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今月のみさとし／如何に難苦む人の心身も、感謝に過せば真に安心立命を得らるる。（惟神之大道）

◀
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また、第2団においても午前10時の結
団式の後、西村晴雄教務局長同行のもと、
同様に伊勢神宮への参拝を行った。
　橿原神宮へ到着したのは第1団が午後
1時半、第2団が午後4時と、どちらも
一層暑さの厳しい時間帯の中、鼓笛隊の
華やかな演奏に合わせて力強く参進。内
拝殿の回廊内での参拝という特別なご配
慮を賜り、畝傍山から吹く風に癒されな
がら一心に祈りを捧げた。西野敬一橿原
神宮権宮司のご挨拶では、「長い参道を、
背筋をぴんと伸ばして行進される姿に感
動した」とのお褒めの言葉と共に、今後
も日本の伝統精神である報恩感謝の心を
磨いていってほしいと願われ、一同襟を
正す思いで京都へ発った。

　3日、全国各地よりバスが出発。4日
午前6時には第1団が伊勢神宮外宮前広
場に集結し、結団式が執り行われた。ま
ず宮原秀治団長が結団宣言の中で、先の
西日本豪雨で被災しながらも巡拝錬成へ
参加した岡山灘崎町支部会員5名を紹介、
送り出してくださった支部と保護者へ謝
辞を述べた。岡野英夫顧問より「大きな
節目を迎える本年、その節から新たな芽
を出さなければならない」として、巡拝
錬成を通じて各々が自身を見つめてほし
いとの激励が贈られた後、外宮御正宮を
参拝。続いて内宮へ移動し、宇治橋前に
て音羽悟神宮広報課長より歓迎のご挨拶
を頂戴し、清らかな内宮の神気の中を参
進、御正宮にて国恩感謝の祈りを捧げた。

　翌5日は、第1団が午前8時半、第2
団が午前10時に御寺泉涌寺に参集。ま
ずは仏殿前の儀を執り行い、月輪御陵、
霊明殿を順に参拝後、上村貞郎長老猊下
より心温まるご挨拶を賜った。続いて一
行は仏殿前から大門へ続く坂を、額の汗
を拭いながら参進、解脱金剛宝塔前に到
着した。それぞれ巡拝錬成完遂をご報告
申し上げ、両団から合わせて6名の青年
部員が声高らかに金剛さまへのお誓いを
宣言。最後に第1団は岡野顧問より、第
2団は西村教務局長より総評を受け、全
員で青年錬成歌を合唱、宮原団長の解団
宣言にて終了。例年にない酷暑であった
が、手厚い救護体制の甲斐あって全員が
巡拝行を完遂することができた。

第38回 青年部三聖地巡拝錬成

国恩報謝の誠を胸に刻み、全国青年部員が巡拝完遂
　8月3日〜5日、第38回青年部三聖地巡拝錬成が挙行された。参加者は全国より1,021名、バス27台の2団編成が組まれ、
伊勢神宮、橿原神宮、御寺泉涌寺の各聖地で猛烈な暑さに見舞われながらも、一心に国家の繁栄と世界平和の祈りを捧げた。

8 隊の鼓笛隊が力強い演奏を披露 解脱金剛宝塔。互いの健闘を称え合い、青年錬成歌を熱唱 西日本ブロック・小田原議長が西日本豪雨からの復興を誓った

橿原神宮。心一つに祈りを捧げた伊勢神宮・内宮。玉砂利を踏み締め、凛 し々く参進

各聖地では丁重なご挨拶を頂戴した。左から音羽神宮広報課長、西
野橿原神宮権宮司、上村泉涌寺長老猊下
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村山　正幸	 下　馬	 	 常任理事

