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「信心日記」の勧め
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とき、素晴らしい信心記録になります。いつでも体験
教会長

明渡 眞幸

本日は、生神金光大神大祭をお仕えさせていただき

発表や、おかげ話を発表できることでしょう。
今、パソコン全盛。パソコンも気軽にメモや記録を

ます。皆様方には、お繰り合わせご参拝のおかげをい

残せます。けれども、一番の難点は壊れることです。

ただかれ、ありがたく存じます。教主金光様ご祭主の

データは一瞬にして消えてしまうことがあります。ま

もと、ご本部でお仕えされました「生神金光大神大祭」 た個人のパソコンは大抵
のご比礼をいただき、生神金光大神御取次の道に生か

の場合、後から他人は見

される喜びを精一杯お礼申し上げ、今日のみ祭を通し

てくれません。ウィルス

て、教祖様のご神徳とご霊徳をしっかりといただきま

対策、バックアップ、プ

しょう。

リントアウト、たいへん

さて、年々に進ませていただいている信心のあゆみ、 な手間ものです。
年月を経て信心の心も育ち、ありがたいことも増えて

その点、ノートに残し

くる。けれども、自分のいただいている信心のありが

たことばは、さっと開いて、すぐ見たり、書いたり出

たさを、他の方たちに説明が出来ない。こういうこと

来ます。

がよくありませんか？

「金光教教典」にも収められている教祖様のご手記

きょうは、
「信心日記」のお勧めです。日記というと、 「金光大神御覚書」「お知らせ事覚帳」はまさに素晴ら
毎日書かなければならないと思いつつ、２日抜け、５

しい信心日記です。神様との対話、ご家族や身辺の出

日抜け、とうとう空白だらけで３日坊主に終わったと

来事を克明に書き残してくださったおかげで、今の私

いう経験は誰でもお持ちでしょう。この「信心日記」 どもが、間違いなく教祖様のお姿に触れ、教えをいた
は毎日書かなくてもいいのです。思いついたとき、何

だけるのです。私どももささやかながらも、このお道

か感じたとき、折々に書き綴っていくのです。

にご縁をいただいたものとして、進めてきた信心の小

ですから、ごく普通のノートを一冊用意して、書く

さな足跡を残す務めがあるのではないでしょうか。
「信

ときは日付を入れて、追い書きをしていくという感じ

心を伝える」とか「信心継承」が常に問われる中、信

です。

心日記は、きっと大切な人に信心を伝えるための大き

信心に関ることなら何でも・・・。例えば、お参り

な力となることと思います。さぁ、早速始めてくださ

をした日、何のお願いで、或いはお礼でお参りをした。 い！
お取次をいただいた折の先生との会話、いただいたみ
教えなど。或いは、神様を感じた時。日頃の出来事で、
信心させていただけばこそ、と思えた事柄。神は子守
歌にしてでも教えをするとの如く、新聞、テレビ、人
の話で神様を感じた時・・・、少しずつ、少しずつ書
き留めていけば、１年、３年、５年たって読み返した

秋の御大祭をお迎えして
信徒会長

S.T

天地の大親神さまの大みかげのなか、今年の暑かっ
た夏を力強く、元気に過させて頂き、すばらしい、実
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りの秋を精一杯いただき、こうして生神金大神大祭を

ろしくお導きくださいますようお願い申し上げますと共

お迎えさせていただけますことは、まことに有難く、 に、先生におかれましてもお身体を大切にされ、ご用ご成
就されますことを、ご祈念申し上げます。
もったいないことでございます。
秋の御大祭とは、教祖さまが、さまざまな難儀と出 （以上、教会長先生へのご挨拶）
今日の御大祭を精一杯有難くいただかせていただ
会われる中、実意丁寧なご信心によって、天地の親神
さまと出会われ、真一心のご信心を進められ「神と人

