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今月のみさとし／朝に尊き礼拝は夕に幸福の贈答となる。（ご聖訓　第二巻45頁）

◀

平成 30 年 1月1日発行　通巻 666 号
〠 160-0007　東京都新宿区荒木町 4　TEL03-3353-2191　
発行所／宗教法人　解脱会　　発行人／渡辺　孝彦　
編集人／野谷　岳史
解脱会ホームページ　
                http://www.gedatsukai .org
Eメール＝gedatsushuppan@yahoo.co. jp

QRコードニュースレター
GEDATSU

Newsletter

1
VOL.666

奉祝 立教90年解脱金剛70年祭
明けましておめでとうございます

　本年は立教 90 年・解脱金剛 70 年祭の佳節の年です。金剛

さまは敬神崇祖・感謝報恩の道を通して、日本の伝統精神の継

承と国民精神の健全化を図るために、世相善導・人心救済の大

誓願を打ち立て立教されました。

　本年は平成 25 年から大綱として掲げてきました、「修験実証」

─み教えを素直に実践─と、会員実践目標の成果を土台として

飛躍の年に致しましょう。「祈りから実践へ」を合言葉とした三

つの報恩行

　一、金剛さまへの報恩行としての「立教 90 年勧募」

　一、社会への報恩行として「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」

　これらの報恩行の徹底によって、よりよい社会づくりに貢献

してまいりましょう。

　特に家族ぐるみで学ぶ幸せづくりの集大成として記念の大祭

に家族揃って参加し、み教えが定着した家庭の素晴らしさを

御霊地で味わい、会員同士の絆を強め、10 年後に迎える立教

100 年の大節に向かって、勇躍する年としてまいりましょう。

奉祝 立教90年・解脱金剛70年祭
平成30年度 本部布教活動方針

修  験  実  証
―み教えを素直に実践―

――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

平成 30 年 1 月 1 日
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第137回  解脱金剛御生誕祭

　式典前には、頌徳碑と五輪宝塔前に設
けられた献灯台のローソクに会員の手で
火が灯された。
　午前9時半より岡野御本家において岡
野家先祖代々之精霊御法要が役員や会員
代表らが参列する中、根岸洋明多聞寺住
職の導師のもと厳修された。
　挨拶に立った村上説男常任理事は、「金
剛さまの大理想である人心救済の道を、
全会員が一つになって歩み、立教90年
を一緒に、素晴らしい年にさせていただ
きましょう」と述べた。
　午前11時、御霊地お山にて第1部式
典が開式。頌徳碑前にて法主さまが慶讃
文を奏上された後、法主さま、来賓、役
員が頌徳碑と五輪宝塔に菊花を捧げた。
　勤行の後、渡辺孝彦理事長は式辞で、「宇
宙大自然の恵みと万物万霊のお蔭を自覚
し、生かされていることの恩恵に感謝し、

我らが今日あるのは金剛さまのお蔭さま
であることを心に刻み、人心救済、そし
て世界平和のために大きく羽ばたきま
しょう」と呼びかけた。続いて、来賓を
代表して、現王園孝昭北本市長（田中正
昭企画財政部長代読）より祝辞を頂いた。
　その後、こども育成の一環として毎年
開催している教区選抜実践作文コンクー
ルの表彰式が行われた。今年のテーマは
「家族にありがとう」。たくさんの応募作

金剛さまの御恩に報いる

会員らが見守る中、法主さまが恭しく慶讃文を奏上された

金剛さまが御生誕された11月28日、平成 29 年の六大行事の最後となる
第137回解脱金剛御生誕祭が御霊地にて開催され、全国会員代表が喜びの一日を過ごした。

品の中から、最優秀賞を受賞した川口
心
み ゆ う

優さん（静岡相良支部）に渡辺理事長
より表彰状が授与され、続いて本人によ
る作文の朗読が行われ、会場は温かい拍
手に包まれた。
　式典終了後の第2部直会では、青年部、
女性部らの奉仕による御神酒や甘酒の接
待、また五色うどんの販売に参加者が長
い列をつくった。お山の随所に味わいな
がら笑顔で歓談する会員の姿が見られた。