村上　説男	 福岡宇美		 常任理事・支部長

坂﨑　　愈	 鳥　越	 	 参与・名誉支部長

猪子　　勝	 広島可部		 参与・名誉支部長

野土谷セイ子	 青森藤崎		 参与・支部長

清水　浩三	 北赤羽	 	 理事参与・支部長

平成30年　新盆特別法要精霊（敬称略） 若杉　榮彦	 天草本渡		 教区長・支部長

宮内　　豊	 千葉銚子		 元教区長

合澤ミサ子	 釜石大町		 名誉支部長

川﨑　由雄	 神奈川松風町	 名誉支部長

宮本シゲ子	 和歌山田辺湊	 名誉支部長

小澤　秀夫	 甲府塩部		 支部長

希代　幸一	 山梨下吉田	 支部長

松島　敏行	 海南阪井		 支部長

神社殿内を中
心に細かな清
掃作業を行っ
た。参加者か
らは、「普段入れない所に入れた！」「ま
た参加したい」等、喜びの声が聞かれ、
記念大祭に向けた気運の高まりを感じ
つつ御霊地勤労奉仕は終了した。

　5回目となる御霊地勤労奉仕は、台
風の影響により3日間の予定が 8月
10日〜 11日の 2日間の開催となり、
遠方からの参加者やシルバー世代の参
加者等、合計18名で行われた。
　御霊地道場で朝礼後、ミーティング、
準備体操の後、作業となり、初日は外
周からお山全体の草取り、2日目は太

猛暑の中で勤労奉仕

　全国より一月早いお盆を迎える本部道
場では、7月 15日、感謝日行事に先立
ち盂蘭盆法要が午後1時から行われた。
　藤原博内務局長が導師となり開教以来
先亡者精霊、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、本
年新盆の精霊（生前の役職が支部長以上）
＝下記参照＝に、全参加者より感謝の天
茶供養が捧げられた。その他の各直轄道
場では8月15日に行われた。

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、職衆各位による
解脱金剛尊者と会員各家先亡者の精霊の
法要が営まれ、参加者は設けられた焼香
台に並び各人が祈りを捧げた。続いて、
田中英次京都教区長の先達による勤行を
行った。
　上村長老猊下より、「今年は平成30年

　解脱金剛尊者の盂蘭盆法要が8月 13
日、御寺泉涌寺において行われ、渡辺孝
彦理事長、岡野英夫顧問はじめ本部役員、
近隣地区の会員が参列した。
　午前11時より霊明殿之儀では、皇祖
皇霊に対し、渡辺理事長をはじめとする
本部役員が焼香の後、藤原博内務局長の
先達により、参加者一同で般若心経を念

で非常に区切りの良い年。法要は泉涌寺
独特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」との説明と共に挨拶を賜った。
　続いて、岡野顧問は、「金剛さまの御徳
によって盂蘭盆会に参列できた喜びを、
解脱金剛70年祭に向けた大きな節目に
していただきたい」と述べた。
　法要終了後は昨年に引き続き、関西道
場と京都教区会員の有志によるそうめん
の接待、永田秀夫相談役による福引きが
行われ、一同は楽しいひと時を過ごした。

御寺泉涌寺にて解脱金剛尊者の盂蘭盆法要

妙応殿にて。上村長老猊下、職衆による法要

関西道場にて、冷たいそうめんが振る舞われた

全国直轄道場で盂蘭盆法要

事業部商品のご紹介
『天茶石鹸』

　天然油脂を原料に、きめ細かい泡立ち、
スッキリとした洗い心地。また保湿効果
に優れた「天茶エキス・甘草エキス・黒

砂糖」を配合しており、
着色料などは未使用です
ので敏感肌や肌トラブル
のある方にも安心です。

3 個入り 　500円
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折鶴一羽一羽に平和の祈りを込めて
  靖國神社参拝及び第53回戦争犠牲者慰霊並びに平和祈願式典（8.14式典）

なってふれあうことの良さも感じられる
内容となった。またメイク（職業）の恵
谷祐治氏より、参加者をモデルにメイク
アップ法を学んだ。夕食後は夜の学習会
で五行と身体の仕組み、食事法を学んだ。
　2日目、滝行希望者は早朝に出発、山
道を約1時間かけて歩き、神主さんの指
導のもと滝行を行った。朝食後、沖ヨガ
の中島希依氏を講師に、眼の運動を取り
入れた「眼ヨガ」のレッスンが行われ、
参加者は静かに呼吸を整えながら清らか

