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◀

今月のみさとし／祖先崇拝は、純真なる宗教心理の発露である。（ご聖訓　第十巻85頁）

Newsletter

◀

平和への祈り「信念」「姿勢」「行動」を次世代へ伝える
第52回  戦争犠牲者慰霊並びに平和祈願式典

場を彩る中、新宗連代表として保積秀胤
理事長が「あらゆる違いを乗り越えて、
お互いが尊重し、共に手をたずさえて『世
界平和』を祈願することが大切」と述べた。
その後、女子青年による献灯、教団代表
者による折鶴の奉納と続いた。
　教団別礼拝では、17教団の代表者が祭
壇にて、それぞれの形式で礼拝を行い、

　全国会員のみなさまからの勧募によ
り行われている奉祝立教90年記念事
業は、本年6月に御霊地南棟が完成。
現在は御霊地道場及び旧女子寮の耐震
改修工事が着々と進んでおり、順調に
進めば本年中に完成の予定です。
　また、記念事業としての工事は、御
霊地お山の外溝工事が計画されており
ます。六地蔵尊横の南側からお山の東
側を囲み伊藤青果店前までの植栽を撤
去し、4ｍ幅の歩道が参道へと続くよ
うに新設される工事で、来年の春季大
祭までに終了する予定です。

本会からは、関日出夫常任理事が祈願文、
三綱五常報恩、宝号を会員と共に念唱し
た。同時に10教団の青年代表者が六角
堂の中で祈りを捧げた。
　続いて青少年少女による合唱、加盟教
団を代表して力久美雪さんが平和への
メッセージを奏上、黙祷、来賓献花と続き、
午後７時30分に閉式した。

　8月14日、本会が加盟する新日本宗教
青年会連盟主催の戦争犠牲者慰霊並びに
平和祈願式典が東京・国立千鳥ヶ淵戦没
者墓苑にて開催され、約2200名が参加
した。本会からは長老さま、本部役員、
首都圏各支部会員が多数参列した。
　当日は式典に先立ち、靖國神社参拝が
本会東京地区協議会主催のもと執り行わ
れた。坂明夫同神社権宮司からは、「緑豊
かな、心豊かな国を創るには、日本が浦
安の（心安らぐ）国にならなければならな
い」との挨拶を受けた。その後、一同は千
鳥ヶ淵墓苑に移動し、戦没者の英霊に対
し真心からの天茶供養を行った。
　式典は午後６時に開式。本会より奉納
された約23万羽を含む多数の折鶴が会

供養良し、飲んで
奉祝 立教90年記念事業

靖國神社にて英霊に対し真心からの祈りが捧げられた 各教団青年女子による平和への祈りを込めた献灯

御霊地道場改修工事着々と進む

会場両脇には祈りを込めた千羽鶴が彩る 関常任理事が本会を代表して勤行
宮原青年本部長、阿曽沼・杉山両青年副
本部長が六角堂内で天茶供養を厳修

御霊地道場改修工事後の完成予定図
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念じ、すべてを委ねつつ常に白紙の心に
なって、修業者との中立ちのお役目にお
使いいただくという謙虚な心が必要」と
仲介者の心得を具体的に示した。
　続いて「神関係・先祖関係」、「苦しみ
の霊」について、それぞれ希望する教室
に分かれて学びを深めた後、8班に分か
れ、各班に担当者がついて実修となった。
　2日目は、前日に引き続き実修が行わ
れ、修法シートを基に仲介者に必要な心
得を各班担当者から学び、松田佳高布教
部長より「支部で仲介者としてお使いい

で懺悔文、般若心経を念
唱。その後、妙応殿に場
所を移し、上村貞郎長老
猊下を導師に、職衆によ
る法要が営まれ、参加者
は設けられた焼香台に並び祈りを捧げた
＝写真右。続いて田中英次京都教区長の
先達により勤行を行った。
　上村長老猊下は、「本日の法要は泉涌寺
独持の供養法により解脱金剛尊者と会員
各家先祖の御精霊に対してさせていただ
いたもの」と挨拶なされ、会員たちは御
寺泉涌寺で法要をしていただける有り難
さを深く感じた。