御法要の謝辞を述べられる岡野名誉顧問 真心の勤行がお山に響きわたる 川口心優さんが朗 と々作文を朗読

青年部「まごころ募金」ではコーヒー、ココアのサービス

上＝秩父中央支部・山﨑正規さんは
今年もケーキと飴細工を奉納　左＝
式典前に献灯台に火を灯す会員ら
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　12月 1日、本部道場報恩日行事前の
正午より、四谷津之守弁財天にて冬祭が
催行され、多数の解脱会員や地元住民が
参列した。

　12月9日〜10日、御霊地・解脱研修
センターにて青年幹部研修が行われ、全
国各教区青年部長以上の青年幹部及びス
タッフ合計66名が、共に学び合った。
　午前9時開会。宮原秀治青年本部長か
ら「青年部活動方針」をもとに一人ひと
りが自分を磨き、心の気づきを得て自分
から進んで行動を起こしてほしいと講話
があった。昨年、好評を博した、米国解
脱教会のジャクソン・伊藤氏が今回も講
師として、瀧久和布教本部員の通訳で講
話された。伊藤氏は2ヵ月前に来日し、「日
本各地の会員さんとの触れ合いの中で学

　11月 27日、平成29年度全国支部長
会が御霊地・解脱研修センターで開催さ
れた。
　午後1時に開会。最初に本年度認証支
部（伊賀友生、大分城原、埼玉中浦和準、
沖縄南城準）と継承支部長（21名）の紹
介＝写真右＝と綬の授与（伊賀上野、大
分東、大宮土呂）が行われ、支部長らが
ステージ上で祝福を受けた。

　当日は、西村晴雄教務局長が祝詞を奏
上した後、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

んだこと」「日々の生活の中での解脱の修
行」など体験を交えて述べられた。
　午後からは、代表3名の議長から「ア
クション」をテーマに講話があり、それ
を受けて「学んだこと・一歩踏み出すた
めに具体的に何から始めるのか」につい
てブロックごとに分かれて話し合った。
その後、活動目標とお役目を全うするこ
とを誓って祈願のお百度を行った。
　2日目は、御霊地参拝後、「3分間プレ

　渡辺孝彦理事長の挨拶で
は、平成 30年度本部布教
活動方針が示され、立教90
年勧募による御霊地の耐震
化工事は順調に進んでいる
ことが伝えられた。また本会の最重要課
題は支部の活性化であるとし、支部が抱
える様々な問題を挙げ、立教100年に向
けて飛躍の年にしようと呼びかけた。休
憩を挟み、西村晴雄教務局長が本部活動
方針を通して、奉祝の年をいかに活動し、
幸せを創り上げていくかを様々な例を挙
げながら述べた。続いて宮原秀治青年本
部長が映像と共にミャンマー・スタディ
ツアーの報告を行った。
　第2部表彰式では、創設50周年支部
表彰や退任支部褒賞など各種表彰が行わ

　11月20日、第49回天茶収穫感謝祭が、
長野県信濃町にある黒姫出張所において
執り行われた。
　午前11時半、黒姫弁財天大神と天圀
蔵五柱五成大神に参拝した後、正午より
開式。渡辺孝彦理事長の祝詞奏上をはじ
め厳かに行われた。

し、日頃よりご守護いただいている感謝
の祈りが捧げられた。終了後、参加者ら
は金丸稲荷を参拝した。

ゼン」「お誘いシミュレーション」がグルー
プに分かれて行われ、続いてブロック別
ディスカッションを通じて研鑽を深め
た。さらに各ブロック議長、教区、地区
部長から神々様、金剛さまに対して「お
誓い」が発表された後、目標達成祈願の
宝号千反を厳修した。
　最後は全員が肩を組み合い青年錬成歌
を熱唱、各々が掲げた目標に向けて日々
の実践を誓い合い、解散となった。

れ、奉賛会表彰の後、登壇した飯田俊郎
幹事長は御礼と更なる協力を仰いだ。
　会場をお山に移し、五輪宝塔前にて第
3部献灯式が行われ、献灯台に参加者ら
が順々に火を灯し、その美しい景色を撮
影する会員の姿が多く見られた＝写真左。
　続いて第4部懇親会が催された解脱錬
心館では薔薇の花（中村泰明和歌山教区
長奉納）で鮮やかに装飾された会場にて
渡辺理事長が力強く乾杯し、支部長らは
互いに１年の労をねぎらい、親睦を深め
つつ、奉祝の年に向けて英気を養った。

