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今月のみさとし／真に感謝に徹する生活は、真に施しに徹する生活である。（ご聖訓第七巻97頁）
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奉祝立教 90 年記念事業・御霊地道場耐震改修工事

　全国会員の尊い勧募によって進められ
ている奉祝立教90年記念事業では、待
望の御霊地道場及び中央棟（旧女子寮）
の耐震改修工事が完成し、12月 20日に
道場御神前の遷座式が執り行われた。
　また12月 27日には午後1時30分よ
り、御霊地道場並びに中央棟耐震改修工
事竣工式が道場御神前において執り行わ
れ、長老さま、渡辺孝彦理事長、岡野正
名誉顧問、岡野英夫顧問をはじめ、建設
委員、工事関係者らが参列した。
　神事では、長老さまが祝詞を奏上され、
玉串奉奠、拝礼行事と進み、工事が無事
に終了したことへの感謝状と記念品が施
工業者へ贈られた。その後、会員休憩所
にて直会となり、渡辺理事長は、関係者
への労いの言葉と共に、立教90年を期

して、本会がさらに世相善導に邁進して
いくことを誓った。
　今回の御霊地道場の改修工事で、玄関
ホール（会員出入口）が一新し、整然と
した靴の収納棚が設置された。バリアフ
リーのスロープが新設され車椅子のまま
道場に入れるようになった。その他、男
性用・女性用・多目的のトイレも新設。
道場内の日直室が北側後方に移設等々。
　耐震補強の面では、鉄製のフレームが
道場内側左右の柱と天井裏を通して組ま
れ、壁の中にも筋交いの柱が入れられた。
　完成した御霊地道場において行われた
新年初会、青年初講座に参加した会員か
らは、「明るくなって嬉しい」「トイレに
直ぐに行けるようになった」「地震に強く
なって安心」など喜びの声が聞かれた。

めでたく完成した道場で新年を迎える

竣工式にて工事施工業者に感謝状が贈られた

耐震補強のための柱が入れられた

南側に新設されたトイレと車椅子用スロープ

玄関ホール、トイレが設けられ、壁も新装された

すっきりとした気持ちのよい玄関ホール
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　立教90年解脱金剛70年祭を迎えた平
成30年元旦、晴天に恵まれた御霊地に
は全国から多数の会員が初詣に訪れた。
　元旦祭は午前11時から太神社殿前に
て行われ、国歌斉唱、修祓、献饌と続き、
長老さまが新年の祝詞を奏上された。

　この後、長老さま、渡辺孝彦理事長が
玉串を奉奠され、参加者全員による拝礼
行事が行われた。
　新年の挨拶に立った渡辺理事長は、素
晴らしい新春を迎えられたことを喜ぶと
ともに先人・先輩の積み重ねてきた努力

太神社殿前にて長老さまと渡辺理事長に新年のご挨拶

に対し感謝の言葉を述べた。そして「立
教100年への足がかりとする本年は非常
に重要な年」と述べ、「会員の幸福はもと
より、支部が元気で明るく活動してゆく
ために粉骨努力したい」と力強く語った。

佳節の年を迎え、更なる精進を誓う

宝船の販売で青年部が威勢の良い三本締め

平成30年　元旦祭

立教100年に向かう一歩

　はじめに本部役員らが御神前に整列、代表して渡辺孝彦理事長が新年のご挨拶。拝礼行事の後、
渡辺理事長は、今年は立教 100 年に向けてスタートする充電期間とし、「これからの 10 年を有意義
に使ってほしい」と述べた。また0 の年は原点回帰が一番大切とし、「初心に返って偉大なお力を頂
いていることを改めて見つめ直してほしい」と示した。最後に高らかに万歳三唱し奉祝の幕が開けた。

　今年は本会立教 90 年に加え、北海道命名 150 年、また道場落慶 30 周年を迎える節目の年とな
ることから、札幌道場では初となる、道東・道南両教区参加による新年初会となった。これを記念し、
冒頭に道林孝吉、車康平両教区長が挨拶。行事終了後の鏡開きでは、両教区長がガッチリと握手
を交わし結束を誓った。当日は帯広や釧路、函館など北海道各所から会員合計 80 名余が集った。