霊、会員各家先祖代々之精霊、各種戦役
戦没者精霊、法界無縁萬霊、今年度新盆
特別法要精霊＝下記参照＝に対し、懺悔
文、般若心経を会場一体となり念唱。供
養塔に天茶を注ぎ、参加者一同、真心の
供養が厳修され、先人、先覚者へ感謝の
祈りが捧げられた。

ただく」をテーマに講話があり、午後3
時終了。
　参加者たちは、今回の学びを糧に、各
支部に帰り、実践を重ね経験を積んでい
くことを目標に家路についた。

　その後、長老さまより、「子孫が、永遠
に幸せになる方法は、今まで学んだみ教
えを家庭、職場、地域で全身全霊を込め
て出し尽くすこと」と述べられた。
　法要終了後は関西道場と京都教区会員
の有志によるそうめんの接待があり＝写
真左、続いて永田秀夫本部相談役による
福引きが行われ、参加者一同、楽しいひ
と時を過ごした。

　7月29日〜30日、御霊地・解脱研修
センターにて今年2回目となる、仲介者
養成コースが開催され、39名が参加した。
　午前10時開講。西村晴雄教務局長よ
り「み教えの基本」、大賀光夫修法部長か
ら「御五法修業の目的と心得」を学んだ。
　次に、安達武寿布教本部員は、「仲介者
は、太神様、金剛さまのお導きを心から

　8月 13日、解脱金剛尊者の盂蘭盆法
要が御寺泉涌寺において執り行われ、法
主さま、長老さま、本部役員をはじめ近
隣地区の会員など約180名が参列した。
　午前11時より霊明殿の儀において、
法主さま、長老さまに続いて本部役員ら
による焼香の後、藤原博内務局長の先達

　本部道場の盂蘭盆法要が7月 15日、
その他、御霊地、札幌、湘南、中部、関
西の各直轄道場では8月 15日、感謝日
行事に先立って行われた。
　本部道場では午後1時より、導師となっ
た藤原博内務局長が、御神前右側に設け
られた祭壇に向かい、開教以来先亡者精

常に白紙の心で
本部研修・仲介者養成コース

解脱金剛尊者盂蘭盆法要

先覚者へ捧げる感謝の祈り

京都・御寺泉涌寺

直轄道場で盂蘭盆法要

本部道場にて行われた法要

中村　　宏	 苫小牧豊川	 相談役
西貝光一郎	 杉　　　並	 相談役
加藤　昭二	 江　戸　川	 相談役
中山　数一	 神 戸 中 央 	 相談役
田村　義雄	 群馬中之条	 常任理事・支部長
西元　　功	 伊 東 湯 川 	 参　与・名誉支部長
三上　かね	 六　　　月	 参　与・前支部長
風間　和夫	 熊谷宮前町	 参　与
大熊　芳郎	 千　　　住	 参　与
小澤　　勝	 松本里山辺	 参　与

奥出　信夫	 長 浜 神 前 	 理事参与
土田　和男	 長野上諏訪	 地区相談役・支部長
谷口　弘海	 福 山 春 日 	 地区相談役・支部長
金子　雅一	 千　　　住	 名誉支部長
渡邊　将人	 茶　志　内	 支部長
池田　良治	 酒田北新町（準）	 支部長
近藤　　章	 長 野 茅 野 	 支部長
五十嵐義夫	 南　千　住	 支部長
岸　　佳孝	 和歌山吹上	 支部長
西村　洋美	 西 宮 小 松 	 支部長
水原紀美子	 兵 庫 伊 丹 	 支部長
桑野キミエ	 筑後西牟田	 前支部長
島田美津子	 前　　　方	 元支部長

平成29年　新盆特別法要精霊
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古が続いた。そ
の 内、24 日 に
は日本武道館で
開催された全日
本少年少女剣道大会を見学。27日の閉講
式＝写真上＝の後にはさよならパーティ
が行われ、チーム対抗の余興などで参加
者同士の親睦をさらに深めた。そして最
終日には段審査を受けて解散となり、参
加者は厳しい稽古で学んだ技術を自国で
活かすべく帰国の途についた。　　　　
　本会の身守を買い求めたエリザベス・
ボーテンさん（31）は、10年前に中国
人のご主人が本講習に参加した際、お土
産に貰ったのが本会の身守だった。その