続いて一行は千鳥ヶ淵墓苑に移動、戦没
者の霊魂に対し天茶供養を厳修した。
　8.14式典は午後6時に開式。本会の全
国各支部から奉納された約28万羽を含
むたくさんの折鶴が会場両脇を彩る中、
新宗連を代表して岡田光央理事長が、「こ
こに参列したお一人お一人と共に先達の
志とこれまでの歩みに思いを馳せ、真心
をもってすべての戦争犠牲者の霊魂の平
安をお祈りさせていただきます」と挨拶。
続いて女子青年による献灯が行われ、折
鶴が奉納された。
　教団別礼拝では、六角堂内にて10教
団の代表がそれぞれの形式で祈りを捧げ

　平成28年から始まったビューティ＆
ヘルスコースは今年3年目を迎え、今回
は御霊地に祀られている三社大口真大神
の一社でもある武蔵御嶽神社の宿坊を会
場に７月21日〜22日、20歳〜79歳の
男女47名の参加で開催された。
　天候に恵まれ、美しい山百合や紫陽花
が咲く御岳山をケーブルカーと徒歩で登
り、宿坊「憩山荘」に集合して午後1時
開講。拝礼行事の後、宮坂保徳教育部長
が「美人になる法」と題して講話、金剛
さまのお言葉から、心・言葉・身体を整
えることの大切さを学んだ。
　体位矯正法の実修の後、菅野由美子氏
を講師に招き、「セルフリンパマッサージ」
の講習が行われ、参加者お互いがペアに

　終戦記念日を翌日に控えた8月14日、
本会が加盟する新日本宗教青年会連盟主
催の第53回戦争犠牲者慰霊並びに平和
祈願式典（8.14式典）が、東京・国立千
鳥ヶ淵戦没者墓苑にて開催され、約2,0
00名が参加した。本会からは岡野英夫顧
問をはじめ本部役員、首都圏会員が多数
参列した。
　式典に先立ち、本会の東京地区協議会
が主催する靖國神社参拝が行われた。午
後4時、蝉時雨に包まれた拝殿前にて英
霊に祈りを捧げ、その後、村田信昌権宮
司より参拝の謝辞と共に、明年、靖國神
社の創立150年を迎えることが示された。

な空気に包まれた。
　最後に武蔵御嶽神社の昇殿参拝を行
い、宿坊にて閉講式、午後12時半終了
となった。
　閉講に際し、宮坂教育部長は先の西日
本豪雨の災害にふれ、被災された方のご
苦労を忘れず、心身を健やかに保ち社会
にお使いいただける自分になれるよう更
なる研鑽を呼びかけた。大自然の中で明
日への活力を得た参加者は、活き活きと
した表情で帰路についた。

る中、本会は阿曽沼孝仁さん、杉山泰則
さん、松木賢次郎さんの3名の青年副本
部長が供養塔による天茶供養を厳修。そ
の間、祭壇では各教団の代表者が順番に
礼拝を行い、本会は宮原秀治青年本部長
が会場の本会会員と共に祈願文、三綱五
常報恩、宝号七反を厳かに念唱した。
　続いて人間魚雷で亡くなった搭乗員の
出撃前のメッセージが紹介され、霊魂に
向けて青少年による「ふるさと」の合唱。
「平和へのメッセージ」が読み上げられた
後、1分間の黙祷が捧げられた。最後は
来賓各位の献花をもって閉式となり、そ
の後は一般参拝が続いた。

御岳山パワーを頂いて
第 3 回  ビューティ& ヘルスコース

滝行を終え、清 し々い表情をみせる参加者 リンパマッサージ。「覚えて家族に」と真剣な面持ちで学ぶ

靖國神社にて岡野顧問の玉串奉奠

司会の大役を務めた山田俊二さ
ん（日野台支部）

本会の全国各支部の短冊が目
立っていた折鶴教団別礼拝では六角堂内にて各教団代表がそれぞれの形式で祈りを捧げた。左手前から本会の松木・阿曽沼・杉山青年副本部長
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勢について自身の体験を交えながら分か
りやすい言葉で伝えた。
　その後、佐々木秀夫担任部長の閉会挨
拶、終礼行事と進み、会員一同真心の会
員各家の先祖供養を捧げた。
　参加者は、金剛さまの立教の御精神な
どを学び、初心に返ることの大切さを自
覚し、午後3時終了となった。