　耐震工事を終えた道場は、玄関が大きく改装され、華やいだ表情で道場へ上がる多くの会員で溢れ
た。出講の小林正二常任理事は、「尊いお導き、お運びを頂いて今日があることを自覚し、親子孫仲
良く伝統精神を創り、更なる報恩行にお使いいただきたい。特に本年は佳節の年を迎え、強く約束し
たい」と新年の決意を述べた。終了後は、中庭にてお神酒や甘酒が振舞われ、和やかな時を過ごした。

　出講の村上説男常任理事をはじめ本部役員、教区役員と支部長が御神前正面に整列し、新年の
挨拶を交わした。続いて講話に立った村上常任理事は、立教 90 年を個 が々更なる飛躍の年とするべ
く実践を積み重ねる大切さを述べ、「諦めずに行じ続けることが先祖も自分も子孫も必ず幸せになる」と
強調した。直会では、お神酒や甘酒などを酌み交わし和気あいあいと立教 90 年の門出を祝していた。

本部道場

札幌道場

御霊地道場

湘南道場

平成30年　新年初会

奉祝の年が幕を開け、1月5日各道場で
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　140名が参集する中、拝礼行事に先立ち、岡野英夫顧問をはじめ各役員が紹介された。「君が代」「一
月一日」斉唱に続いて樋口勉名古屋第 1 教区長の先達で拝礼行事。岡野顧問の講話では、本年
奉祝立教 90 年解脱金剛 70 年祭の意義と立教 100 年に向かっての心構え等が示された。終礼行
事の後、岡野顧問発声による声高らかな万歳三唱で、心新たに本年のスタートを切った。

　役員挨拶では出講の早川廣美常任理事が代表して挨拶し、「君が代」、「一月一日」斉唱、拝礼
行事と進んだ。今庄和子氏が「今年の抱負」を発表した後、早川常任理事が、「立教 100 年に向
けて、今を大切にし、縁ある人を導いていきましょう」と講話があった。第 2 部では功労者表彰や各役
員の紹介があり、第 3 部・直会では、乾杯の後、じゃんけん大会で盛り上がった。

中部道場

関西道場

　1月18日、御寺泉涌寺長老・
上村貞郎猊下が、藤田浩哉寺
務長、山本宗佑執事、高石龍
慧主事補を伴い、平成30年
天機奉伺のため東上され、皇
居や各宮家に新年のご挨拶回
りをされた。その途中、本年
も解脱会本部にお立ち寄りく
ださった。
　ご一行は、午前に皇居、常

陸宮邸をご訪問された後、正
午前に解脱会本部へ。本部で
は、渡辺孝彦理事長、青山佑
次相談役、稲子知義相談役、
西村晴雄教務局長がお迎えし
新年のご挨拶を申し上げた。
　その後、ご一行は、東宮御所、
三笠宮邸、高円宮邸、元三笠
宮寛仁親王邸、秋篠宮邸など
を回られた。

　12月 23日、今上陛下 84
歳の聖寿を祝い、本部道場で
は朝礼後に天皇誕生祝賀式が
執り行われた。国歌斉唱に続
いて長老さまは、「よき伝統の
根本を尊び、先祖の霊魂とと
もに聖寿をお祝いしましょう」
と述べられ、陛下のご長寿と
皇室の弥栄を祈念して万歳三
唱が行われた。

皇居参賀で52,300人が祝う
天皇誕生祝賀式

新年のご挨拶にお立ち寄り
御寺泉涌寺・天機奉伺

　その後、一行は皇居参賀に
赴いた。長和殿に他の御皇族
方と共に笑顔でお出ましに
なった天皇陛下に対し、日の
丸の小旗を振り、聖寿を祝す
万歳三唱がこだました。
　陛下のご退位が決定したこ
とにより、記帳も含めて合計
52,300人という平成最多とな
る人々が集った。