　式典終了後は直会となり、渡辺理事長
の挨拶＝写真、横川正知信濃町長の祝辞
の後、良質な天茶の収穫を祝い合った。

日頃のご守護に感謝
津之守弁財天冬祭

更なる実践を誓いあう
平成29年度 青年幹部研修

平成29年度 全国支部長会

立教100年に向け、飛躍の年に

良質な天茶に感謝！
黒姫出張所・黒姫天茶収穫感謝祭
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　神戸教区は10月29日、中西好子指導
員が出講のもと、「親子孫そろって、充実
した子（己）育て」をテーマに第14回
親学セミナーを三宮勤労会館にて開催。
台風の影響による大雨の中、70名が参加
した。特に今回は子育て中の家族の参加
が多く見られた。
　当日は午前10時30分より西田義信教
区長の開会挨拶の後、働きながら子育て
をする父・母から体験発表があった。続
いて、中西指導員の講話では、「己育てに
は自分を知ることが大切」「家族にはそれ
ぞれ役割があり、その中でのバランスが

　埼玉教区は、台風の影響で大雨となっ
た10月29日、北本市野外活動センター
にて、「親子孫、楽しく参加し、教区の輪
を広げ次世代に学びをつなぐ」をテーマ
に親子孫ふれあい講座を開催、37名の参
加者が集った。
　「雨に負けずに楽しんでください」
との山崎正道担任部長の開会挨拶で
始まり、内田浩正副担任部長の「心
の勉強」では、手作りのボードを用
いて心の変化や感謝の心を学んだ。
次にアイスブレーキングで班を決め
て、飯盒炊飯やバーベキューの下ご
しらえを班ごとに行った。子供たち

大切」などが伝えられた。
　午後は、独身・パパ・子育てチームな
どに分かれて日頃の悩みを話し合うディ
スカッションが行われ、時間を忘れて熱
く語り合う参加者が多く見られた。
　最後の質問コーナーでは中西指導員の
明確な回答に感嘆の声が上がった。
　今回のセミナーは、少しでも多くの学
びを得ようとする参加者が多く、結果、
大きな成果があったとの声が聞かれた。

も一緒に炊事を手伝い、どの班も楽しみ
ながら美味しく食べることができた。
　午後はホール内に移動し、大玉を使っ
たゲームをチーム対抗で行った。予定で
は青空の下で行うゲームだったため、
ルールを工夫しながら進められた。
　最後は記念の集合写真を撮影し、終始、
大雨に負けない子供たちの笑顔あふれた
行事となった。

　第 22回解脱杯小学生女子ソフトボー
ル大会が北本スポーツセンターで行わ
れ、埼玉県内各地より 16チームが集っ
た。雨天のため 18、19日の予定が 19、
25 日に変更され、開会式は 19 日の午
前 8時半から行われた。
　当日は岡野成高御霊地管理部長の挨
拶、来賓祝辞、選手宣誓の後は試合とな
り、熱戦が繰り広げられた。結果、寄
居ジュニアソフトボールクラブが優勝
した。子育てをする親の学び

神戸教区・親学セミナー

親子孫ふれあい講座
埼玉教区・こども会

16チームが競い合う
解脱杯小学生女子ソフトボール大会

　本部主催・兵庫教区主管による第78
回宍粟萬霊魂祭塔建立記念祭が11月 23
日、兵庫県宍粟郡の萬霊魂祭塔前にて執
り行われ、永田秀夫指導員が本部出講、
村上説男常任理事、倉田正治教区担当、
また名古屋から九州と広い地域から会員
多数が参加し盛大に開催された。
　前日は恵みの雨の中で奉告祭や準備が