員が対応し、学びを深めた。
　当教区では、昨年来より各支部の次世
代の担い手に対する仲介者の育成に注力
しており、今回の研修はその一環。更な
る着実な成果を目指して、11月にも後期
仲介者研修を予定している。各支部がま
すますの発展に向けて力強く歩みを進め、
教区全体の盛り上がりが期待される。

　道東教区は7月8日、帯広支部におい
て教区大会を開催。本部より中江サチ指
導員を迎える中、合計37名が参加した。
　今回の行事は、教区会員が新たな気持
ちで学びを深め、会員同士の交流を図り、
立教90年記念大祭・解脱金剛70年祭
への参加の意識を高めていくことを目的
とした。
　午後1時より開会、道林孝吉教区長、
桑原康彰理事参与の挨拶に続いて、中江
指導員の講話では解脱の心構え、基本姿

　東京第4教区では7月22日、本部道
場において「平成30年度前期仲介者研
修」を開催し、各支部代表者と教区役員
32名が参加した。
　午前10時開会。宇佐見光男教区長の
挨拶に続いて濱名英臣教区副担任部長が
体験発表。大賀指導員より「仲介者の心
得」を中心とした講話があり、続いて田
島嘉久教区修法担当員より模擬実修の時
間として作法と霊動の説明があった。
　午後からは、お浄めの後、道場御神前
にて5班に分かれて御五法修業の実修が
行われた。最後の質疑応答では大賀指導

次世代の育成を目指して
東京第 4 教区・修法研修会

御修業の尊さを学ぶ
愛知教区・修法研修会

初心に返る大切さ自覚
道東教区大会

ら御五法修業の目的を確認し、「御修業
で示されることは自身の勉強である」と
して自己反省の大切さを説いた。また、
子孫の運命をひらいていく道として「徳
積み」の必要を伝えた。さらに大賀修法
部長より「御五法修業の目的と心得」に
ついて、午後には岩田始修法部主任より
「書記の心得」「周囲の人々の心得」につ
いて学習後、事前に選択したA・Bの 2
つの教室に分かれて、Aコースは「神関
係」、Bコースは「流産無縁」の項につい
て重点的に学びを深めた。
　その後、8班に分かれて実修となり、
翌29日まで引き続き行われた。各班担
当から細やかな指導を受けつつ、日頃の
仲介の現場において感じる疑問や悩みに
ついて熱心に相談する姿が多く見受けら

　7月28日から29日にかけて仲介者養
成コースが御霊地・解脱研修センターに
て開催され、33名が参加した。
　午前10時開会。まず大賀光夫修法部
長が開講挨拶にて、先の西日本豪雨の被
災者に対してお見舞いの言葉を述べた。
西村晴雄教務局長の講話では「み教えの
基本」をテーマに、金剛さまのお言葉か

修業者に寄り添える仲介者に
本部研修・仲介者養成コース

れ、参加者からは「今回は少人数だった
ため、御修業後の時間をたっぷり使って、
より先生からお勉強を頂けた」と喜びの
声が聞かれた。最後に倉田正治布教本部
員が「支部で仲介者としてお使いいただ
く」と題して、これまで各地で会員を指
導してきた中での体験談を語り、仲介者
として修業者に寄り添うことの大切さを
伝えた。台風12号の影響により一部参
加者が帰宅困難になる恐れを鑑み、当初
の予定を30分早めた午後2時半をもっ
て閉会した。

　愛知教区では7月 22日、豊橋八町支
部において修法研修会を開催し、本部よ
り岩田始指導員が出講、20名が参加した。
　研修では講義や実修から御五法修業の
尊さを学び、支部で活かすことを誓った。