行こう！
こころのふるさとへ新年を寿ぐ
　奉祝立教 90 年記念大祭実行委員会の新しいポスターがで
きました。記念大祭へ向けて、着々と準備が進んでおります。
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成人式・青年初講座（初ブロック青年会）

1月7日、各地で晴れやかに新成人を祝福

　関西道場で開催。中元敏彦道場長から、3 名の成人者に対して「ここからは大人の仲間入り。自分
で判断し、責任を取らなくてはいけない。自分づくりのためにも解脱の勉強に励んでもらいたい」との祝
辞が述べられた。その後、成人者の幼少期の写真を用いた動画を視聴し、親からの手紙に思わず涙す
る成人者の姿も見られた。最後に成人者全員から今後の青年部活動のお誓いが発表された。

　香川多度津支部にてブロック青年会を開催、36 名が参加した。
出講の藤原了指導員からは「親孝行は、まず自身の体を大事に
することから始まる」との大切な勉強を頂いた。参加者が各自の
一年の目標を書く時間も設けられ、年の始まりに相応しいブロック
青年会となった。

　成人者の未来を祝福するような清 し々い日本晴れの湘南道場にて、平塚御殿支部の能勢彩織さんの
成人をお祝いした。堀精二道場長の祝辞では「新成人に心がけてもらいたい 3 つのアドバイス」が贈ら
れた。午後の部は成人者が生まれた1997 年にまつわるクイズ大会で盛り上がり、最後に能勢さんとご
両親とのメッセージタイムが設けられ、佳き日を迎えられた喜びと感動を共に分かち合った。

　山本英次道場長の祝辞の後、名古屋百船支部の水野結太さんが代表して成人としての誓いを
発表。続いて3 名の成人者から「二十歳の約束」が述べられた。さらに今年は、親が成人する
子供への思いを直接伝える時間が設けられ、感動の涙を誘った。最後に成人者 20 年間の軌跡
をまとめたフォトムービーが上映され、会場の中部道場は万雷の拍手に包まれた。

　総勢 20 名の成人者は、本部道場に集まった約 350 名の青年部の仲間や父兄らから盛大な祝福を
受けながらレッドカーペットを入場。出講の渡辺孝彦理事長より、「今後の人生においては、つねに謙虚
な姿勢で素直に人の話を聞いて実践していくことが大切」との祝辞を頂いた。第 2 部のアニバーサリー
タイムでは2 名の成人者がそれぞれ親への感謝を綴った手紙を読み上げ、会場は感動に包まれた。

　めでたく成人を迎えた川越元町支部の大賀由貴さんを囲んで、御霊地道場にて和やかにお祝いした。
出講の西村晴雄指導員からの祝辞では、「今は時代の流れがたいへん早く、その波に飲まれてしまわな
いように、しっかりと自分を磨きあげていくためにも、ぜひ解脱の教えを学んでください」と、新たな門出に
立つ成人者へ力強い激励が贈られた。講座終了後には太神社殿にて正式参拝を行った。

　和やかな雰囲気の中、札幌道場に
て成人者の晴れの門出を皆で心一つに
祝福した。成人者のお祝いプログラム
では、今年はサプライズ企画として、成
人者の一人の故郷である甲信教区から
贈られた心温まるお祝い動画を上映、さ
らに成人者の母親からの手紙が代読さ
れ、会場は感動に包まれた。その後、
成人者代表より御礼の言葉が述べら
れ、最後に井上公郎道場長より新成
人に相応しい勉強を頂いた。

下生とその保護者が参列する
中、厳かに行われた。
　祈願祭では「道場訓」とさ
れている三綱五常報恩を参加
者全員で声高らかに念唱し、
本年の躍進と稽古の安全を
祈願した。
　終了後は解脱錬心館に移
動し、門下生による威勢の
良い平成30年の稽古初め・
初振りが行われた。
　田中館長は新年の挨拶で、

