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◀

今月のみさとし／解脱は学問ではない。解脱は修験実証である。（ご聖訓　第四巻84頁）

Newsletter

◀

謹　賀　新　年
平成29年　元旦

　本年より解脱会は、新法主さま、新理事長、そして新たに長老さまをお迎えし、大きな節目である立教
90年に向けて、新たな歩みを進めてまいります。そして世界人類が、安心と歓喜と希望の生活が実現でき
るよう布教活動方針「修験実証—み教えを素直に実践—」を展開していきます。

長　老　岡野　聖法 法　主　岡野　英祥 理事長　渡辺　孝彦
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本部役員や来賓各位が頌徳碑と五輪宝塔
に列をなして菊花を捧げた。勤行の後、
式辞において法主さまは、「私たちは天災、
人災の多い、人々が何を信じて生きるべ
きか迷っている今こそ、深く金剛さまを
信じて、素直に一つひとつ、身を以て実
践しましょう」と述べられた＝ 3頁全文
掲載。続いて現王園孝昭北本市長からの
お祝いのメッセージが読み上げられた。
　その後、恒例となっている子供育成を
目的とした教区選抜実践作文コンクール
の表彰式が行われた。今回は「お手伝い」

をテーマに作品を募集し、その結果、最
優秀賞を獲得したのは、低学年の部が高
木陽菜さん（雑司ヶ谷支部）、中学年の部
が一栁春名さん（名古屋豊国支部）、高学
年の部が石川萌々叶さん（福井加茂河原
支部）の 3 名。表彰の後、順番に作文を
朗読、その豊かな感性に会場から拍手が
贈られた。
　終了後は第 2 部直会となり、青年部奉
仕者らによる五色うどんや御神酒、甘酒
などの接待に、会場は参加者の喜びと笑
顔に溢れた。

　本会は平成 30 年に立教 90 年を迎えます。
　その節目の年に向かって力強く踏み出すために、解脱のみ
教えが時代を超えた真理であることを実証してまいりましょ
う。解脱のみ教えは、敬神崇祖・感謝報恩を柱として、生活
即宗教の道を説き、朝夕の勤行の実践と共に、勤行の精神を

生活の中に具体化し、導きを通して世相善導・人心救済に向
かう学びです。それは、自他の幸福を増進する確かな幸せの
道です。本年度は「祈りから実践へ」を合言葉に、実践行と
して「報恩行の徹底」に取り組みます。具体的には次の三つ
を実践します。
一、金剛さまへの報恩行としての「奉祝立教90年勧募」
一、社会への報恩行としての「茶話会活動」
一、世界への報恩行としての「副食を献じる運動」
　報恩行の徹底は、自らの家庭を整える幸せづくりの道でも
あります。安心と歓喜と希望の生活を実現するために、家族
ぐるみで実践してまいりましょう。

第136回 解脱金剛御生誕祭

錦秋装う御霊地で尊者の生誕を盛大に祝う

作文コンクールの最優秀賞の表彰式が行われた 御霊地・お山の林間に真心の勤行が響く　

御法要の謝辞を述べる岡野正名誉顧問

御法要時、岡野御本家宅内外にも多数の会員が集った

穏やかな秋晴れとなった11月28日、本年の六大行事の最後となる金剛さまの御生誕祭が御霊地にて
盛大に開催された。全国より多数の会員が集い、お祝い申し上げると共に一層の精進を誓い合った。