点からの講話があった。
　午前10時に開会。まずは
「心の健康」と題して、中西
指導員が育児で見落としがち
な「心を育てる」ことについて重点的に
話し、また家族の心身の不調に気づくた
めには、日頃の「いってらっしゃい」「お
かえりなさい」などの言葉がけの際に
ちゃんと家族の顔を見ることが大切であ
ることを説いた＝写真右。
　続いて「からだの健康」について、津
村指導員は「何を食べれば健康になるか
よりも、日頃何を食べすぎてしまってい

井支部長への花束贈呈と、
会員による感謝が捧げられ
る場面があった。挨拶に
立った浅井支部長は、「歴
代支部長並びに支部の先覚
者のご努力と現在の会員の
皆さんの精進によって今の
支部があり感謝にたえない」と述べ、報
恩行として一層の精進を誓った。
　続いて記念講話に立った近藤指導員
は、「支部は一つの家族。お互いの幸せを
思いやると同時に支部に足を運び、支部
の伝統を守ると共に会員一人ひとりの幸

るかを見直すことが大事」と述べ、さま
ざまな食材の持つ特性など、毎日の家族
の食事作りに活かせる知識を伝えた。
　休憩後は、女性参加者のみで年代別の
グループに分かれ、楽しい「脳トレーニ
ング」で心身をリフレッシュ＝写真左＝
した後、それぞれ本日の学びや日頃の悩
みについて存分に語り合い、午後1時に
閉会した。

お返しにと今回は彼女がご主人と後輩に
身守をお土産にしたという。また、厳し
い選考会に選ばれて、今回は参加できて
とても嬉しいと笑顔で語っていた。

せを祈ります」と述べ、更なる支部の発
展への期待を込めた。
　第2部は場所を近所の寿司屋に移し、
和気あいあいと会食、最後に元気よく万
歳三唱を唱和し、更なる明るい未来を築
いていくことを互いに誓い合った。

　7月21日〜28日にかけて、今年も外
国人剣道指導者夏期講習会が解脱錬心館
で開講した。これは全日本剣道連盟が主
催し、世界各国の剣道の普及と指導者と
しての技能を高めることを目的に開催さ
れており、今回は45ヵ国から62名の外
国人剣士が集結した。
　初日の本会主催の歓迎パーティでは、
渡辺孝彦理事長より激励の言葉が、そし
て現王園孝昭北本市長から歓迎の言葉が
外国人剣士に贈られた。
　講習会は、田中宏明館長（御霊地局長）
を含む全剣連の先生方が指導のもと、日
本剣道形、指導法と実技、そして審判法
を基本に、早朝、午前、午後と厳しい稽

　7月 30日、首都圏女性のつどいが本
部道場にて開催され、312名が参加した。
今回は「こころの健康・からだの健康—
家族のサインを見逃すな！—」をテーマ
に掲げ、中西好子指導員と津村和範指導
員より「心」と「からだ」それぞれの視

　名古屋中央支部では8月6日、支部創
立80周年の記念感謝会を開催した。本
部より近藤貞男指導員が出講、42名が参
加した。当支部は、初代の浅井信一支部
長が昭和12年に支部の前身となる名古
屋西部支部を設立し、その後、原計助支
部長、浅井美佐雄支部長、浅井正之支部長、
そして、浅井富貴支部長が継承し現在に
至っている。
　支部御神前にて行われた第１部記念式
典では、浅井支部長による祝詞奏上や代
表3名の玉串奉奠など厳かに神事が進め
られる中、支部先亡者への天茶供養や浅

家族の心身の健康を守ろう

歴史の重みを噛みしめ

45ヵ国から御霊地に集結！
解脱錬心館・第44 回外国人剣道指導者夏期講習会

首都圏・女性のつどい

名古屋中央支部創立80周年記念感謝会

左＝審判講習の様子
上＝エリザベス・ボーデ
ンさん
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　７月23日、関西道場
にて京都教区出講員研
修が開催された。今回は
「次世代の出講員育成」
を目的に、青壮年を中心
に29名が参加した。
　午前10時に開会、拝
礼行事、田中英次教区長挨拶
に続いて藤原誠介（京都朱雀）、
横山一恵（京都小倉）両支部
長から、「出講においての体験
講話」があった。
　出講の早川廣美指導員は、
「出講員の心構え」について、
的を射た内容で参加者を巻き
込みながらの講話がなされた。　
　それを受けて、午後からは