　剣道日本一を目指す解脱錬
心館の新年祈願祭が1月7日
午前10時より御霊地太神社
殿前にて、田中宏明館長をは
じめとする錬心館役職員、門

解脱会が今年、立教90年を
迎えることを述べ、門下生は、
一生懸命に剣道と勉強に励み、
親孝行し、友達を大事にし、
自分を高めていくことをもっ
て恩返しに努めてほしいと、
門下生らを激励した。最後は

東京ブロック 北関東ブロック

神静ブロック 関西ブロック

中部ブロック 西日本ブロック

北海道

初振り・寒稽古で心身を錬磨
解脱錬心館・新年祈願祭

鏡開きとなり、後援会有志に
よるお汁粉が振る舞われた。
　翌日から27日まで3週間
にわたり早朝と夕方の寒稽古
が行われ、門下生たちは「眠い・
寒い・辛い」の試練を乗り越え、
心身の錬磨に励んだ。
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　兵庫教区では12月 23日、
会員代表39名で靖國神社を
参拝。引きつづき皇居に移動
して天皇誕生日一般参賀の列
に加わり、祝意を捧げた。
　これは教区行事として1年
前から企画を立てていたもの。
　22日、夜10時に明石駅を
出発し、途中滝野社インター
で地元会員を乗せて東京に向
かった。バスは翌朝7時に到
着。はじめに靖國神社を参拝。
数多くの英霊に対し感謝の祈

　雲一つない快晴に恵まれた
1月14日、千葉北佐原支部設
立60周年記念感謝会が、岡
野英夫顧問出講のもと開催さ
れた。
　正午より開会。まずは島田
聖子支部長が、昭和32年に
島田喜義初代支部長が支部を
設立してより、父・母・私と
支部を続けてこられたことに
対し、神先祖はじめ支えてく
れた諸先生方や支部会員らに
心から感謝を述べた。続いて

りを捧げた。その後、タクシー
に分乗して皇居へ移動。今上
陛下が退位される報道により
多くの一般参賀者と共に、第
1回目のお出ましに参賀する
ことができた。　
　天皇皇后両陛下はじめ、御
皇族方が長和殿にお出ましに
なった際は、鳥肌が立つよう
な感動に包まれたと多くの参
加者が語っていた。
　このツアーは、来年以降も
企画する方針という。

浅利親範教区長が祝
辞を述べ、支部会員
を代表して平野てる
子さんと伊藤ひさ枝
さんから支部の思い
出が語られた。
　岡野顧問は記念講
話において、支部の
佳節を寿ぐと共に、

「家族の和を大切にし、より深
く広く解脱を学んでいってほ
しい」と述べた。当支部は以前、
出講された折に岡野顧問から
熱心な指導を受けており、60
周年の節目に再び出講を仰げ
た喜びに会員一同、感激の面
持ちであった。その後の直会
では、「種まき音頭」や黒田節、
ビンゴなど賑やかな余興に沸
いた。改めて心一つに、支部
の新たな一歩を踏み出す記念
感謝会となった。

　東京第 4教区は、12月 17
日に大岡山支部にてこども大会
を開催、子供21名を含む90
名が参加した。
　宇佐見光男教区長の開会挨拶
の後、レクで緊張をほぐしたら、
お待ちかねの工作タイム。クリ
スマスやお正月までの日数が分
かる「アドベントカレンダー」
を製作。各自様々な飾りつけを
施し、お正月等を楽しく迎えら

　JR松本駅から徒歩10分
の場所にある本格中国料理
の店「チャイニーズダイニ
ング油家（あぶらや）」を経
営するとともに調理師専門
学校の講師も務める村田宏
和さんが平成29年度「信
州の名工」（卓越技能者知事
表彰）に選ばれ、11月 13
日に長野県庁にて表彰式が
行われた。これは県内の産
業発展に著しく功績があっ
た者を知事が表彰するもの。
　村田さんは、高校卒業後、
東京で修行した後、24歳で
父親から店を受け継いだ。