—会員実践目標—
○朝夕の勤行と秘義三法の徹底
○家族ぐるみで学ぶ幸せづくり

頌徳碑前にて慶讃文を奏上する法主さま　

今年もパティシエの山﨑正規さん（秩
父中央支部）よりバースデーケーキと
飴細工が金剛さまに捧げられた

本 部 布 教 活 動 方 針

　前日の雨でほどよく湿った御霊地にて、
第136回解脱金剛御生誕祭が催行された。
　祭典に先立ち、大勢の会員が岡野御本
家に集う中、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
営まれた。御法要後は小林正二常任理事
が代表して挨拶し、御本家当主・岡野正
名誉顧問が謝辞を述べた。
　御生誕祭は午前 11 時に開式。金剛さ
まのみ声拝聴、御生誕祭の歌斉唱の後、
法主さまが恭しく慶讃文を奏上された。
　続いて献華之儀では法主さまはじめ、
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　全国会員の皆様、解脱金剛御生
誕祭真におめでとうございます。
　日一日と大気が澄み、清々しさ
を増した私たち全会員の心のふる
さと、ここ御霊地であります。我
らがみ親、金剛さまの第136回御
生誕祭を心よりお祝い申し上げ、
多くの会員の皆様・参加者と喜び
を分かち合える私たちはまことに
幸せ者であります。
　本日は各界来賓の皆様のご臨席
を賜り、全国会員代表の皆様と共
に、このように祝賀の式典が出来
ますこと、衷心より感謝を申し上
げる次第であります。
　今月4日には、御寺泉涌寺にお
いて「解脱金剛68年祭・ご法要」
が厳かに執り行われました。奇し
くも本年今日の日は、金剛さまの
68年のご生涯と、ご遷化されてよ
り68年という年月が重なった御
生誕の日ということになります。
　一般社会の常識で言えば、霊界
に旅立った人々のお霊魂は、年月
を経るに従って子孫や関係者に忘
れ去られることが多くあります。
　ところが金剛さまのご存在は、
年が経てば経つほど、会員が幸せ
になればなるほど多くの人々から
敬い尊ばれ、益々輝きを増して、
この世に在わします如く道を求め
る私たちを導いて下さいます。日
夜、「南無解脱金剛」「南無解脱金剛」

と一心に宝号を唱えさせていただく
我が胸の内は、「心から金剛さまに帰
依致します。何とぞふさわしく働かせ
お使い下さいませ」と、ただ、ただ平
伏懇願するばかりであります。
　金剛さまの御生誕からご遷化まで
の数多くのご事績、脈々と受け継がれ
ている解脱のみ教え、多くの人々を幸
せに導く法力の数々、「秘義三法」等
の偉大さについては、私が申し上げる
までもなく、皆様は長い間の学びの中
で少なからず体験、体得、実証されて
おられるに違いありません。私たちほ
とんどの解脱会員が、「金剛さまのご
生誕がなかったら、自分の人生はどう
なっていただろうか」と深く顧みて、
ご縁のもったいなさに感涙するばか
りではないでしょうか。
　金剛さまは、ご縁のあった一人ひと
りを、心で抱きあげ、親にもまさる大
慈悲を以て、悩み苦しみの多い世界か
ら喜び溢れる世界へと導いてくださ
いました。そのお姿は正に生きながら
の菩薩であり、如来であり、神であっ
たと拝察されます。
　金剛さまから直にご指導いただい
た多くの先人・先覚者たちが語る甦っ
た人生の思い出は、折にふれて語られ、
又、本会発行の『金剛さまの思い出』『金
剛さまを偲んで』『恩愛の絆』等々の
書籍にまとめられており、昨年の秋季
大祭より、大祭毎に一巻ずつ、新書判
の『金剛さまの思い出』が出版され、

ただ今、第三巻が刊行されております。
　手に取り易く、大変読みやすくなっ
ておりますので、私は早速ページを開
き、金剛さまがおっしゃられたお言葉
には赤線を引きながら読み直しまし
た。そうしますと、これまで何度も読
み、また先輩の諸先生からお聞きしま
して、ほとんどのエピソードを知って
いたはずなのに、このたびは、初めて
知ったときのような感動を覚え、改め
て、金剛さまの真の宗教家たる超人的
な素晴らしさを感じさせていただい
たのであります。
　かつて教統を務められた岸田英山
先生は、金剛さまの御生誕百年祭にお
いて、次のようにご講演されています。
「雄大にして細心の心の働きをもって、
その人その人を生き生きと生かしめ
た尊者のみ心は、天地一切万象の動き
を微塵も余さず掌握されている天神
地　のみ心そのものであったと申す
べきでしょう」
　ほとんどの会員さんが、金剛さまの
ご生前のお姿を存じ上げない現在、私
は皆様に、不世出の大聖者金剛さまの
ご精神・威徳威光を感得するための、
み教えの素直な実践と共に、出版され
ているご聖訓をはじめ「思い出」関連
の書物を、ぜひ、手にとって熟読され
ますようお勧めします。
　金剛さまが「百千万読せられよ」と
申されておりますように、繰り返し、
繰り返し、何回も心で読むことによっ
て、誰もが必ず、「こうしてはいられ
ない。何か人様の幸せのために活動し
なければ」という、強い気持ちが湧き
おこるに違いありません。
　また金剛さまは晩年、「為すべきこ
とは為し尽くした。言うべきことは言

