
今月のみさとし／親子の関係は、自然の関係であり、そこに親子の情愛が発生する。（尊者のご遺文342頁）
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第 81 回 太陽精神碑建立記念祭

太陽精神を継承し優秀な人材を育成しよう

第1部・太陽精神碑前之儀　岡野理事長が奉告文を奏上

奉告祭・祭典の無事完遂を祈念

倉田常任理事の発声で万歳三唱 勤行・会員が真心からの心経を念唱

第2部・記念式典で誓願文を奏上される岡野理事長

　雲一つない快晴に恵まれる中、午前 8
時 45分より岡野英夫理事長はじめ本部
役員が参列し、太神社殿前にて奉告祭
が執り行われた。
　金剛さまが国恩報謝を念願され、昭
和 15年（皇紀 2600 年）に建立し、三
建碑の一つで「真」の象徴である太陽
精神碑前にて、午前 10時、第 1部・太
陽精神碑前之儀が開式、岡野理事長が
奉告文を奏上された。

　次に、午前 10 時 50 分より各教区鼓
笛隊が元気いっぱいに入場した後、午
前 11 時 15 分、第 2部・太陽精神碑建
立記念式典が御霊地お山にて開式。最
初に国歌、太陽精神碑の歌を斉唱した
後、岡野理事長が誓願文を奏上された。
　式辞に立たれた岡野理事長は「金剛
さまがお示しくだされた、在家宗教・解
脱の偉大なる使命がある中、令和の御
代を麗しい美しいものにするために日

本の各家庭に神を祀り、ご先祖の御霊
魂をお迎えすることを継承し、与えて
求めない太陽の偉大な精神を子々孫々
に伝え、日本から世界に羽ばたく優位
な人材が育つようお互いさま努めてま
いりましょう」と力強く述べた。
　来賓祝辞では、三宮幸雄北本市長（田
中正昭企画財政部長代読）の挨拶を頂
き、最後は、倉田正治常任理事の発声
により日本国と解脱会の発展を祈念し
た万歳三唱が行われ、閉式となった。
　第 3部・直会では、青年部による毎
年大人気の温かい五色うどんが販売さ
れ、お神酒、甘酒などを奉仕する女性部、
青年部らの接待を受け、会場は暖かな
湯気と参加者の笑顔で溢れた。

　皇紀2680年、令和2年建国記念の日の2月11日、御霊地において本年最初の六大行事である第81回太陽精神
碑建立記念祭が盛大に行われ、全国各地から会員が集った。

国歌斉唱・東京ブロックファンファーレ隊による演奏

ミャンマー・スタディツアー2020メンバーがまごころ募金の呼びかけ

太陽精神碑の歌斉唱・美しい歌声を奏でるコーラス隊
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　札幌道場では2月 1日報恩日終了後、
多くの子供たちも訪れ、参加者は90名
を超えた。豆撒き式では、6名の年男が
豆を撒き、会場は歓声に沸いた。その後、
各支部や会員提供の景品の抽選会とな
り、笑顔が溢れた一日となった。

　湘南道場では穏やかな天候に恵まれた
2月1日、報恩日行事終了後に開催した。　
　神奈川・静岡両教区の会員が多数集う
中、年男年女による豆撒きが行われた後
は、御神酒や天茶などを飲みながら福引
で楽しく過ごした。

　関西道場では、関西圏域の会員はじめ
地元の方々が集い、中元敏彦道場長が豆
撒きの由来などを話した後、年男年女、
町内会の方々によって福豆が撒かれた。
たくさんの福を頂いた後、直会では、福
引やカラオケ等で大いに盛り上がった。

　岡野御本家当主・岡野正本会名誉顧
問が１月27日に霊界入りされた。享
年88歳。
　岡野名誉顧問は、昭和６年７月 13
日に、金剛さまの令兄新三郎様の孫と
して、父・義昌様、母・とく様の長男
として岡野御本家に生誕された。
　昭和40年２月 1日、義昌様の霊界
入りに伴い埼玉北本宿支部を継承さ
れ、平成 29年５月まで務められた。

本部では解脱金剛宝物館館長、解脱錬心
館館長、御霊地局長、常任理事などを歴
任された。また、平成11年４月からは
4期 8年に亘り理事長を務められ、同
19年４月より名誉顧問に就任された。
　誠実にして柔和な人柄で、支部会員の
みならず、全国の会員に接せられ、「御
本家の先生」として深く慕われる一方、
地元消防団など地域活動にも多大な貢献
をされた。

　葬儀は多聞寺長老より２月４、５日
の両日にわたり岡野御本家にて営ま
れ、仲田順和醍醐寺座主猊下、藤田浩
哉泉涌寺寺務長、上文司厚北口本宮冨
士浅間神社宮司はじめ北本市長や代議
士、県議会議員など各界の方々が、多
くの地元民・会員と共に弔問に訪れた。
告別式では、本会の渡辺孝彦顧問、服
部宇之輔奉賛会幹事長、支部会員代表
の野口清子さんが弔辞を述べた。