進められ、当日は天
候が回復し、大自然
の恩恵を実感する
中、祭典となった。
　第 1部式典では
祭事が厳粛に進む
中、式辞に立った笹倉範久兵庫教区長は、
昭和15年、金剛さまが宍粟の地に萬霊
魂祭塔を建立されたことの意義と尊さを
述べ、参加者は萬霊と共に報恩感謝の生
活を送り活動していくことが国土の繁栄
につながるとの意識をより高めた。
　第２部直会では、会員から奉納された
真心のこもった手料理を堪能しながら、

調和の心が形となった奉納演芸＝写真左
＝で和やかな時間を過ごした。
　実行委員やスタッフからは、78年間、
いかなる時もこの祭を行ってこられた先
人先覚者から受け継いだバトンを次代に
受け渡し、更に同塔の意義を広めこの祭
典が永遠に続くように努力精進していく
ことを誓う声が上がっていた。

宍粟にて萬物萬霊に感謝の祈り
第78回 宍粟萬霊魂祭塔建立記念祭

　解脱書道会の会報
「大雁」第154 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

書道を楽しみませんか！

青空の下、出講の永田指導員の講話に耳を傾ける参加者ら
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　10月22日、名古屋第1教区は「支部
の枠を超えて、実修を通して経験を積み
自己研鑽」することを目的に、中部道場
にて修法研修を行った。今回は特に青年
部へ参加を募ったところ参加者29名中
9名が参加し、意識の高さが窺われた。

　兵庫教区では10月29日、丹波山南支
部長で笹倉範久教区長所有のビニールハ
ウスにて収穫祭が開催された。台風の接
近で畑での開催が危ぶまれたため、前日
に教区長や役員有志がビニールハウス内
で作業ができるよう準備を整えた。
　当日は豪雨となったが、米国解脱教会
理事のジャクソン・伊藤氏と瀧久和指導
員を迎える中、子供から大人まで総勢
100名の参加者が集結した。
　午前10時、拝礼行事に続いて笹倉教

　勝山旭支部では11月 11日、創立60
周年記念感謝会を支部御神前にて開催
し、本部より早川廣美指導員が出講、教
区役員や各支部長を来賓に迎え、和やか
な中にも厳粛に執り行われた。
　開会挨拶に立った三屋眞一支部長は
「子に教えられて親が親らしくなるよう
に、学んだことをお伝えする中で逆に教
えられて成長していく。そうしたお互い
に学び合う姿勢が大切」と述べ、教えを
広く伝えていく大切さを強調した。
　体験発表では石橋佳奈さんが、御五法

　東京第6教区は、11月 19日に東京都
立葛西臨海水族園でこども大会を開催、
お誘いした法縁者8世帯18名を含む、小
学生・幼児32名、合計86名が参加した。
　水族園入口に集合し、開会挨拶の後、
一般参加者向けに解脱の教えの資料「あ
りがとう　おかげさま〜心を育む家庭づ

　午後1時に拝礼行事、樋口勉教区長の
開会挨拶に続いて、加藤眞一修法担当員
より御五法修業についての説明があり、
その後、各班に分かれてお浄め・実修が
行われた。実修後は、近藤貞男指導員の
総評に学び、閉会挨拶、終礼行事と進み、
閉会となった。
　当日は台風接近で悪天候となったが、
参加人数の多さに強い責任感が感じられ
た研修となった。今後も、創意工夫しつ

区長が、雨の恵みに感謝する開講挨拶の
後、ハウス内で枝豆のさや取りと、子供
たちは雨の中、雨具を着て元気一杯に外
の畑でサツマイモの収穫を行った。
　昼食は、女性部らが5月に田植えを行
い、10月に稲刈りをしたお米で作ったお

修業を通して法縁を得た喜びの体験を述
べ、最後に「この尊い教えを大切な友達
に伝えたい気持ちが心から沸き上がっ
た」と力強く結んだ。
　記念講話で早川指導員は「これからも
会員一丸となって支部発展のために教え
を伝えていってほしい」と激励した。

くり〜」のパンフレットを手渡した。
　園内では、「おさかなクイズラリー」の
用紙を片手に子供たちは、世界の海の展
示を廻り、珍しい魚
やマグロの大水槽な
どを見学。特にエイ
やサメに触れること
ができるタッチンフ
ィーリンは大人気で、
子供たちの長い列が
できていた。