い尽した」と遺言されました。そ
れは、万世を通じて不滅の真理を
打ち立てたという意味であります。
　そしてまた、「真理は遠くいにし
えより不変であるが、その顕現は
日々新たなり」とも力説されまし
た。
　それはみ教えという真理を時代
と場所に応じて、誰にでも分かり
やすい言葉で伝えながら、自分自
身が率先して活き活きと実践して
こそ、金剛さまのみ心に添うこと
となります。
　私たちは、天災、人災の多い、人々
が何を信じて生きるべきか迷って
いる今こそ、深く金剛さまを信じ
て、素直に一つひとつ、身を以て
実践する時です。そして、金剛さ
まの弟子であり、解脱会員である
ことに誇りを持ち、勇気を奮い立
たせ、一人でも多くの人に、み教
えを伝え、共に幸せへの道を突き
進んでいく絶好の機会なのです。
　全国会員の皆様、私たちは金剛
さまのご生誕136年を心からお祝
い申し上げると共に、金剛さまが
絶叫された「唯一念解脱に徹せよ。
解脱せざれば何事も成就せず」と
の大信念を心魂に刻み、勇気を出
して、世の人々に「解脱の教え、
ここにあり」と、声を大にして伝
えてまいりましょう。それが現在
に生きる私たち会員の務めであり、
金剛さまへの報恩の道であります。
　終わりに臨み、皆様の益々のご
健勝、ご活躍を祈念して式辞とさ
せていただきます。
　本日は真にありがとうございま
した。

解脱の教え、ここにあり
法主　岡野  聖法

第136回 解脱金剛御生誕祭　式辞

　11 月 27 日、解脱研修センター 4 階に
て、平成 28 年度全国支部長会が開催さ
れた。
　午後 1 時に開会、岡野英夫理事長の開
会挨拶に続いて法主さまは、深く金剛さ
まに帰依し、心ゆくまで与えられたお役
目にお使いいただく尊さを示された。
　続いて西村晴雄教務局長より 11 月 13
日に行われた法主奉戴式、長老推戴式の
報告があり、その後、法嗣さまから
法燈を継承されたご挨拶があった。
　休憩の後、平成 29 年度本部布教活
動方針が西村教務局
長より示された。本年
度活動方針はそのま
まに、「祈りから実践
へ」を合言葉に報恩行
の徹底に取り組む、具

体的な実践行が示された＝ 2面掲載。
　続いて沖本義治・福山引野支部長の体
験発表では、み教えを学ぶきっかけから
両親の思いを受け継いで支部長を継承し、
家族ぐるみで学ぶようになった経緯と気
付きなどが感動をもって伝えられた。
　本年度認証支部紹介、「綬」の授与に続
く第 2 部表彰式では、創設 50 周年支部
表彰、退任支部長褒賞など各種表彰が行

われた＝ 6面に表彰者掲載。また奉賛会
表彰の後、飯田俊郎幹事長が奉賛されて
いる協力の御礼を述べた。
　第 3 部献灯式は、そぼ降る雨の中、五
輪宝塔前に設置したテントの下で行われ、
法主さまの奉告文奏上の後、祭壇に並ぶ
ロウソクに参加者が火を灯した。その後
は解脱錬心館を会場に第 4 部懇親会が催
され、法主さまによる乾杯に続いて、永
年のお務めに感謝の花束が法主さまご夫
妻に贈られた。参加者は振る舞われた料
理を堪能しつつ、支部長同士 1 年の労を
ねぎらい、来年に向け英気を養った。

「祈りから実践へ」合言葉に報恩行を
全国支部長会

体験発表をした沖本支部長 本年度の認証支部長が紹介され、会場より拍手が贈られた 第 3 部献灯式で親火に火を灯される法主さま
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　御生誕祭の翌日の 11 月 29 日、秋晴