岡野正名誉顧問霊界入りされる

錬心館34周年館内大会で卒業門下生に花を贈る（2006） 告別式にて岡野英夫葬儀委員長の御礼のご挨拶

三声一声の発声のもと、各地で立春を祝す

　中部道場では、豆撒きに先立ち山本英
次道場長より心のあり方の大切さについ
て講話があり、三声一声で豆撒きを行っ
た後、福袋が全員に配られた。その後、
お楽しみの抽選会が行われ、大いに盛り
上がった。

　御霊地では、北本市民が多数集い、春
を歓んだ。三宮幸雄北本市長と北本トマ
トイメージキャラクター「とまちゃん」
が地元代表らと共に年男を務め、豆を撒
くたび会場が沸いた。バザーの売上金約
25万円が社会福祉協議会へ献納された。

　本部道場では、威勢の良い木遣りに
よって入場した年男年女と共に地元来賓
の方々が、西村晴雄常任理事の三声一声
の掛け声に合わせて勢いよく豆撒きを
行った。直会では、豪華景品が当たる福
引抽選会で大いに盛り上がった。

令和 2 年  節分会
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新たな三社宮が発売

震災の教訓を次につなげ
神戸教区・阪神淡路大震災 25 年メモリアル

目標達成を誓い合い研鑽
中部圏域・支部長研修会

新三社宮（横通三社宮）
従来の三社宮の簡易型
です。
高さ：24.5　幅：32.5
奥行：17.5（ｃｍ）
定価：3,500円（税込）
※台座は取り外せます

三社宮（三ツ屋根三社宮）
高さ：32　幅：31.5　
奥行：15（ｃｍ）
定価：10,000円（税込）
※台座は取り外せます

詳しくは事業部へお問い合わせくだ
さい。TEL：03-3353-2191

　平成7年1月17日
発生の阪神淡路大震災
から今年で25年。今
も神戸に生きる人々の
脳裏には、多大な犠牲
を出した震災時の風景
は深く刻まれている。
　神戸教区では1月12日、今年も神戸市の須磨寺の阪神淡路大
震災物故者追悼碑前にて供養祭を執り行い、他教区の会員も含め
80余名が参加した。まず初めに、西田義信教区長の挨拶、荒川
洋三神戸垂水支部長による回向文奏上に続き、荒川裕氏の先達で
供養塔と追悼碑周辺の土地供養を行った。最後に震災の経験につ
いて触れながら「それを学びの源として今後も供養祭を続けよう」
との中山満介神戸中央支部長の閉会挨拶を受け＝写真、参加者は
生かされている感謝と思いやりに生きることを誓った。

　1月 18 日、中部道
場にて中部圏域支部
長・配偶者・後継者研
修会が行われ、愛知、
名古屋第1、名古屋第
2の各教区より 29支
部・50名が参加した。

　本部より宮坂保徳教務局長が出講し、本年度の本部活動方針
と会員実践目標である「三聖地巡拝の意義」について講話があっ
た＝写真。
　グループディスカッションでは、「家族学びの推進について」
「支部運営の問題点と打開策」「青年部三聖地巡拝錬成の支部の
取り組み」をテーマに話し合い、グループ毎に発表した。
　最後に服部宇之輔中部圏域責任者が総評を述べ、参加者一同、
目標達成を誓い合い、終了となった。

　1月 20日、御寺泉涌寺の上村貞郎長
老猊下が、藤田裕哉寺務長、川村俊弘執事、
於保善明主事補を伴い、令和2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。
　ご一行は、午前に皇居、常陸宮邸をご
訪問された後、正午に解脱会本部へお立

ち寄りくださった。本部では、宮坂保徳
教務局長、藤原博内務局長、安達武寿総
務部長、大賀光夫修法部長がお迎えし、
新年のご挨拶を申し上げた。
　その後、ご一行は、赤坂御所、三笠宮邸、
高円宮邸、三笠宮東邸旧寛仁親王邸、秋
篠宮皇嗣邸へ新年の挨拶に訪れ、帰路に

着かれた。翌21日、岡野英夫理事長が
新年のご挨拶のため、京都御寺泉涌寺、
醍醐寺を回られた。

天機奉伺

新年のご挨拶へ、本部道場にお立ち寄り

栄誉ある瑞宝単光章を受章
スポットライト

　北海道小樽市に住んで
いる佐藤英之さんが、令
和元年5月の「春の叙勲」
で「瑞宝単光章」を受章
された。
　これは佐藤さんが小樽

市にある第一管区海上保安本部にて、陸上・巡視船の無線
通信士として、長年にわたり灯台の保守・点検、地震災害
等による救援対応に携わり、無事故・無違反などの仕事ぶ
りが高く評価されたもの。
　佐藤さんは「入院中だった生前の父親に
報告することができ、父は手を合わせて喜
んでくれたので少しでも親孝行ができたと
思う。これからは、より一層感謝の気持ち
を持った生き方をしていきたい」と語った。