班別実修では熱心に質問が飛び交った

新刊のご案内

金剛さまの思い出
第7巻

定価1,000円（税込）

　来たる秋季大祭
にて発刊されます。
今回は、昭和38年
に発刊され、長らく
絶版となっていた
『解脱金剛尊者の思
い出』（福田敏次郎
著）をすべて収録
しました。
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　午後は海岸にて東北第2教
区会員らと合同での供養とな
り、参加者が持ち寄った天茶
により真心からの撒き供養と
供養塔による供養が行われた。
　曇り空のもと始まった総勢

　7月1日、中国第1教区では、
第17回「教区女性の集い」を
安達武寿指導員出講のもと開
催。今回はさらに来賓として
岡野貞子さまをお迎えし、会
場となる島根県米子皆生温泉
ホテルウェルネスほうき路に
総勢58名の参加者が集った。
　午前10時半開会。体験発表
では、2名の会員が解脱のみ
教えに救われ、感謝の気づき
があったことをそれぞれ発表
した。安達指導員は「家庭円
満の為の女性の役割」をテー

　群馬教区では7月7日、教
区女性部研修旅行として東日
本大震災の被災地である福島
県舞子海岸での供養を企画し、
77名の参加で行った。
　当日は午前7時よりバス2
台で前橋市を出発。午前 11
時から舞子海岸近くのホテル
の会議室にて、合澤洋子東北
第2教区長夫人より、震災当
日の様子と、その後の7年間
についてお話を伺った。
　合澤さんは震災当時を振り

　静岡教区では、6月 10日
に三島二日町支部にて「静岡
東地区女性の集い」が、6月
17日には島田地域交流セン
ター歩歩路にて「静岡西地区
女性の集い」がそれぞれ行わ
れた。
　東地区では男女39名が参
加し、「身体に優しい食事」に
ついて学び、一寸木克枝健康
指導委員のもと、フライパン
一つでできるゴマ豆腐づくり
の実習を行った。昼食後、続
く講話では現代の食生活をふ
まえ、家族の健康を支える為
に気をつけなければいけない
ことなどを学んだ＝写真。そ

返り、み教え
を通じて目に
見えない世界
のはたらきを
学んではいた
ものの、改め
て見えない世
界の大きな導きを実際の現実
を通して再認識させられたこ
と、そして震災後から今日ま
で自分たちの力ではとても得
られないたくさんのお運びを
頂いてきた感謝などを語った。

の後解脱3分間体操
を正しくできるよう
丁寧におさらいした。
　西地区では「心と
体を元気にしよう」
とのキャッチフレー
ズのもと、男女 49

名が集い、出講の堀川剛史指
導員が解脱3分間体操を実習
と講話を交えて詳しく指導し
た。また、頭や首、肩や腰、
膝などに痛みがある方をモデ
ルとして足心道、体位矯正法
の講習を行った。
　体験発表では、安藤礼子教
区女性担当が健康指導をさせ
ていただく際には相手の方や
その家族にみ教えを伝えてい
ること等を語った。
　両地区の参加者は、健康指
導で学んだことを家庭、社会
で実践し、み教えを伝えてい
けるよう精進することを誓い
合った。

120名での大供養は、終わり
に近づくにつれ空は明るくな
り一部青空も見え、荒れてい
た波も穏やかになった。参加
者は霊魂の喜びを感じつつ、
供養を終えた。

マに講話し、家庭の中でもお
互いに「ありがとう」と口に
出して伝えることが大事で、
絶対感謝であることを述べた。
　昼食後は「プレイじゃんけ
ん」で楽しく交流を深めた後、
貞子さまを囲んで談話した。
　終わりに「故郷」「婦人歌」
を歌い、記念撮影の後、午後
3時閉会した。
　参加者からは、「貞子さまか
ら良いお話が聞けて嬉しかっ
た。来年もぜひ参加したい」
との声が聞かれた。