き、これからも信心生活を進めさせていただき、ご神

とあいよかけよで立ち行く」生き方を、初めて人の世

これ以降は、プライバシーに関りま 新しい家に新しく住まう
に表されました。その教祖生神金光大神さまへのお礼

すので、ネット上では非公開としま
のお祭りであるとともに、私たちがこのご信心をいた
だいて、そのお働きを伝え現していく事を、祈願する
す。
祭典であります。

メールを頂けば個人的に、
「山崎」を
私は、日々親神さまのありがたいお陰をいただきな
がらも、我が強く、ついつい誤った方向に進みがちで
送付いたします。
あるため、お取次を頂き、天地の親神さまの道理に添っ

送付先の住所、お名前をお知らせく

た生き方に戻していただいていることは、素晴らしく

ださい。
気軽で、安心、確かな生き方だと、心より喜んで、毎
日欠かさず教会参拝をさせていただいています。さら
に、今日のご大祭を頂くことによって、よりいっそう
神さまのお徳をいただき、安心の生活ができるものと
確信しています。
（以下、教会長先生へのご挨拶）
さ て、 わ が 教 会
長先生におかれま
しては、今年で教
師 就 任 満 30 年 を
迎 え ら れ ま し て、
まことにめでた
く、ありがたいこ
とでございます。
昭和 50 年に金光教学院をご卒業され、先の教会長
孝一先生のおそばでご用下され、孝一先生お隠れの後
は、教会長としての重責を立派に務められ、お取次、
教会諸行事にと日夜ご用下されてきておりますこと
は、まことにありがたくもったいないことでございま
す。
一口に 30 年と申しましても、我々難儀を抱えた氏
子ばかりが相手の毎日であり、息つく暇も無く、ご苦
労も並大抵のことでない永い年月であったことと拝察
しつつ、よくぞここまでお務め下られていると、感謝
申し上げるばかりでございます。
どうぞ、これからも我々難儀な氏子でございますが、よ

岩出町

N.T(56 才 )

私どもでは先月 19 日、明渡眞幸先生をご祭主にお
迎えして、新居のご神前に家族親戚が揃って、奉祝祭
をありがたくお仕えさせていただきました。新築、ご
神殿の新調が無事完成し、約半年間の仮住まいから元
の場所の新しい家での生活を始めさせていただいてお
ります。
この建て替えに至るにまで 10 年以上かかりました
が、その分喜びもひとしおです。改造か建て替えかで
長い間思案しました。両親の希望や、古い家と資源を
大切に何とか残したい思いと、住まいの合理性や経済
性との間で揺れ動き、家の内でも時には険悪な雰囲気
になる話し合いもあったりで、話が立ち消えたり復活
したりが繰り返されました。
そして、いよいよという時に、今度は私の仕事の都
合で延期になってしまいました。社長を命じられた出
向先の会社が難しい時期を迎え、私は就任直後から会
社の改革に取り組むことになりました。その最中にア
メリカ同時多発テロが起こり、正に正念場でした。事
が成らなければ辞める覚悟を決め、全力で仕事に集中
する以外ありませんでした。神様には再建成就と 300
人の仕事を守れるようにとお願いしました。そうして
4 年が過ぎました。この間、自分でも不思議なほど業
績が順調に回
復 し、3 年 連
続目標利益を
達成するなど、
神様の大みか
げを蒙る中で、
どうにか大き
な山を越える
ことができま
した。
すると再び家のことに思いが至り、今度は家の老朽

化も進み、新築以外になくなって、事が順調に進みま

３週間も早く生まれてきた。でも今は 4600 ｇと、生まれ

した。やはり神様のお繰り合わせと思わずにはいられ

てきたときに買ったオムツカバーも少々窮屈になってきて

ません。奉祝祭の直会では、明渡先生の前ではからず

いる。

も目頭に熱いものがこみ上げてしまいました。
さて、
「おかげ」はこれだけではありませんでした。
それは、改めて日々のありがたい「おかげ」に気づか
せていただいたことです。それを先生は原稿を書くよ
うにという一言で教えてくださいました。ペンを取っ
て ( 実際はキーボード ) 改めて振り返ったとき、新築