つ研修内容の質を高めていきたいと担当
者は語っていた。

にぎりと豚汁をおいしく食した。
　午後はまず伊藤氏よりお話を頂いた
後、歓声の中で楽しく餅つき。つき立て
のお餅を食した後、収穫した枝豆などた
くさんのお土産を頂き、参加者一同、思
い出に残る収穫祭となった。

　直会では、横山高信北陸教区長の祝辞
と早川指導員の乾杯の後、会員手作りの
景品等が当たるビンゴゲームやカラオケ
などで祝宴は大いに盛り上がった。
　最後は田中清美幹事先導による「手の
ひらを太陽に」を全員で合唱し、更なる
支部発展を誓い合った。

　レストランで昼食後に閉会となり、子
供たちはお土産を手に解散。法縁者との
交流もあり、充実した一日となった。

支部の枠を超えて
名古屋第 1 教区・修法研修

台風の中で収穫体験
兵庫教区・収穫祭

ますますの発展に向かい
勝山旭支部 創立60周年記念感謝会

法縁者と水族園を楽しむ
東京第 6 教区・こども会

ジャクソンさんもニッコリ

初心に還ることが大切と述べる三屋支部長

ビニールハウスで親子一緒に枝豆のさや取り 順番に並んでペッタン！

節目を寿ぎ、早川指導員が乾杯の発声
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■創設50周年支部表彰

　越谷蒲生支部

■退任支部長褒賞

　桑原　康彰　

　道林　孝吉　

　相馬　光男　

　永田ツネ子　

　宮﨑　愛子　

　岡野　　正　

　浅川　文人　

　土屋　富男　

　篠原　生代　

　小椋　一衛　

　阪田　嘉彦　

■高齢功労者表彰

　宮下　春夫　

（帯　広）

（釧　路）

（弘前南）

（仙台五輪準）

（高崎正観寺）

（埼玉北本宿）

（下　谷）

（竜　泉）

（横須賀船越）

（滋賀蛭谷）

（神戸灘）

（釧路白樺台準）

　11月5日、ハワイ解脱教
会にて、今年も秋の「オー
タムフェア」が開催された。
　恒例となった「陶器絵付
け体験コーナー」はリピー
ターが増え、当日は朝から
多くの家族連れやカップル
が訪れ、神谷龍典開教師が

　林　　國男　

　永田ツネ子　

　白井　敏雄　

　斎藤マサ子　

　飯田　俊郎　

　飯塚　健一　

　宮内　節子　

　関　日出夫　

　山田　耕造　

　上原　　功　

　重田　　隆　

　平木　敏勝　

　梅村　吉男　

　水野　光代　

　中川　憲子

　小椋　一衛　

（岩手大槌）

（仙台五輪準）

　（長岡常盤町）

　（与野鈴谷）

　　（秩父中村）

（茨城小田）

　　（千葉銚子）

　（大森八幡）

（西吾嬬）

　　（御徒町）

　（川崎大師）

　（神奈川平塚）

　（名古屋千成）

　（愛知春日井）

　（金沢長田）

　（滋賀蛭谷）

制作した素焼のカップや皿等に
絵付けを楽しむ姿が見られた。
今年は特に神谷開教師の次男・
忠君が描いたブエオ（フクロウ）
やタロイモ等のデザイン陶器が
好評となった。
　当日は天候にも恵まれ、ハワ
イアン音楽の生演奏が流れる

　冨田富美子

　上田　久雄　

　三浦　由紀　

　玉澤　節子

　川上　弘子

　中村　幸一　

　西田　耕造　

■篤志奉納者表彰

　野本　祥二

　堀越　和江

　宮越　卓是　

　岡野　　正　

　岡野　聖法

　岡野　茂樹

　森田　　心　

　廣川　貞雄

　山田　盛和

　井上　宗弘　

　西貝　嘉隆　

（京都東山）

（大阪玉造）

（兵庫山崎）

（明石本町）

（兵庫たつの）

（福岡平和準）

（熊本田迎準）

（新潟加茂）

（高崎江木町）

（高崎正観寺）

（埼玉北本宿）

（埼玉北本宿）

（埼玉北本宿）

（埼玉杉戸）

（南新宿）

（日野台）

（三鷹南）

（杉　並）

中、来場者は冷たい天茶や手作
りシロップのかき氷、焼菓子や

　小林　光子　

　小林　輝道

　関　日出夫　

　濱名　憲光

　株式会社三平　小林莞侍　　　　　　

　　　　　　　