女性部被災地供養

東・西地区で集い 楽しい家庭づくり中国第 1 教区

群馬教区

静岡教区

合澤教区長夫人

各地で女性の学び活発に

海道・釧路の地で法縁にふれ、
大学進学後、東京・牛込支部
で学びを深めた後、解脱会本
部に奉職。青年本部長をはじ
め布教本部員、布教部長、内

　本会常任理事の小林正二先
生が7月 23日に霊界入りさ
れた。昭和23年生まれ。享
年70歳。
　小林先生は、郷里である北

務局長、教務局長など数々の
役職を歴任し、後進の指導に
従事された。また、平成 11
年に理事、同25年に常任理
事に就任。至誠一貫解脱道に
精進し、47年間にわたり本部
職員として寛仁大度のお人柄
で全国の会員を指導された。

小林正二先生逝去される
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　7月 29日、大阪教区健康
学園研修が開催され、20余名
が参加した。
　島田光昭教区長の挨拶に始
まり、出講の津村和範指導員
がスライドを使って、
「足心道」を中心に講
義。休憩をはさんで、
さらに先の講義に沿っ
た実習が行われ、参加
者たちは「お使いいた
だく」という気持ちで
行うことの大切さを、

　北海道々南教区では7月 3
日、教区健康学園が札幌道場
にて開催され、38名の参加者
が共に研鑽した。
　午前11時、まず車康平教
区長が「立教90年解脱金剛
70年祭の佳節の年に際し、改
めて健康についてしっかりと
学び深めてもらいたい」と開
会挨拶を述べた。続いて本部
出講の宮崎順史指導員が「解
脱有食法」と題して、現代の
ガン増加の一番の原因が食生

　7月 29日、京都教区健康
学園が関西道場にて開催され
た。参加者は46名。
　午前9時 50分開会。出講
の堀川剛史指導員の指導のも
と、「解脱3分間体操を軸と
した実習」「足もみ実習」が行
われ、休憩後、さらに実習を
交えながらの講話を受けた。
堀川指導員の分かりやすい説
明は好評で、行う意味につい
て改めて理解することで、参
加者たちの活用への意欲が高

　6月17日、中部圏域健康指
導研修が開催された。「家庭や
支部、地域で即実践し、お導
きに活用できる技術の習得」
を目的に、愛知教区、名古屋
第1教区及び第2教区から計
64名が中部道場に集った。
　午後1時、拝礼行事に始ま
り、出講の津村和範指導員よ
り4つの講話を受けた。まず
は「布教でお使いいただける
足心道」をテーマに柴田當子
足心道本部長の著書『足のツ

まった。
　最後に終礼行事の後、西日
本豪雨横死者への特別供養を
行い、午後3時閉会した。

ボ療法』をテキストに学び、
続いて「足湯のすすめ」では
3名の代表者に足湯を体験さ
せ、その効能や素晴らしさを
説明。「美健食の効用」では赤
と青の「美健」に含まれる主
成分や効能を学び、最後に「呼
吸法」の講話では実習もあわ
せて行った。最後に近藤貞男
圏域責任者が総評を述べ、内
容の濃いプログラムに参加者
は確かな手ごたえを感じつつ、
午後4時半に閉会した。

身をもって体感した。質疑応
答、終礼行事をもって閉会。
まずは身近な家庭で家族と語
り合いながら実践することを
誓い合い、解散した。

活であることに始まり、陰陽
の法則に基づいた全体食の取
り方、母親の食生活がそのま
ま赤ん坊に現れることなどを
説いた。若い世代にも関わり
の深い内容に、中には熱心に
メモを取る参加者の姿も見ら
れた。昼食後はさらに宮崎指
導員から筋膜リリース体操や
股関節体操を習い、会場から
は「支部でもやりたい」との
声もあがり、盛況のうちに午
後3時、終了した。

実践への意欲高まる

家庭や地域のお導きに活用

お使いいただく心で

ガン予防の食生活改善学ぶ

京都教区

中部圏域

大阪教区

道南教区

各地で健康指導の学び深める

スタイルで「急流」「生きてい
る」の2曲を披露。会場のア

　7月 15日、本部道場地下
ホールにて午後3時半から、
杉本龍之先生率いる首都圏混
声合唱団の結成13周年コン
サートが開催された。
　はじめに名誉団長・岡野英

夫顧問と団長・関日出夫常任
理事が挨拶した後、「われらの
大祭」「花」「浜辺の歌」を披露。
次にゲストの杉本恵津子さん
が澄んだ歌声で3曲を独唱。
最後は詩を朗読後に合唱する