　7月 3 日、札幌
道場にて、北海道々
南教区健康学園が
開催され、参加者
41名が集った。
　午前11時、拝礼
行事の後、車康平
教区長より挨拶があり、3分
間体操と続いた。　
　次に宮崎順史指導員から10
の食品群について、「日常生活
の中でいかに体力と気力を養
うか」等、食事の大切さにつ
いての学びがあった。
　午後は、掌心法、足もみ、

　7月 2日、中国第１教区で
は第16回女性の集いを開催、
ホテルウェルネスほうき路（鳥
取県米子市）を会場に56名
が参加した。
　当日は午前10時半に開会。
拝礼行事に続いて徳永睦子副
担任部長、石原悳二教区長か
ら挨拶があった。

教区出講員、担任部長、副担
任部長から代表5名が 15分
間ずつ模擬講話を行った。
　今回の研修は、出講する側
と受け入れ側の気持ちや、感
謝会での心配りなど、より深
い学びがあった。また先輩の
出講員から、「次世代へお任せ
する」との言葉に、一同、気
を引き締める場面もあった。

筋肉強化法の実習を行い、心
と身体のバランスを整える方
法を習得した。
　参加者は各々支部、家庭に
戻って実践し、一人ひとりが
世の為、人の為に進めるよう
前向きに行動していくことを
誓い、終了となった。

　講話では、15年前に同教区
の担当だった西村晴雄指導員
が、「女性が楽しく生きる為に」
をテーマに、家庭生活の中の
「心から喜ぶ、心から感激する、
心からの祈りを大切にするこ
と」などを会員の体験を交え
ながら熱く語った。
　午後は「心と体を癒す」を

　滋賀教区では７月 30日、
多賀町高取山ふれあい公園に
て家族スクールを開催。33名
の子供たち含む総勢97名が
参加し、「ありがとうと言おう、
出会った人に挨拶をしよう」
と約束事を取り決めた後、積
極的に交流を深めた。
　緑に恵まれた同公園内に
て、子供たちと一緒に昨年好

　異例の猛暑日となった7月
9日、北海道々東教区では教
区大会を帯広支部で開催し、
30名が参加、本年の中間地点
としての振りかえりと、立教
90年に向けて、祈りから実践
への報恩行を確認した。
　午後１時、開会。道林孝吉
教区長より上半期の教区活動

テーマに3分間体操、掌心法
を行い、毎年恒例の「故郷」「婦
人歌」を歌い、終礼行事、会
員各家先祖供養をもって午後
2時半に終了した。

評だったピザ作りをしたり、
焼きそばやバーベキューをし
てお腹を満たした。
　午後は元気に山登りやソリ
遊びなどを楽しみ、かき氷と
スイカを頂いた。
　最後は、使わせていただい
た感謝を込めて公園内の清掃
を全員で行い、自然の恵みを
満喫した１日となった。

目標の確認報告と、奉祝 90
年に向けた挨拶があった。
　続いて、桑原康彰本部理事
参与が国際情勢と自国につい
ての考え方を述べた。また佐々
木秀夫釧路支部長、桑原康行
帯広支部長の両氏から新支部
長として努力していく決意の
挨拶があった。
　出講の岡野英夫顧問は、解
脱の心構え、基本姿勢を中心
に、自身の体験を交えながら
分かりやすく述べた＝写真。
　最後に会員各家の先祖供養
を厳修し、終了となった。

　参加者から、「15年前と変
わらない西村先生に驚いた。
お話が心に響いた。感謝の祈
りを忘れずにいたい」との感
想が聞かれた。

次世代の出講員を育成

体力と気力を養う

女性が楽しく生きるために

自然の恵みを満喫

下半期に向けて学び深める

京都教区・出講員研修

北海道々南教区・健康指導研修

中国第 1 教区・女性の集い

滋賀教区・家族スクール

北海道々東教区・教区大会
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　7 月 30 日、第
3回を数える四国
西教区女性部主催
の修法研修会が愛
媛四国中央支部に
て開催された。
　同教区では2名
の教区修法担当員
を中心に、毎月修
法の勉強会を重ねている。さ
らに年に一度、女性部が主催
となって広く参加を呼び掛け
ての修法研修会が開かれ、さ
らなる学びの輪を広げている。
　今回の参加者は30名。重
森政義教区長の開会挨拶に始
まり、松山垣生支部の近藤極
子さんが、教区勉強会での御
五法修業を通じて「生き直し」
ともいえる家庭改革に挑んだ
体験を赤裸々に発表。これを
受けて、2つのグループに分
かれてディスカッションが行