　加藤　英昭　

　渡辺　孝彦　

　伊藤　兼三　

　文林学院　永田秀夫

　　　　　　　

　山本知也子　

　中山　満介　

　西村　洋美　

　福原　　忍

　原田　政彦

　村上　説男　

　池松　康博　

（石神井）

（石神井）

（大森八幡）

（大森八幡）

　　　　　　　

（大岡山）

（江戸川）

（川崎中島）

（名古屋高蔵）

　　　　　　　

（大阪松虫）

（和歌山北島）

（神戸中央）

（西宮小松）

（兵庫滝野）

（兵庫浜坂）

（福岡宇美）

（熊本大津）

プレートランチをゆったり
と楽しんでいた。

平成 29 年度　各種表彰受賞者

オータムフェア開催ハワイ便り

第79回 太陽精神碑建立記念祭 ホームページ好評更新中！！
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（日）
10：00　第 1 部　太陽精神碑前之儀　　　（精神碑前）

11：00　第 2 部　太陽精神碑建立記念祭式典   （お山）

　　　　　第 3 部　直会　　　　　　　　　　   （お山）

上＝特に2018 年（戌年）に因ん
だ忠君作の犬の絵のカップは注目
された
左＝人気だった陶器の絵付けコー
ナー

【お詫びと訂正】昨年12月号 4 面に誤りがありました。「御寺泉涌寺護持会新入会員」の笹倉範久様（丹波山南支部）は継続会員 5 万円は、正しくは10万円でした。ここに訂正しお詫び申し上げます。

　解脱会ホームページをス
マートフォンでチェックして
いますか？
　毎月の支部通信に掲載して
いるパスワードで開ける会員
専用ページには役立つ情報が
満載です。　
　全国各教区や直轄道場の行
事や出講の予定、ニュースレ
ターのバックナンバー、六大
行事の式辞音声、大祭の歌や
カレンダーのダウンロードも
できます。さらに新たに事業
部商品案内、奉祝立教 90 年
記念ページが登場！ ぜひ覗
いて見てください。
　スマートフォンの QR コードリーダーで 1 面右上の QR コー
ドをかざすだけです。
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　10月 28日、茨城県の小田城址歴史
広場において茨城小田支部の御守護神
「小田五行不動明王」のもとに柴燈大護
摩法要が行われた。
　今回の法要は、地域の有力者である
飯塚本家より、「町おこしで大護摩をす
るためにお不動様をお借りしたい」と
の依頼を飯塚健一支部長が喜んで引き
受けたことで実現したもの。支部のお
不動様が初めて外に出た形となり、広

く地域の守護神となった
ことに、飯塚支部長はじ
め会員らは驚き、喜び
合った。この護摩法要は
今後も毎年開催される予
定だ。
　お不動様の由緒は、昭
和 37年頃、飯塚虎夫氏（初代支部長）
が仲介した妻・飯塚幸子さんの御五法修
業にて「不動を祀れば不動が守る」との
お訓しを受け、小田の地に放置されてい
た不動像を見つけ、武前三郎先生を通じ
て岸田英山先生のご指導を得て、像を修
復。御神前に祀ったことによる。
　その後、座談会を開いたところ入会者
が次々に現れ、2年後には独立座談会、5
年後には「茨城小田支部」を創設するに
至った。また、座談会を始めた年から毎

年欠かさず小田城跡地にて50年以上
にわたり「小田城関係怨親平等大供養」
を行い、支部近辺の宝筐山の山頂に在
る地域の総氏神「小田冨士浅間大神」
への参拝登山を続けたところ、畑ばか
りであった当時の小田城址は、約20
年前に国有地となり、国指定史跡とし
て整備された。
　今年、創立50周年を迎える当支部
の飯塚支部長は「コツコツと撒いた種
が実ったようだ」とその喜びを語った。