ンコールを受け、全員で「ふ
るさと」を合唱し、終了した。

結成13周年コンサート
首都圏混声合唱団
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ている姿に驚き、また奉仕には会員さん以
外の方が大勢お手伝いに来られていて、素
敵だなと感じました。　　
　現地の皆さんの姿から、何事も自分で気
づいて行動する大切さを学びました。そし
て忙しい時でも嫌な顔をせず接してくだ
さった皆さんの温かな思いやりを自分も身
につけたいと思いました。
　この研修では、日系博物館で歴史を
学び、解脱一世の方のお話しを伺う中
で、米国で解脱会を開拓された先人の
方々のご苦労を知るとともに、特に日
本と米国の解脱会の基礎を築くことに
尽力された岸田英山先生のご功績を改
めて知ることができました。「先人の
方々のお蔭で今がある」ことを忘れず、

　6月19日〜7月3日まで米国研修に
出させていただき、サクラメント、ロサ
ンゼルス両教会でお世話になりました。
この研修では、たくさんの学びや気づき
を頂きました。
　サクラメント教会で六地蔵バザーに参
加した時に、現地の皆さんの奉仕の姿を
見て、年功序列や先生、一般会員の差別
なくそれぞれが出来ることを精一杯され

これから少しでも役に立つ自分になるよ
うに、研鑽していきたいと思います。
　研修中、各教会を支えられている山田
開教師ご夫妻、岡野開教師、瀬部先生を
はじめ、多くの会員の皆様に温かく迎え
入れていただき、感謝の気持ちでいっぱ
いです。研修で学んだことを糧に、これ
からも努力精進していきます。

いる。ハワイ教会のブレッド
フルーツは特に甘く、チップ
スにして毎週土曜日開催の
KCCファーマーズマーケット
で期間限定で販売中。「ウル・

　ハワイ解脱教会の敷地に
茂る「ブレッドフルーツ（パ
ンの木の実）」を使った商
品がオアフ島内で販売され
る。　　
　ブレッドフルーツはハワ
イ名で「ウル」と呼ばれ、
デンプン、ビタミン、繊維
質を多く含み、サツマイモ

のような食感で、古くから太
平洋の広い地域で主食とされ
ている。ハワイ島出身のロー
レン・シュープ氏が設立した
会社「ウル・マナ」が、地元
産ブレッドフルーツを使った
フムス（ペースト状の食品）
を開発、ハワイの新しいヘル
シーフードとして注目されて

マナ」のフムスはオアフ島
内のオーガニック系スー
パー等で販売されているの
で、ハワイへご来訪の際は
ぜひお試しあれ。

米国研修で学んだこと
米国教会・六地蔵バザー

教務局教育部　佐藤　律子
御霊地局管理部　高橋　里美

パンの木の実を活用ハワイ便り

スポットライト

　井上荘一さんは、７月 25
日に厚木市の神奈川県総合防
災センターで行われた「第51
回神奈川県消防操法大会」の
小型ポンプ操法の部で指揮者
として最優秀選手賞を受賞し
た。４人一組で放水までの迅
速性などを競う小型ポンプ操
法の部に井上さん所属の大戸
分団が川崎市代表として出
場。井上さんは大戸分団を指
揮者として率い、各ポジショ
ンで優秀な人に唯一贈られる
同賞を受賞したもの。井上さ
んは、町会やＰＴＡなどの役目

　7月2日、田中英次さん
へ、京都市より表彰状が贈
られた。これは、田中さん
が50年にわたり「祇園祭」
の山鉾巡行行事の保存と継
承に心血を注ぎ、京都の文
化の高揚に尽力してきた貢
献に対するもの。
　田中さんは船鉾の囃子方
として自ら演奏することを
はじめ、町内会や保存会の
仲間と共に、次世代への技
術指導と時代に合わせた新
たな指導法の開発や取り組
みにも精魂を傾けてきた。