れの御霊地・解脱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、新たな本部役員及び常任

理事、新理事長が選出された＝下記。

　それを受けて正午より、太神社殿前に

て役員就任式が執り行われた。

　厳粛な中、法主さまが祝詞を奏上され、

玉串奉奠、拝礼行事、そして辞令交付を

もって終了。続いてお山各所や本宿天神

社、多聞寺、岡野御本家に就任の挨拶に

詣で、新役員一同、さらなる精進を誓い

合った。

【顧　問】
　岡野　英夫

【相談役】
　西貝光一郎
　小田　敏郎
　中村　　宏
　中山　数一

　加藤　昭二
　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
【理事長】
　渡辺　孝彦

【常任理事】
　渡辺　孝彦
　関　日出夫
　村山　正幸
　小林　正二
　木村　正則

　早川　廣美
　村上　説男

【理　事】
　渡辺　孝彦
　関　日出夫
　村山　正幸
　小林　正二
　木村　正則
　早川　廣美

　村上　説男
　宮坂　保徳
　西村　晴雄
　飯塚　健一
　田中　宏明
　飯田　俊郎
　服部宇之輔
　藤原　　博
　松田　佳高

　和田　雅夫
　森下　　勇
　堀越　興二
　岩田　豊美
　中西　好子

【監　事】
　関谷伊和男
　藤原　　了
　宮崎　　尚　

敬称略　任期：平成29年1月1日〜
平成30年12月31日本部役員

　11月13日、会規の法燈規範の定めに従い、法燈委員会の決定に基づき、法

主奉戴式、長老推戴式が挙行された。素晴らしい日本晴れとなった当日、木々が

色づき錦秋の装いが整えられた御霊地において、常任理事以上の役員参列のもと、

午前 11時から奉告之儀が執り行われ、11時30分より法主奉戴式が営まれた。

奉戴式は太神社殿前之儀に続いて頌徳碑前之儀が執り行われた。

法主奉戴式

修祓、献饌に続く法主さまの「祝詞奏上」では、太神様に、
新法主奉戴のお許しをいただくお言葉が読み上げられた

法主さまから新法主（岡野英祥）さまへ「任命の言葉」が伝えられた「奉告文奏上」では、新法主さまが太神様に、法燈継承者としての
心構えを誓われた

【頌徳碑前之儀】の「表白文奏上」では、法主さまが金剛さまに、法燈を継承されたことを伝えられた 「誓詞奏上」では、新法主さまが金剛さまに、法燈を継承する志が伝えられ、会員とともに明るい未来
を築き上げてゆくことをお誓いされた

役員就任式 新理事長を選出！さらなる精進を誓い合う
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ての講話があり、続いて宮原秀治青年本
部長は、青年部活動方針の重要性を説き
ながら「何事も実践することが大事」と
参加者一同の奮起を促した。
　各グループに分かれてお百度と模擬講
話を行った後、米国解脱教会理事を務め
るジャクソン伊藤先生より講話が、瀬部
明開教師の通訳で行われた。伊藤先生は、

「入会のきっかけ」や「龍神様、お不動様
の働きの力」などについて困難を乗り越
えてきた体験を交えての講話を行い、質
疑応答が行われた。最後に参加者各家の

　12 月 10 日〜 11 日、御霊地・解脱研
修センターにて平成 29 年度青年幹部研
修が行われた。任期改選年度となる今回
は、全国から各教区副部長以上の青年幹
部 113 名の新たな顔ぶれが一堂に会し、
研鑽した。
　1 日目、午前 9 時に開会、法話に立た
れた法主さまは、「真行の結果、幸福は恵
まれる」とのご聖訓を基に、素直に役目
に徹する大切さを述べられた。
　次に西村晴雄教務局長より、本部布教
活動方針について具体的な実践例を挙げ

新たな青年幹部集い、躍進誓う！
平成29年度　青年幹部研修

先祖供養七巻を厳修し、1 日目が終了。
　2 日目は、午前 6 時より行われた御霊
地参拝では、各々が学んだ参拝各所を説
明。次に研修センターにて、幹部一人ず
つ宮原本部長より辞令を拝受した後、岡
野英夫理事長より訓示を頂いた。

　その後、今期退任となる 4 名の副本
部長らの退任セレモニーが行われ、花
束と記念品が贈られた後、予定外に参
加者がかけより、感謝の胴上げとアー
チで旅立ちを祝した。　
　ブロック議長、教区部長によるお誓
いと全員で祈願の宝号千反を行い、最
後に肩を組んで青年錬成歌を合唱し、
新たなる役目への精進を誓い合った。