　北海道々南教区・函館杉並支部

佐藤英之さん（66歳）

初めて神棚をお祀りする方や単身の方、新入会員向けに
お求めやすい三社宮が5月1日に発売されます。

新三社宮

従来の三社宮
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　令和となって初の本部全体会議が1月
25 日に、本部布教推進会議が翌 26日
に御霊地・解脱研修センターにて開催さ
れた。「人材育成」を基軸として行われ
た両会議にて、1日目は154名、2日目
は 121 名の本部役職員、本部教務員、
全国各教区長等が参加し、研鑽を深めた。
　1日目、午前 10時半より開会。国歌
斉唱、拝礼行事、み声拝聴の後、岡野英
夫理事長より、「私たちが抱える諸問題
や課題を解決する為に、『今、何をすべ
きか』を考え、物の見方、考え方を柔軟
に変え、社会や会員のニーズに応えられ
るようにスキルアップしてほしい」との
所信表明があった。続いて宮坂保徳教務
局長からは、「布教推進への取り組み」
として、今回の会議の狙いが伝えられた。
　昼食後、外部講師として迎えた（株）
ドリームインスティテュート社長・上野

和夫氏（江戸川北支部会員）から、「マー
ケティングの視点から学ぶ人材育成」と
いうテーマで、充実した資料に基づいて
分かりやすい講義を頂き、従来の物の見
方や考え方を見直し、今後の人材育成に
取り組む姿勢等、貴重な学びを得た。
　その後、圏域別ディスカッションが行
われ、人材の発掘・育成・活用について
様々な意見が交わされた。
　2日目は、岡野理事長の議長挨拶の後、
釜石大町支部・柳下啓子さんが登壇し、
長年行ってきた子育て支援のボランティ
アから、昨年、仲間と共にNPO法人「子
育て応援団きらきらぼし」を立ち上げ、
小規模保育園を開設するに至った経緯、
さらに保育園の利用者やスタッフが集う
茶話会の内容等、地域社会のために積極
的に行ってきた活動報告があった。
　続いて行われたシンポジウムでは、福

澤文雄布教本部員が司会を務める中で、
山本吉朗布教本部員、前出の柳下さん、
岡部靖子本部教務員、大谷玉枝本部教務
員、清水隆善新潟教区長が舞台上に上が
り、「青少年育成の課題」をテーマにそ
れぞれの役目を通じて発表した後に討議
を行い、会場からの質疑に答える形でさ
らに認識を深めた。
　その後、教区長会議と同時に行われた
本部出講者研修では、「なぜ二世を導け
ないか」について班ごとにディスカッ
ションをし、それぞれ課題に対する話し
合いが進められた。
　最後に、2日間の学びを振り返る中で
岡野理事長から、「まず行動。それから
反省して軌道修正していき、良い方向に
進めていきましょう」との閉会挨拶で2
日間の会議が締めくくられ、人材育成に
努めることを誓い合った。

立教100年に向かって人材育成を図る

大きな課題である青少年の育成について、多方面からの貴重な意見が出された 活発な意見が交わされた圏域別ディスカッション

　２月9日、青年本部では「ミャンマー・
スタディツアー2020」の第2回事前学
習会をジャパンハートの佐藤抄副理事長
をお迎えし、御霊地にて開催した。
　学習会には、随行の岡野孝行青年本部
長、団長の大畑祐史青年副本部長、ツアー
参加者10名が集い、本番に向けた学び
と心づくりを行った。冒頭の岡野青年本
部長の挨拶では、ジャパンハート創始者
吉岡秀人氏の「心を救う医療」の原点と

なった思いより、感謝報恩の精神の大切
さが確認された。続いてジャパンハート
佐藤氏より、同団体の活動理念や近況、
そして今回訪問する施設の詳しい説明を
頂いた後、質疑応答が昼食の時間まで懇
談を交えて行われた。
　昼食後、参加者より吉岡氏の著書『命
を燃やせ』を読んでの学びや気付きの熱
のこもった発表が行われ、現地での交流
内容について積極的な意見交換がされた。

　最後に大畑団長より「日本に生まれた
感謝とみ教えを学べる喜びを感じるツ
アーを一緒に作り上げましょう」と激励
のメッセージがメンバーへ伝えられた。
11日の建碑祭では、御霊地のお山にてツ
アーメンバーが中心となり、明るく元気
にまごころ募金活動にお使いいただいた。

ツアーに向けた心づくりを行う
ミャンマー・スタディツアー2020　第 2回事前学習会

特別講演をされた上野先生 活動報告を発表する柳下さん

令和 2 年度 本部全体会議・本部布教推進会議