　また解脱会では、京都教区
長、京都洛央準支部長として
日々精進されている。

と共に地域への報恩行とし
て消防団にも従事している。
　今回の栄誉は、神奈川県
全域・東京多摩地域の地域
情報紙「タウンニュース中
原区版」で紹介され、地元
の人々の関心を集めた。

京都市より祇園祭の功労表彰 最優秀選手賞受賞消防団の
指揮者として

川崎新城支部長
井上　荘一さん（55歳）

京都洛央準支部長
田中　英次さん（58歳）
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　和歌山東支部は7月 25日、氏神
である津秦天満宮の夏祭りにて青年
部鼓笛隊の演奏を奉納した。奉納演
奏は今年で37年連続となる。
　今年演奏した曲は「ドラえもん（星
野源）」と「学園天国」。毎週行った
練習では隊員同士の結束も高まり、
本番の当日は全員が納得のいく最高
の演奏ができ、地元住民や参拝客か
ら惜しみない拍手が贈られた。
　後に宮司より「千早の杜に鼓笛が
響いて賑やかに…道真公もお歓びい
ただいている」との言葉が贈られ、
喜びの中、支部で直会を行った。

鼓笛隊演奏を奉納
和歌山東支部

日　時：11月10日（土）～11日（日）

会　場：1日目　サクラーレ福
ふくずみ

住（長岡）

　　　　2日目　弥彦神社参集殿

										　　　	　　（宿泊・懇親会場─弥彦温泉旅館清水屋）

対　象：どなたでも（定員60名・宿泊定員30名）

研修費：A	　1泊 2日 15,000円

　　　　B　	1 日目のみ 2,000円（足もみボランティア）

　　　　C　	2 日目のみ 3,000円（健康学園研修）
　　　　　　　　　※B・C参加で懇親会参加希望の方はプラス5,000円

申込締切：A参加：10月5日／B・C参加10月 20日
　　　　　　　　　　　　　※御霊地発着マイクロバスあり（往復3,000円）

お問い合わせ：
解脱会教育部　健康指導係・研修係
TEL03-3353-3667 	（教育部直通）
048-593-0190（御霊地健康指導室）
FAX03-3353-3708	（教務局共通）

奉祝  解脱金剛70年祭
「金剛さまと精霊の待つ聖地へ」

●第1部　御法要　　11：00〜　御寺泉涌寺・舎利殿

●第2部　記念式典　12：40〜　式典舞台

●第3部　奉斎之儀　13：40〜　解脱金剛宝塔前

　来る11月4日（日）には、京都・御
み

寺
てらせんにゅう

泉涌寺
じ

において、

解脱金剛70年祭が執
と

り行われます。

　昭和4年の立教以来、共存共栄世界平和の大理想を掲

げて世
せ

相
そうぜんどう

善導・人心救済にすべてを捧
ささ

げられた解脱金剛尊

者は、「死した後も泉山を護
ご じ

持し奉
たてまつ

らん」との大信念の下、

御
ご

遷
せん

化
げ

後は解脱金剛宝塔にお鎮
しず

まりになり、外
げ

陣
じん

に斎
さい

祀
し

さ

れた六千余の先人先
せんかくしゃ

覚者の精
しょうりょう

霊と共に、「国の礎
いしずえ

、世の鎮
しずめ

」

として今もなお霊界より、御皇室の弥
いやさか

栄、日本国と日本民

族の繁
はんえい

栄のために御
ご

尽
じんりょく

力くださっておられます。

　奉祝立教90年の佳
よ

き年を締めくくり、栄
は

えある立教

100年を目指すために、解脱金剛70年祭に参列して、解

脱金剛尊者と斎祀精霊の御
ご い

遺徳
とく

に感謝の真心を捧げ、その

御
ご い し

遺志をわが心として、更
さら

なる精
しょうじん

進を誓いましょう。

平成30年11月4日（日）

第157回 健康学園 in 新潟
〔現地研修〕