　法主奉戴式に引き続き、太神社殿において長老推戴式が執り行われた。それに

より、初の長老さまが誕生することとなった。

　法主（岡野聖法）さまは、昭和 28 年 3 月 30 日に法燈継承者として就任さ

れて以来、今日まで 64 年間の永きにわたり重責を担われ、研修や会議等で役員、

会員に熱心にご指導を積み重ねられた。

長老推戴式

　当日はこの上ない天候の中、まさに『歓天喜地』の通り、天歓び、地喜び、そして人も慶ぶ。天地人一体となった喜びの中で
式典が催行された。そして法燈委員会の決定により、本年1月1日をもって2 代目法主さま、長老さまが就任された

【太神社殿前之儀】の「修祓」でお祓いを受ける新法主さま

「祝詞奏上」では、新法主さまが太神様に、現法主さまを長老さまとし、健やかに長生きされるよう願われた

新法主さまから法主さまへ「推戴の言葉」が伝えられ、法主さまは
長老さまとなられた

米国解脱教会 理事 財務担当
ジャクソン伊藤先生

 （75歳）

1941 年生まれ。ブドウ農
家に5 人兄弟の四男として
誕生。少年期は体が弱く、
10 歳の時、岸田先生の指
導により命を救われて解脱を
学ぶ。後は学業の道に進み、カリフォルニア工科大学
に進学。卒業後はロケット開発で有名なエアロジェット社
に入社し、3 つの発明を成し遂げた。
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■創設50周年支部・準支部表彰
　川崎馬絹支部
　徳島渭北準支部
■退任支部長褒賞
　小川　豊昭（青森石江支部）
　野本　祥二（新潟加茂支部）
　栁澤　俊康（長野下諏訪支部）　
　山口　忠之（川崎宮崎台支部）　
　渡辺　啓助（調布支部）
　西澤　　周（滋賀湖東支部）
　土井　得由（福山川口支部）
　戸川三千代（福江支部）
■高齢功労者表彰
　田中　隆藏（北見支部）
　小川　豊昭（青森石江支部）
　成田　利明（弘前中野支部）
　舘岡ひろみ（青森藤崎支部）
　田中　尚郎（群馬伊勢町支部）
　宮崎　武志（群馬草津支部）
　坂入　和吉（茨城真壁支部）
　池田　信宏（台東支部）
　源川　勝巳（向島支部）
　篠原　生代（横須賀船越支部）
　国島　洋一（神奈川茅ヶ崎支部）
　品川　弘治（平塚神田支部）
　萩原　徳治（静岡相良支部）
　蜂須賀淑元（岡崎井田支部）
　近藤　園子（名古屋西味鋺支部）
　水谷　健吾（名古屋豊国支部）
　原　總一郎（名古屋笹島支部）

平成 28 年度　各種表彰受賞者
　大塚　　悟（滋賀びわ支部）
　米田　　勲（和歌山貴志川支部）
　阪田　嘉彦（神戸灘支部）
　杉﨑　　將（大分東支部）
　高谷　昌利（関西道場）
■篤志奉納者表彰
　山﨑　秀子（岩手大槌支部）
　岡野　　正（埼玉北本宿支部）　
　森田　　心（埼玉杉戸支部）
　廣川　貞雄（南新宿支部）
　斎藤　重信（大久保支部）
　阿曽沼孝允（八王子支部）
　岩田　宏之（小岩支部）
　岩田　光彦（小岩支部）
　井上　宗弘（蒲田本町支部）      
　小林　輝道（石神井支部）  　
　関　日出夫（大森八幡支部）
　大森八幡支部    
　小川　光英（大森八幡支部）
　立石　恒卓（梅屋敷支部）　
　小林　莞侍（大岡山支部）
　武前　桂三（台東支部）
　北川誠一郎・由記子
　　　　　　　（金沢長田支部）
　津田　直彦（和歌山貴志川支部）
　金谷智恵子（徳島大和支部）
　中川　晴美（徳島大和支部）
　山下　喜丸（天草与一ケ浦支部）
　村上　説男（福岡宇美支部）
　池松　康博（熊本大津支部）