８月 31 日に生まれた女の子、優音（ゆな）、3050 ｇ、
２週間早く生まれた。おなかいっぱいになるまで口をあけ
ている優音に、二人の母親が代わりばんこに、お乳をあげ
ている。
お姉ちゃんになった陽菜（はるな）４才が、二人の赤ちゃ
んの傍らから離れない。陽菜は８月初めからこちらにいる
ので、どこへも連れてもらえず、この暑い夏は家で水遊び。

や仕事の成功よりももっと大切なこと、高齢の両親が

それでも我慢してくれている。お姉ちゃんらしくなってき

揃って元気で御用に使うていただき、家族皆健康で

ている。

日々安心の「おかげ」をいただいていることに、まず

今年の年末は、私も退職して家にいるが、大丈夫かな、

感謝しなければなりません。しかし、家族はそれぞれ

体力持つかな？お正月揃って元気にお参りが出来るよう

に、自分の心配や問題を抱え、それが不平や不満とし

に、頑張って、おかげいただきます。

て言葉に出てしまうことがあります。本当に勿体ない
ことでございます。新しい家に住まう者が心新たに

「信心は伝わる」 −教区共励会のご講話の概要−

もっともっと喜びを表せるよう、心の持ち様も変わら
なければと思わずにいられません。

四条畷教会長

大倉真道先生

「・・白いご飯を炊いて、おなますでもつけて供えるよう

神様や明渡眞幸先生をはじめ周りの全てに感謝を申

にせよ、そうすれば子供でも、お母様何事ですかと言って
聞くようになる。わけを話してやると、神の恩を知るよう

しあげます

になり、大きくなって、
だんだん自分でも尊ぶようになる。」

孫にまごまご

（天地は語る
岩出町

T.O（53 才）

p153

311）

信心の継承・まさに、こういうことだと思うのです。教

今年の夏、３つの喜び事が重なった。

えるわけでもなし、何をせよと言うわけでもなし、自分が

一つめは、おじいちゃんが、９月 15 日で、88 才の米

親からとかに教えてもらったことを、生活の中でそのまま

寿を元気に迎えることが出来たこと。
二つめと三つ目は、二人の娘に赤ちゃんが次々と生まれ
たこと。

現していくことが、周りの人たちにいつの間にか伝わって
いく。と考えてみますと、やはり信心を現す場所は生活の
場ですね。

８月と９月に生

教祖様は、ここで（広前で）信心の稽古をして帰れ、と

まれる予定が、７

言われております。本番はというと生活の場です。では何

月 22 日と８月 31

の稽古をさせてもらうのか、話を聞かせてもらうのです、

日と早くなった。

話を聞かせてもらったことを、そのまま家で実践していく

うれしいが忙し

わけなのです。

い。洗濯は１回で

お取次ぎを頂いて先生のお話を頂く、先生が、こうさせ

は済まない。大人

てもらったらどうですか、おかげになりますよ、とお話下

６人に幼児が１

さったことをそのまま家庭の中で現していく、向かってい

人、赤ちゃんが２

く先は人ではないのですよ。この人に伝えたいから、この

人分の洗濯。夏で

人に向けて「ああです、こうです」・これ伝わらないので

良かった。洗濯物

すね。私はどう信心させてもらいましょうか、神様にどう

が毎日良く乾く。

向かわせてもらえばいいのでしょうか、と向かっていく先

私もたいへんだ
が、 こ の 洗 濯 物 を

おじいちゃん（忠治さん）が米寿の
お礼に、お結界にお届けされた書

たたんでくれるおばあちゃんもたいへんです。
７月 22 日に生まれた女の子、葵（あおい）
、2416 ｇ、
山崎
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は神様なのです。神様と自分との関わりをもって信心です
から、この関わりをしっかり持つ、そうすると周りにいる
人は何かをきっかけにして、すっと前に進ませてもらうこ
とがあります。
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こういう事って云うのは、神様が用意して下さっている
ことですから、私たちの頭では考えてもわからないことで、