われ、体験発表を聞いた感想
やなぜ御修業が必要かについ
て話し合った。「体験発表から
素直に実践する大切さを学ん
だ」「自己を知り、わが家の精
神伝統の改革を行うために御
修業は必要」など忌憚のない
意見が交わされた。
　その後の講話で重森静子教
区修法担当員から女性の学び
の重要性が伝えられ、最後に
秀野光彦担任部長がまとめを
述べ、終礼行事をもって閉会
した。

　7月 16日、中部圏域健康
指導研修が中部道場にて開催
された。今回は「お導きに役
立つ健康指導」をテーマに、
愛知教区、名古屋第1教区及
び第2教区から各支部長はじ
め、支部の健康指導担当員を
中心に64名が参加した。
　午後1時より開会。梅村吉
男・名古屋第2教区長の開会
挨拶に続いて、本部より出講
の宮崎順史指導員が講話に立
った。充実した内容の中でも、
足心道本部長である柴田當子
氏の著書をテキストに、症例
別の操法について学んだこと
が好評で、当日用意された柴
田氏の書籍は完売となった。
　その後の実習は、経験者と
未経験者でペアを組んで行わ
れた。足心道の基本の操法に
ついて時間をかけて確認した
ことで、未経験者だけでなく

経験者も日頃の疑問点や曖昧
に覚えていた部分の復習がで
きた他、頭痛や肩こりなど症
状に応じた具体的な手当てに
ついても指導を受けた。最後
は近藤貞男圏域責任者が総評
を述べ、今日の学びを支部や
家庭、地域において必ず実践
し、お導きに活用し合うこと
が確認された後、終礼行事を
もって午後4時半、閉会した。

御修業の必要を再確認 支部長を中心に健康指導学ぶ
四国西教区女性部・修法研修会 中部圏域・健康指導研修

　7 月23 日〜 24 日、中野
十七夜講社（講元・稲子知義
中野支部長）主催、中野支部
協賛による恒例の冨士参拝登
山が行われ、53名が参加した。
　1日目。中野支部発と秩父
中村支部発御霊地経由のバス
2台に分乗し、一行は北口本
宮冨士浅間神社へ向かった。
　同神社上文司厚宮司のご挨
拶を頂き、神変大菩薩碑を参
拝。その後、一行は富士スバ

ルラインを通って5合目に到
着し、小御嶽神社を参拝後、
いよいよ登山開始。
　頂上組40名は砂と岩ばか
りの登山道をひた進み、8合
目「蓬莱館」で仮眠後、2日
目未明に同山小屋を出発、風
の弱い、例年にない穏やかな
天候のもと40名全員が登頂
を果たし、御来光を拝んだ。
今回の最高齢登頂者は77歳
だった。

　恒例となった登頂者全員で
唱歌「富士山」の大合唱と万
歳三唱で登頂に酔いしれた。
　5合目組13名は「佐藤小屋」
に宿泊。翌朝、日蓮上人修行
の地、経ヶ岳で御来光を迎え、
遭難者慰霊供養を厳修。昼に

は頂上組と合流下山し、再び
浅間神社で登山の無事成満御
礼の御奉告を行い、その後「ふ
じやま温泉」にて講員総会を
開催、登山の汗を流し、感想
を語り合い、感激のうちに参
拝登山は終了となった。

穏やかな天候に恵まれ
中野十七夜講社・冨士参拝登山

『天   茶』
　金剛さまは、神からのご啓示によって天茶
を捧げて行う供養法をのこされました。天茶
の功徳は御五法の法力とあいまって諸霊を
浄化し、安霊成仏に導きます。お手軽なティー
バッグタイプ（2,000 円）もございます。　1 袋　2,000 円（税込）

『天茶エキス』
　諸霊や心身を浄化する天茶を濃縮し
たエキスは、外傷や胃腸疾患、また花
粉症などのアレルギー疾患にもお奨め
です。携行に便利なチューブ入り（12
ｇ入り3 本 2,060 円）もございます。70g  2,575 円（税込）