茨城小田支部 小田城址に実った種

祈願の護摩木が投入され、高 と々炎が上がった

　金剛さまがご遷化されて 70 年。み教え

が二世、三世、四世と受け継がれるよう、

金剛さま御在世中のイキイキしたご活動、

ご指導に触れたいとの声に応え、先人、先

覚者の思い出を再編集しました。

各巻定価 1,000 円（税込）

連絡先 解脱会事業部　
TEL03-3353-2191

各道場でも購入できます。

　み教えの基本を中心に、朝夕の勤行・御霊地の尊さ・
金剛さまについて学びを深めます。研修後は学んだこと
を実生活に活かし、法友と共に青年部活動に取り組み、
国家社会に役立つ青年の育成を目指します。

開催日時　　3 月 24 日 ( 土 ) ～ 29 日 ( 木 )
会　　場　　御霊地・解脱研修センター
対　　象　　満 16 歳～満 25 歳の青年男女
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、支部を
通して教育部研修係にお送り下さい。

研 修 費　　22,000 円（兄弟姉妹で参加の場合、2
人目以降の研修費は半額です）

申込締切　　3 月 1 日（木）
問い合わせ先　解脱会教育部 研修係 

TEL 03-3353-3667（教育部直通）
FAX 03-3353-3708（教務局共通）

青年コースの

お知らせ研修

シリーズ「金剛さまの思い出」好評発売中！

50年間土地供養を続けた苦労が実ったと喜ぶ飯塚支部長夫妻（中央）と支部会員の皆さん
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　全国会員の皆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、昨年 6 月に南
棟が完成。12 月には御霊地道場と中央棟（旧女
子寮）が完成し、現在はお山の外溝工事が進ん
でおり、春季大祭には工事が完了する予定となっ
ております。
　解脱会の聖地、皆さまのこころのふるさと・
御霊地の移りゆく景観をお楽しみください。
　また立教 90 年記念勧募は、6 月末まで継続
しておりますので、今後ともご協力よろしくお
願い致します。

奉祝立教90年
記念事業

奉祝 第173回 秋季大祭

期　日　10 月 14 日（日）
開　式　午前 10 時 30 分
閉　式　午後 2 時（中締め 午後 1 時）

　昭和16年11月28日、頌徳碑の建立除幕式典、並びに尊者の還暦祝賀式典が執り行われました。当日の尊者の御講演は現地録音され、
8 枚組レコードに遺されました。レコードから伝わる約 40 分におよぶ尊者の御声は、今も凛とした声音をもって我々会員を励まし
導いて下さいます。待望久しかった録音盤を、子々孫々に法縁をつなぐ家宝としてお求めいただきますようご案内申し上げます。

◎内容　御講演 CD 盤と資料集が桐箱に納められます。発行当時の形状を尊重し、桐箱の上に尊者御真筆によ
る「寶」の一文字が箔押しされます。また、音声が長年月を経ても劣化しないように、高品質の CD 盤とし
て製作されます。さらに、御講演内容の全文をはじめ、各界からの祝辞や当時の関連資料、式典当日の写真等が、 
解説文とともに A5 判の資料集としてまとめられ、学びの教材とともに、資料的価値の高いものとして整え
られます。なお、早めに数量を確定する必要から、予約販売の形を取らせていただきます。

◎申し込み締め切り　平成 30 年 3 月 31日  　◎発行予定日　平成 30 年 11 月 28 日
申し込みは支部で取りまとめて、「申込書」と共に「経理部納入書」の 中央の空欄に「宝代金」と記載の上、
代金を添えて、本部・経理部へお申込みください。

◎問い合わせ先　解脱会出版部 　電話・03-3353-4989（直通）03-3353-2191（代表）

CD「寶
た か ら

」(解脱金剛尊者御講演録音盤 )予約販売のご案内

定価 10,000 円
（消費税込価格）

御霊地道場

管理事務所

南棟

会員休憩所

六地蔵尊

五智如来堂

解脱金剛宝塔
太神様

研修センタービル

駐車場

駐車場

駐車場

駐車場

大祭受付

解脱金剛宝物館

社務所

トイレ

トイレ

トイレ

倉庫・宿舎

トイレ

トイレ