れるよう工夫した。昼食は餅つ
きを行った後に、つきたて餅と
女性部特製の豚汁を青空の下で
味わった。
　午後は支部でお浄め、古事記
の紙芝居、公園で「じゃんけん
列車」「氷鬼」等で盛り上がり、
最後は支部に戻ってサンタの寸
劇後にプレゼントを受け取り、
盛り沢山の内容のこども大会が
終了した。

　店舗は、5年程前の区画
整理で2度目の改築をし、
現在に至る。既に長男・誠
さんが三代目として片腕と
なっており将来も安泰だ。
　調理師学校へは、15年前
から店の休業日に合わせて
講師を務めている。これか
らも後輩の育成とさらなる
技術の向上に努めていきた
いと抱負を語った。

一般参賀に胸が高鳴る！

心ひとつに和気あいあいと

笑顔溢れる、教区こども大会！
兵庫教区・天皇誕生日一般参賀

千葉北佐原支部設立60周年記念感謝会

東京第4教区・こども大会

澄み切った青空の下、和気あいあいと行われた

スポットライト

「信州の名工」を受賞！
甲信教区・松本里山辺支部

村田 宏和さん（62 歳）

チャイニーズダイニング「油家」経営
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　奉祝立教 90 年の幕が開けました。世のため人のために、
布教活動の実践に向けて、そして豊かな人生を歩むために、
み教えの学びを深めて参りましょう。

平成30年度　研修スケジュール

第155回 健康学園コース
　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
各健康指導法を習得し、自他の健康増
進と地域社会と笑顔あふれる社会づく
りに貢献できるリーダーとなろう！

御霊地・解脱研修センター

21日（土） 10時
　　～22日（日）15 時半

●費　　用　A. １泊 2 日　10,000 円（親子孫割あります）
　　　　　    B. １日参加　   5,000 円（祝日のみ）
●定　　員　60 名
●参加対象　どなたでも（法縁者も可）
●締　　切　3 月 22 日
●申　　込　所属支部よりお申込みください。
●申 込 書　各支部に送られる「本部通信」に添付されていますので、必要事

