様々な世代
の参加者に対し、専門用語を控え、分か
りやすい説明を工夫するなどの水環境保

　13日には、視覚障害者自立支援施設
にて、施設の説明、マッサージトレー
ニングセンターを見学。その後、ヤン
ゴンを観光した。翌 14日、帰国後、
本部道場で解団式を行った。
　参加者からは「様々な背景を抱えて
いる子供たちですが、誰一人として暗
い表情を見せず、全員が笑顔で遊んで
くれ、その笑顔に救われた」「ミャンマ
ーの方々の人との繋がりを強く感じ
た。たとえ、貧しくても、重い病気や
障害を持っていても、前向きに満足す
る暮らしをしていた」「日本人墓地の慰
霊供養では、墓地周辺が綺麗に手入れ
されており、現地の方の心遣いが垣間
見え、歴史の繋がりを感じた」等の感
想があった。
　大畑団長は「恵まれない環境の中で
も、笑顔と思いやりを失わない現地の
人の姿に接し、幸せとは足るを知り感
謝で過ごすことと実感しました」とツ
アーで得た印象を語った。

全、環境保全
活動への貢献
が、高く評価
された。
　今回の受賞
に喜びつつ、
「今後は、間
口を広げて子
供たちに、学
習の一環として水環境について伝えて
いきたい」と語った。

ヤンゴン観光　寝釈迦仏前にて（13日）

養育施設ドリームトレインでの子供たちのと交流（11日）

ザガイン日本人墓地での慰霊供養（9日）

養育施設ドリームトレインにてダンスを披露（12日）

ワッチェ慈善病院にて吉岡先生の手術を見学（10日）

視覚障害者自立支援施設にてマッサージを受ける参加者（13日）

ヤンゴン日本人墓地での慰霊供養（11日）

ミャンマー・スタディツアー2020無事完遂！

環境保全活動に貢献して、
3つの功労賞を受賞

スポットライト

福島富岡支部　上口 清彦（75歳）
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