和歌山親教会 生神金光大神大祭

自分が神様とどう向かいあって、どうご信心させてもらう

10 月 23 日（日） 午後 1 時半～

かということを、大事にさせてもらえば、そこに神様の思
いもよらぬお働きがある、その働きを通して、必ず伝わっ
ていく、そういうことだと私は思います。
伝えたいのはこの人だから、無理に首根っこを捕まえて、
ああしなさい、こうしなさい、とこの人に向けて言わない

澤井満澄親先生１５年祭
１１月 13 日（日） 午前 10 時半～
当教会長、ご祭主と教話をつとめます

と伝わらない、そうではないのです、決してそうじゃない。
この人に伝えたいのだったら、まず、じゃ私が神様とど

布教１１０年記念祭準備委員会発足について（報告）

う向かい合わせたらいいか、自分がどう信心させてもらっ
信徒会長

たらいいのか、そこから考えていかないといけません。そ
れが唯一信心が伝わっていくことなのです。例えば、家族
に伝えたい、その第一歩はまず自分が信心すること。これ
で家族はいつの間にか信心の保菌者になっている。今はし
なくても保菌者ならありがたい、いつか発病して信心継承
するはずだから（信心の伝染力）。今は自分が神様とどう
向き合えばよいか、そこをしっかりと見据えていくことが、
伝わっていく唯一大事なことではないかと思います。
足らないとか出来ないとかよく言います。私はまだまだ
足らない、私はまだまだ出来ないから伝わらない、決して
そういうことだけではないと思います。ご時節というもの
もありますし、よく出来ておられる方もいらっしゃる。伝
わっていくというものはそんなに簡単なものではありませ
ん、だけどもご信心させていただく中で、神様と向き合う

いつも信徒会活動にご協力頂きありがとうございます。
さて、山崎教会は、平成 22 年に布教１１０年をお迎え
することとなります。
つきましては、平成 17 年５月３日に「布教１１０年記
念祭・準備委員会」を発足させていただきましたのでご報
告申し上げます。
今後は、準備委員会でどのような事業をさせて頂くかを
決め、皆様方にご報告し、ご協議を頂いた上、事業実行へ
と進めさせて頂きますので、ご了承ください。
今後とも、ご協力よろしくお願い申し上げます。
準備委員会委員（順不同）
（委員） 糸川和男、河野和男、高木史郎、大塚登志昭、
藤平光夫、谷口悦子、井上裕美子、竹田昌平

中で、必ず神様が何かを通して働きを見せて下さいます。
お働き下さって必ず伝わるような、そういうご時節を下さ
る、云うことをはっきり思います。
そういうことで、伝え直しをして、もう一度皆さんの中
で練り直しをしていただいたらと思うわけです。
（7 月 10 日

教区巡教信奉者共励会）

親神のよざしのままに
（ご祭典の最後に斉唱します）
1. 親神の よざしのままに
わが生神金光大神
取次の 道立ちしより
代々（よよ）をへて 今に続けり
2. 神からも 氏子らからも
両方の 恩人なりと
親神の 宣（の）らし給える
生神を 賛（たた）えまつらん
山崎

第 94 号

竹田 昌平

（相談役）竹田義巳、薮本恒男
今後の予定年次
2006 年（平成 18 年） 実行委員会発足
2009 年（平成 21 年） 事業実施開始

2010 年（平成 22 年秋） 布教 110 年記念大祭

11 月～１月の教会行事
11 月の月例祭

３日（祝）
・9 日（水）・２２日（火）

12 月の月例祭

2 日（金）・１０日（土）
・２３日（祝）

年末感謝祭

１２月２９日（木）
以上、いずれも午後１時半から。

元旦祭

１月１日

６時 、９時

新年祭

１月３日

午後１時

七五三のお参りをされる方へ
11 月 12 日 ( 土 ) の午後１時までにお参りください。
14 日 ( 月 ) から 19 日 ( 土 )、
20 日
（日）午前中でも結構です。