項を記入の上、お申込みください。
※ 申込書は下記のアドレスからもダウンロードできます。

http://g-training.wix.com/continue

4月

5月 8月仲介者養成コース

「修法シート」に基づいた仲介の研
修を行います。支部に貢献できる
人を目指します。

御霊地・解脱研修センター
26 日（土） ～27日（日） 

●費　　用　10,000 円
●定　　員　60 名
●参加対象　支部長及び
　　　　　　支部長が認めた会員　
●締め切り　4 月 27 日

6月 8月

7月

御霊地勤労奉仕

　３日間、尊い御霊地の空気にふ
れながら奉仕にお使いいただきま
す。身体のメンテナンスについて
も学べます。

御霊地

関西道場

9 日（木） ～11日（土） 

25 日（土） ～26 日（土） 

●費　用　5,000 円
●定　員　10 名
●参加対象　どなたでも
●締め切り　7 月 11 日

9月

11月

九州１日コース

　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。

サンメッセ鳥栖

3 日（日）
●費　　用　3,000 円
●定　　員　60 名
●参加対象　どなたでも
　　　　　　　　　（法縁者も可）
●締め切り　5 月 15 日

第156回 健康学園コース

　生命への感謝と報恩の精神を発
揮して、各健康指導法を習得し、
自他の健康増進と地域社会に貢献
できるリーダーを目指します。

●費　　用　10,000 円
●定　　員　50 名
●参加対象　どなたでも
　　　　　　　　（法縁者も可）
●締め切り　7 月 26 日

7月

　【詳細・お問い合わせ】
　解脱会教育部・修法部

　　TEL03-3353-3667　 FAX03-3353-3708
仲介者研修は 03-3353-3706 まで

　◎研修中の連絡先（御霊地開催の研修時）
　　TEL048-592-7403　 FAX048-593-0553

　　　　仲介者研修は 048-591-2526 まで　

第157回 健康学園現地研修

　生命への感謝と報恩の精神を発
揮して、各健康指導法を習得し、
自他の健康増進と地域社会に貢献
できるリーダーを目指します。

●費　　用　解発にて
●定　　員　解発にて
●参加対象　どなたでも
　　　　　　　　（法縁者も可）
●締め切り　解発にて

※尚、ご不明な点は、以下のアドレスに所属支部と氏名を書
き添えてメールでお問い合わせください。

g-training@gedatsu.or.jp

ビューティ＆ ヘルスコース

　みさとし「美人になる法」を学び、
爽快な気持ちで毎日を送り、自分ら
しいかっこいい生き方のできる人に
なることを目指します。

御霊地及び周辺施設
21日（土）～22日（日） ●費　　用　10,000 円

●定　　員　40 名
●参加対象　どなたでも
　　　　　　　　　（法縁者も可）
●締め切り　6 月 22 日

仲介者養成コース

「修法シート」に基づいた仲介の研
修を行います。支部に貢献できる
人を目指します。

御霊地・解脱研修センター
28 日（土）～29 日（日） ●費　　用　10,000 円

●定　　員　60 名
●参加対象　支部長及び
　　　　　　支部長が認めた会員
●締め切り　6 月 29 日

仲介者養成コース

「修法シート」に基づいた仲介の研
修を行います。支部に貢献できる
人を目指します。

御霊地・解脱研修センター
22日（土） ～23 日（日） ●費　　用　10,000 円

●定　　員　60 名
●参加対象　支部長及び
　　　　　　支部長が認めた会員
●締め切り　8 月 23 日

新　潟
9 日（金） ～11日（日）

※ 外部講師の学びを予定しています。
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た私は、「うん分かった出て行けばいいん
でしょ」と言ってしまいます。その言葉を
聞いたお父さんとお母さんは、「早く出て
行って」と私のように強めです。さすがに
その言葉は心にナイフが刺さるように痛い
です。でも負けたくない私は家を出て行き
ます。けれど家を出て行くと急に涙があふ
れ出そうになって悲しくなります。それで
も負けずぎらいな私は、家を出てから30
分位は家の周りを歩き周ります。でも、さ
すがに30分もたつと心が悲しくなり家に
帰りたい気持ちになります。
　でも、いざとなって家に入ろうとするド
アを開ける右手が心の自分に止められま
す。それが自分でもびっくりしてしまいま
す。でも、びっくりしているひまもなく私
は、「もし家の中に入ったらどうなるんだ
ろう」ということを考えてしまいます。そ
れを考えると自分があそこであやまってい
ればなぁとついつい思ってしまいます。結
局その後は仲良く元通りの生活が出来ま
す。そして今そのケンカを思い出すと、も

とくべつなんだと思います。でも、どうし
てドライヤーで、わたしや弟の頭をかわか
してくれるのでしょうか。それは、さむい
日がつづいて、ドライヤーでかわかしてな
かったりすると、かぜをひいてしまうかも
しれないからです。その意味をしると、よ
りありがたいことだと思います。
　つぎにお母さんのことを話したいと思い
ます。おかあさんは、いつもいそがしくて
も、毎日、毎日、ごはんや、せんたくをし
てくれて、わたしは、とても、うれしいです。
でも、もうひとつやることがあります。そ

　わたしは、ありがとうをつたえるために
まず、お父さんのことから話したいと思い
ます。わたしのお父さんは、夜、お風ろか
ら出た後、いつもドライヤーで、わたしの
頭をかわかしてくれます。でも、さい近は、
自分でかわかすことが多くなってきていま
すが、あまりかわきません。なので、ドラ
イヤーでかわかしてくれることは、とても、