　解脱書道会の会報「大雁」第150号が発行され

ました。あなたも書道を始めてみませんか。まず

は封筒に「会報希望」と朱書きし、82円切手2枚

を同封して、「大雁」を下記へ請求してください。

〒160-0007  東京都新宿区荒木町 4  解脱書道会事務局

書道を始めてみませんか！

　11月 20 日、長野県
信濃町の黒姫出張所に
て第 48 回天茶収穫感
謝祭が執行された。
　黒姫弁財天大神と天
圀蔵五柱五成大神を参
拝した後、正午より出
張所において式典が行
われた。
　その後、法主さまより、「収
穫感謝の誠を捧げ、感謝報恩
に生きることが、人生の目的」
とのお言葉を頂いた。

　直会では、岡野英夫理事長、
米国解脱教会・瀬部明開教師、
横川正知信濃町町長の挨拶の
後、感謝と喜びの中、良質な
天茶の収穫を共々に祝った。

　12月 1日、本部道場
報恩日前の正午より四
谷津之守弁財天にて冬
祭が催行され、会員、
地元住民が集まった。
　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
にも厚く崇敬されてきた。
　当日は法主さまが祝詞奏上
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
頃より御守護頂いている感謝
の祈りを捧げた。
　参加者はその後、金丸稲荷
へと参拝に訪れていた。

日頃の感謝を捧げる
津之守弁財天冬祭

収穫感謝の誠を捧げる
黒姫天茶収穫感謝祭

　11月19日、第 21 回小
学生少女ソフトボール大
会 ( 主催：解脱会 ) が開催
され、埼玉県内各地から
13 チームが集い、優勝を
目指して競い合った。
　開会式当日は雨のため、
北本スポーツセンターの館内
で開会式のみが午前 8 時半に
行われた。岡野成高御霊地管
理部長の開会挨拶の後、現王
園孝昭北本市長をはじめとす

る来賓各位の祝辞に続いて選
手宣誓が行われた。試合は 20
日、26 日と行われた結果、行
田少女ソフトボールクラブが
優勝杯を勝ち取った。

練習を積み重ね、精一杯発揮！
小学生女子ソフトボール大会

第78回 太陽精神碑建立記念祭
太陽に象徴される建国の精神にふれる大切な日です。
みなさまお誘い合わせの上、ご参加ください。

2月11日（土・祝日）

10：00　第 1 部　太陽精神碑前之儀
　　　　　　　　　（精神碑前・支部長以上参列）

11：00　第 2 部　太陽精神碑建立記念祭式典（お山）
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萬物萬霊に感謝の祈り捧げる
第77回宍粟萬霊魂祭塔建立記念祭

　11 月 23 日、本部主催・兵庫教区主管
による第 77 回宍粟萬霊魂祭塔建立記念祭
が、本部出講の渡辺孝彦指導員、教区担
当の早川廣美・倉田正治両指導員が参列
する中、執り行われ、関西地区会員はじめ、
中国、北陸地区から多数の会員が参加し
た。同塔は昭和 15 年、金剛さまが建立さ
れ、その除幕式にて、「この塔に額づきひ
ざまずく者の幸せを聖憲、敬って祈願し
奉る」と祈られたと伝えられている。
　底冷えする寒さの中、行われた第 1 部
萬霊魂祭塔前の儀では、同塔に生花・天

茶が捧げられ、続く勤行では参加者一同
が心を一つにし、真心からの天茶供養が
執り行われた。
　笹倉範久教区長による式辞の後、渡辺
指導員による講話では、同塔を建立され
た金剛さまの御心に触れ、参加者は同塔
の意義を再確認するとともに次の世代に
引き継いでいく決意を新たにした。

　続く第 2 部直会では、兵庫教区会員よ
りおにぎりや焼きそば、ぜんざい、うど
んなどが振る舞われ、神戸教区と兵庫教
区明石・姫路・宍粟の 3 地区から余興が
奉納された＝写真。その後、抽選会、餅
撒き、万歳三唱で喜びの中、終了。生か
され、養われ、守られていることに心か
ら感謝した一日となった。

立教90年記念大祭に向けて
参加者一人ひとりが主役となるよう全力を尽くします

研修のお知らせ

目的：金剛さまのご精神を今一度深く
感じ取り、生きがいある人生を歩むべ
く、時代に生きる学びを進めます
期日：2 月 26 日（日）　会場：湘南道場
対象：一般会員、支部幹事
定員：40 名          費用：3,000 円
〆切：2 月 1 日     