天茶で心身をすこやかに―天茶製品をご利用下さい―
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　7月25日、和歌山東支部の
氏神である津秦天満宮の夏祭
りが行われ、当支部の会員・
青年部の有志による鼓笛隊演
奏が奉納され、夏祭りに訪れ
ていた地元の人々に大変喜ば
れた。
　当支部鼓笛隊による演奏の
奉納は今年で36回目。今や
奉納演芸の目玉ともなってお
り、支部会員でもある宮司が
夏祭りに先立つ7月の支部感
謝日にて、鼓笛隊演奏を期待
する挨拶を述べるほどで楽し
みにする氏子も多い。6年前
には30回の奉納を記念して
神社から感謝状が贈られた。
　鼓笛隊は、今年5月より本

多幹事の指導の下で練習開始。
総勢20名の青年や子供、若
い母親たちが参加した。2ヵ
月以上にわたる練習では、技
術の上達はもちろんのこと、
参加した青年部や子供・母親
たちの絆がより強まった嬉し
い成果もあった。
　夏祭り当日は、氏子総代を
務めている津村英雄支部長を
はじめ地域の氏子、支部会員
や県会議員や市会議員など大
勢が見守る中、見事に2曲を
奉納し温かい拍手に包まれた。
　演奏を終えて支部に戻った
一同は、弁当やジュースを頂
きながら成し遂げた喜びに浸
り、楽しい一時を過ごした。

　十和田支部では7月 9日、
青森市の幸畑陸軍墓地にて第
2回八甲田雪中行軍殉難者慰
霊供養祭を行い、当支部会員
の他、青森県内の各支部と地
元有志、更に東北第2教区の
会員、総勢50名が参加した。
　日露戦争開戦前の明治35
年、ロシア侵略に備え、旧日
本陸軍が実施した八甲田山中
の雪中行軍訓練で猛吹雪のた
め、第五連隊の将兵210名の
内199名が凍死した。同供養
祭は、国家存亡の危機を前に
軍令に殉じた将兵の尽忠の精
神を讃え、霊魂の冥福を祈る
と共に国家の安寧に感謝し、
八甲田山を訪れる人々の安全
と幸福を祈念するもの。

　式典は午前11時より拝礼
行事で開式。回向文奏上、詩
吟、献花、焼香の後、全員が
心経21巻を念唱する中、殉
難者の氏名が刻まれた慰霊墓
碑一つひとつに心を込めて天
茶を注ぎ冥福を祈った。
　十和田支部の中屋敷もみ子
支部長は、参加者に謝辞を述
べつつ、「殉難者の愛国の心を
忘れず、世の為人の為、お役
に立たせていただきましょう」
と挨拶した。
　その後、一同は遭難場所に
建つ鹿鳴庵茶屋に移動、「八甲
田雪中行軍を後世に語り継ぐ
会」の蛯名隆会長がスライド
を交えて講話し、今回の供養
祭の理解をより深めた。

氏子の温かい拍手に包まれ 尽忠の精神を讃え冥福祈る
和歌山東支部鼓笛隊が氏神で奉納演芸 十和田支部・八甲田雪中行軍殉難者慰霊供養祭

新 刊 案 内第154回 健康学園

『金剛さまの思い出』
第五巻

　大好評『金剛さまの思い
出』シリーズ最新刊を秋季
大祭にて発刊いたします。
今巻は『続・金剛さまの思い
出』（昭和55年初版）を再編
集しました。先人先覚者の
エピソードの数々には、戦
中戦後の過酷な時代の中で、
一心に会員の幸せを願い力
を尽くされた金剛さまのお
姿が息づいています。
　今なお色あせないご指導
は、現代に生きる私たちに
向けて残された宝です。ぜ
ひお買い求めください。

  「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、自他の健康増進と笑顔あふれる社会づくりに貢献
できるリーダーを目指します。

開 催 日 　　10月 28日（土） ～ 29日（日）
会　　場　　御霊地・解脱研修センター
対　　象　　どなたでも（定員 60名）

※法縁者の方もご参加頂けます。
申込方法　　支部通信に添付されている「研修参加申込書」

に必要事項を記入のうえ、教育部研修係にお
送りください。

申込締切　　9月 29日（金）
研 修 費　　1泊 2日参加　10,000円（1日参加　5,000円）

（夫婦割、親子・孫割あります）
○詳細は教育部研修係へ

TEL03-3353-3667   FAX03-3353-3708

秋季大祭にて発売！

定価 1,000 円（税込）
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　ズンバ講師の寺田マリア
ンさんが、7月 10日付の
静岡新聞で紹介された。「ズ
ンバ」とは南米生まれの
フィットネス・プログラム
の名称。
　寺田さんは高校卒業後に
フィリピンから来日して平
成元年に結婚。子供の頃か
ら踊るのが好きな寺田さん
はエアロビクスの講師資格
を取得後、8年ほど前に日