れは、わたしや弟の、しあげです。そのし
あげは、はぶらしです。朝は、しあげをし
ませんが、夜には、しあげをします。わた
しは、しあげをしてくれることにとても、
ありがたいと思っています。でも、いそが
しいのにしてくれるのは、とても、たいへ
んだと思うので、わたしはもう、しあげを
されなくても、できるようになり、おかあ
さんをらくにさせたいです。あとせんたく
やりょうりも、自分一人でやるのは早いと
思うので、お母さんといっしょに、手つだ
えることはやりたいです。

さんやおかあさんやおばあちゃんにしから
れる時もあるけど、たのしい話をしている
時は、かぞくが一つになっていてうれしい
きもちになります。てんこうしてさみしい
きもちはまだあるけど、まい日のデザート
もたのしみだし、いえにかえるとたのしい
ので新しい学校でもがんばろうと思えま
す。いまはおばあちゃんがぼくをてつだっ
てくれるけどぼくが大きくなったらおばあ
ちゃんをたすけられるつよい人になりたい
です。おばあちゃん、いっしょにくらして
くれてありがとう。

　ぼくのかぞくは5人かぞくです。ことし
の1月に6人かぞくになりました。それは
おとうさんのおかあさんであるぼくのおば
あちゃんといっしょにくらしはじめたから
です。4月からあたらしい学校にてんこう
しました。まいにち前の「まい子小学校」
にもどりたいと思います。でも6年生のぼ
くのおねえちゃんがいつもいっしょにとう
こうしてくれるのであんしんして学校にい

けるのでがんばってかよっています。おば
あちゃんはいつもおやつをよういしてくれ
ます。ぼくがあさはやくからせみとりに行
く時に公園についていってくれます。
　ぼくが一日のうちですきな時間は、ゆう
はんのあとにかぞくみんなでデザートをた
べながらテレビを見る時です。とてもにぎ
やかでまい日がおぼんみたいです。ぼくが
すきなのは、おばあちゃんがつくってくれ
るいちじくのコンポートです。ヨーグルト
をかけると、あまくてトローンとしてしあ
わせなきもちになります。おねえちゃんや
いもうととけんかする時もあるし、おとう

第14 回 教区選抜実践作文コンクール最優秀3作品

●佳　作
漆原　礼華　（荒　川）
水谷　心寧　（名古屋堀田）
●努力賞
佐藤　智菜　（山形浜中）
廣川　堅信　（南新宿）
松田　彩希　（三鷹連雀）
澤田　はな　（日野台）

●最優秀賞
猪塚琉之介   （明石沢野）
井上　美空　（川崎新城）
川口　心優　（静岡相良）
●優秀賞
宮島　仁美　（御徒町）
高木　陽菜　（雑司ヶ谷）
木村　　匡　（神奈川大井）

織田島なごみ　（小　岩）
関　　千紘　（大森八幡）
杉山隼太郎　（大森八幡）
井上　伊代　（川崎新城）
田島　裕大　（横須賀船越）
鈴木　瑞乃　（神奈川大井）
征矢　真緒　（小田原栄町）
山田美由菜　（名古屋百船）

一柳　春名　（名古屋豊国）
鈴木　翔大　（名古屋千成）
鈴木　菜月　（名古屋大幸）
松山　真悠　（神戸六甲）
阪田信三郎　（神戸灘）
猪塚　胡実　（明石沢野）
松隈　佑亮　（佐賀鳥栖）

　昨年 11 月 28 日に行われた第 137 回解脱金剛御生誕祭において第 14 回教区選抜実践作文コ
ンクールの表彰式が行われた。「家族にありがとう」をテーマに最優秀賞が 3 作品選ばれ、当日は、
川口心優さんが代表して作品を朗読した。