目的：「立教 90 年に向けて、茶話会活動と社会奉仕活動の推進を」をテーマに生命
への感謝と報恩の精神を発揮すべく、健康指導シートに基づいて各指導法を
習得し、自他の健康増進と明るい社会づくりに貢献できる人となろう！

期日：3 月 11 日（土）〜 12 日（日）　  　会場：御霊地・解脱研修センター
対象：どなたでも　　  定員：50 名　       〆切：2 月 11 日　
費用：10,000 円（家族割あり　2 名参加 15,000 円）

                 （1 日のみ参加は 5,000 円、1 日目懇親会参加は＋ 2,000 円）

湘南1日コース 第153回 健康学園コース

　解脱会は、平成30年に立教90年を迎えます。その節目の年の第173 回秋季大
祭は、神鎮まる御霊地に全国の会員が一堂に会して行うことになりました。この
栄えある大祭を大いに盛り上げ成功に導くため、昨年度より解脱会では常任理事
会の承認のもと、記念大祭実行委員会を起ち上げ、企画立案を行っております。
　実行委員長に、飯塚健一理事が委任され、委員長のもと、総勢20名の委員が東

京各教区から選出されました。
記念すべき大祭を成功に導くた
めに、企画立案のための会議を
重ねています。その第一弾とし
て、記念となる「大祭の歌」の
制作が現在進行中です。

立教90年記念大祭実行委員会

●詳細・問い合わせ：解脱会教育部研修係　TEL03-3353-3667　FAX03-3353-3708
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　名古屋第1教区では10月
30 日、中部道場にて教区こど
も大会を開催、82 名が集った。
　本大会はこども講座参加者
の増員、並びに支部子供会活
動の活性化を目的としたもの。
　午前10時より拝礼行事では
じまり、山本英次教区長の講
話に続いて、子供たちがお待
ちかねのゲームが行われた。
　幼い子から大人まで一緒に
さまざまなゲームで楽しんだ

後、バルーンアート作成では
皆の力を合わせ、風船で 130
本のコスモスを作り、道場いっ
ぱいになったコスモスに全員
が感動した。
　昼食では、女性部より特製
カレーが振る舞われ、その美
味しさに子供たちも大満足の
様子で目を輝かせていた。
　終礼行事で午後 1 時に終了。
子供たちにも、スタッフにも
思い出に残る一日となった。

　11 月 20 日、東京第 6 教区
では夢の島熱帯植物館（東京
都江東区）にて教区こども大
会を行った。
　当時は天候に恵まれ、初参
加のご家族や会員以外の 19
名を合わせ105名が参加した。
館内では、熱帯植物の映像を
見た後、ポイントシールラリー
を行い、とりわけゴールで参
加記念品の金メダルをもらう
子供たちの嬉しそうな笑顔が

印象的だった。
　昼食は隣のスポーツ文化館
にて、全員一緒に食べ放題の
バイキング料理をいただき解
散となった。その後、大勢の
家族が施設内の広場で楽しく
遊ぶ姿が見られ、親子孫が集
う有意義な一日となった。
 準備や運営にあたった実行委
員は、参加者の感想や意見を
今後の活動に活かしたいと述
べていた。

シールラリーに無我夢中
東京第 6 教区こども大会

終始、子供たちの笑顔が満開
名古屋第 1 教区こども大会

太神社殿で
挙式をしませんか

　生命のみ親をお祀りする御霊地で神前結婚式を執り行

うことができます。 

　また、初宮参りや七五三、入学・就職、金婚式や還暦

など人生の節目の御祈祷なども受け付けております。 

●詳しくは御霊地・管理部＜ TEL 048-591-3711 ＞

　までお問い合わせください。

ホーム
ページ

　ご覧になりましたか？　解脱会ホームページは 1 〜 2 ヵ

月毎に更新しております。ぜひチェックしてみてください。

会員専用ページ（パスワードは各支部にお尋ねください）で

は各道場の行事と出講予定、ニュースレターのバックナン

バーの閲覧、音声配信コンテンツでは昨年度の法主さまの式

辞を聴くことができます。またこの度、足もみボランティア

のコーナーが登場しました。

スマホなら本紙
1面右上のQR
コードでアクセ
スできるよ！

好評更新中！