本に広まったズンバに魅了さ
れたという。
　現在、寺田さんはスポーツ
ジムでのレッスンの他、ズン
バに特化した「マリアンクラ
ブ」を起ち上げて “楽しくカ
ロリーが消費できる” ズンバ
の魅力を伝えている。

　唐沢邦武さんが、5月 1日
付で旭日双光章（高齢者叙勲）
を受章された。
　唐沢さんは、昭和34年4月
に群馬県長野原町議会議員に
当選以来、平成7年12月まで、
8期28年7ヵ月の長きにわた
り在職し、八ッ場ダム建設の
際に反対派住民との対話に力
を注ぐなど町行政の進展と地
方自治の発展に尽力されてき
た。また同町農業委員会委員

として12年間、同町社会福
祉協議会長として6年間在
籍するなど、卓越した識見
と指導力で活躍、その功績
が認められた。

ズンバでフィットネス！ 地元の発展に尽力す

　8月3日〜5日にかけて、
第2回御霊地勤労奉仕が行
われた。今回は全日程で18
名が参加し、御霊地整備と
心身を整える学習プログラ
ムを中心に進められた。
　1日目は岡野成高管理部
長と西功義教育部次長の挨

拶に始まり、自己紹介をした
後、身体の感謝も込めて作業
前のケアを行った。炎天下の
中、水分補給をしながら2日
間をかけて旧研修会館周辺の
草刈りを行った＝写真。
　また作業終了後にはヨガ、
呼吸法などを取り入れ心身の

バランスを整えた。
　3日目には剪定、
落葉掃きなどの作業
を行った。
　参加者から、「月
参りや大祭では御霊
地の表側しか見えて
いなかったが、今回、
裏側を見せていただき、会員
を迎える為に整備することの
大変さを実感できました。次
回も是非参加したい」と感無

量の感想があった。
　今年はあと9月と 11月
に各3日間行われる。詳細
は本部通信参照のこと。

心身共にリフレッシュ!!
御霊地勤労奉仕

スポットライト

人に対する迫害とそれでも米
国の為に尽くされた方々の歴
史を学び、厳しい環境の中、
信念で布教をされた清田イネ
先生、岸田英山先生の情熱を、
時代を越え感じる事となりま
した。
　ハワイ教会では、複数の人
種が集う感謝会に日本との環
境の違いを感じ、人種を越えた仲間の存
在に少しの驚きと大きな喜びを実感しま
した。
　また今回特別なお計らいを頂いたジャ
クソン・イトウ先生に感謝致します。中
でも、サンフランシスコにて布教開始初
期の拠点訪問、岸田先生がご供養をされ
ていたヨセミテ弁財天でのご供養のお蔭
さまで、この研修が清田先生、岸田先生

を初めとする先覚者の軌跡を辿るもの
であったと強く感じることができまし
た。何より、海を越えて広がったみ教
えをお遺しくださった金剛さまに、た
だ感謝の念でいっぱいです。
　今後は与えられたお役目に一生懸命
お使いいただく事が、今回お世話に
なった方々への恩返しになると信じ、
より一層精進をさせていただきます。

　去る6月21日〜7月6日までの16
日間米国研修にお使いいただきました。
　最初の訪問先サクラメント教会での
六地蔵バザーでは、喜んでご奉仕され
る会員さんや来場のお客様がそれぞれ
の立場で親子孫一緒にバザーを楽しむ
姿に心温まり、感動に心が躍りました。
　次のロサンゼルス教会でも歓迎会や
食事会を通して、皆様の思いやりに触
れさせていただきました。日系アメリ
カ人博物館への訪問では、戦中の日系

教務局布教部　岡野 孝行
同局教育部　蔵野 光宏

先覚者の軌跡を辿る
米国研修報告

群馬長野原支部　
唐沢		邦武さん（88歳）

藤枝岡出山支部
ズンバ講師　

寺田		マリアンさん（46歳）
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第171回秋季大祭（10月 8・9・10 日）