渡辺理事長から表彰を受ける受賞者

かぞくにありがとう
兵庫教区　明石沢野支部

小学2年　猪塚　琉之介

両親へのありがとう
東京第 7 教区　川崎新城支部
小学3年　井上　美空

やっぱり家族だ！
静岡教区　静岡相良支部

小学6年　川口　心優
　私が、一番家族に「ありがとう」の一言
を言いたい時は、ケンカをした時です。ふ
つうの人はこの言葉を聞いた時えっと思う
人がたくさんいると思います。だけど、やっ
ぱりケンカは私のことを一番元気にしてく
れます。
　その理由は、6年生の私は今、お父さん
ともあまり話しをしなくなりました。でも、
ケンカすることによって話のぶつけ合いが
出来るからです。でも、本気で話のぶつけ
合いをしてしまった時、自分の心が弱くな
り、負けたことがくやしくなり、ついに涙
が出るということもあります。その時は自
分が負けて泣いたので、次の日二人で話し
合って解決出来ます。でも最近は、私の言
葉もだんだん強くなり、お母さんやお父さ
んに「出て行け！！」と言われることも多
くなりました。それでも、がんこで強くなっ

しケンカしたのが家族以外の人だったら一
度家出をしたらもう一生戻ろうとはしな
かっただろうなぁと思いました。そう思う
とこのケンカは他人とだったら出来ない、
家族にしか出来ないケンカなんだなぁと思
いました。今でも家族と離ればなれに暮ら
したり家族が急にいなくなったりしたこと
を考えると心にズキッとひびきます。今ま
で家族と毎日を過ごすのがふつうだと思っ
ていたけど、毎日が、一日一日が、当たり
前に来る毎日ではないんだなぁと思いまし
た。こんなことを考えると産んでくれたこ
とも一緒に遊んでくれたことも元気に育て
てもらっていることも兄弟として一緒に居
させてもらっていることも、そういうこと
がすべて簡単に出来ているものではない
し、こうやってしてもらっていることすべ
てに「ありがとう」と言いたいです。
　でも、私は家族にはありがとうの五文字
じゃ足りないくらい家族皆に感謝して、こ
れから今よりもっと家族の仲を深めていけ
たらいいなと思っています。



　中央棟は、1階の男性用・女性用共に個室トイレが快適になり、東側には新たに
給湯室を備えた「研修室3（25帖）」がで
きました。2階の「研修室1」と「研修室2」
のパーティーションを開けば50帖の広間
として使用できます。その他、10帖と6
帖の和室も完備しております。会議、勉強
会、宿泊等にご利用ください。
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南棟の集会室には3 口 I H 調理器付きキッチンを備える

和室 1と和室 2を合わせると16 帖の広さに（南棟）1 階部分は管理部倉庫となり、左右端にはベンチ付き喫煙コーナーを設けました

洗面脱衣室（洗面×2）と浴室（南棟）

中央棟 2 階研修室 1・2を合わせると50 帖の広さになります

中央棟 2 階研修室 1・2 の入口は建物東端の階段を上がります中央棟も道場・南棟とデザインを統一して1 階部分は木造建築風に一新しました

中央棟 1 階東側の研修室 3は25 帖あります

広さ

28 帖

8 帖

8 帖

6 帖

集会室

和室 1

和室 2

和室 3

会議

40 名

12 名

12 名

9 名

宿泊

18 名

5 名

5 名

広さ

25 帖

25 帖

25 帖

研修室 1

研修室 2

研修室 3

会議

30 名

30 名

15 名

宿泊

15 名

15 名

──

4 名

　奉祝立教 90 年記念事業として御霊地施設の南棟が昨年 6 月に完成し、御霊地道場と同時に改
修工事となっていた中央棟も 12 月 27 日に完成しました。本年よりご利用いただけますので、
ご利用の際は御霊地管理部（TEL048-591-3711）にご連絡ください。

　南棟は、2階の施設がご利用いただけま
す。「集会室（28帖）」にはキッチン・冷蔵
庫を設備し、「和室1」と「和室2」は合わ
せて16帖となり、6帖の「和室3」もあり
ます。その他、浴室（1.5坪）と洗面脱衣室、
トイレ（男・女）も完備しております。会議、
勉強会、宿泊等にご利用ください。

御霊地施設「南棟・中央棟」利用のご案内

南　　棟

中　央　棟