　大祭は、会祖解脱金剛尊者が “会員最尊の日” として定められ、会員一人ひとりが主催者となって執り行
わせて頂く感謝の祭典です。一人でも多くの法縁者に声がけをし、お誘いすると共に、出発から家に帰るま
で解脱会員としての自覚と誇りを持って、規律ある行動を心がけ、意気揚々と参加させて頂きましょう。

“会員最尊の日” 秋季大祭に家族そろって参加しましょう

10 月 7 日（土）

10 月 8 日（日）

10 月 9 日（月・祝）

10 月10 日（火）

北海道道東・北海道道南・東北第 1・
東北第 2・新潟・群馬・東京第 4・
東京第 5・東京第 6・東京第 7・
神奈川・静岡・北陸・滋賀・京都・
大阪・和歌山

●参加教区● 10 月 8 日（日）

埼玉・甲信・茨城・千葉・東京第 1・
東京第 2・東京第 3・愛知・名古屋
第 1・名古屋第 2・神戸・兵庫・中
国第 1・中国第 2・四国東・四国西・
九州・沖縄

●参加教区● 10 月 9 日（祝）

ご協力ください

古札受付について

●式典 1 時間前後の時間帯はお山内外ともに大変混雑します。御霊地参拝は

できるだけ早い時間に済ませられるよう各支部で計画を立ててください。

● 10 時 45 分頃、鼓笛パレードが始まりましたら参拝はご遠慮ください。

●閉式後は太神様前に参拝者が集中します。時間をずらすなどして、くれぐれ

も来賓の方々の前を横切ることのないよう、ご注意ください。

●駐車場からお山、休憩所等に移動の際は住宅地を通りますので、きちんと

整列し、近隣の方の迷惑にならないようご配慮ください。

●多聞寺や岡野御本家、精神碑へ移動する際は必ず横断歩道を渡るようにし

てください。とくに旧中山道を横切らないようお願いします。

●分別専用のごみ袋をお山後方にて配布しております。ごみは分別してお山後

方の回収所へお願いします。

●置き引き等の犯罪防止のため、貴重品の管理に十分ご注意ください。（とく

に宿泊、お百度）

●お山内は禁煙です。喫煙される方は必ず所定の場所でお願いいたします。（大

祭受付入口付近レンタカー専用駐車場）

●お子様には迷子防止のため、支部で名札等を用意してください。

浄炎場にて下記の時間で受け付けております。
　　  7 日 14：00 〜 16：30
　　  8 日   8：00 〜 16：30
　　  9 日   8：00 〜 13：30
　※ 上記以外は、御霊地道場耐震改修工

事中につき、会員休憩所（仮道場）
でお受けいたしますので日直者に申し
出てください。

　御霊地道場耐震改修工事中のため、会員休憩所
（仮道場）の利用は原則的に下記の方のみに限らせ
ていただきます。大変ご不便をおかけ致しますが、ご
理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

○トイレの利用（外扉から入れます）○奉仕のお役
目のある方　○古札の受付をされる方（別掲時間外）　
○乳児の授乳をされる方　○身体の不自由な方

■車で早朝に到着される方へ
　今大祭につきましては早朝に到着されましても休憩
できる施設がございません。高速道路を利用される
方は、途中のパーキングエリアか御霊地駐車場にて
時間調整を図って頂くようお願い致します。

　●該当するパーキングエリア（圏央道）
　　◎東北道方面からお越しの方：菖蒲 PA
　　◎中央道方面からお越しの方：狭山 PA
　　◎東名道方面からお越しの方：厚木 PA、

会員休憩所（仮道場）の利用について

  9：30　奉　告　祭
10：45　萬部御法楽（於五智如来堂）

 9：30　支部認証式
　　（支部用御祭神下附、御五法・御秘法授与）
11：00　大祭式典
14：00　解脱金剛奉賛会幹事会

11：00　大祭式典（来賓招待）

11：30　大祭本祭
13：30　式典終了予定（8日・9日両日共）
※ 7日・10日は理事参与以上の本部役員により斎行い
たしますが、会員の参加は自由です。

行　事　日　程

なるべく浄炎場の受付へお持ちください


