部内 就任奉 告祭
陽 気ぐら しをす るのを 見て ともに 楽しもう と思いつ かれて こ の世をお 創
め下さ れてよ りこの 方 永 の年限 朝な夕 な洽き御 守護を下さ る親神天 理王
命の 御前 に天理 教△△ 分教 会長
慎ん で申 し上げ ます
これ の名 称は昭 和
年 月 二十六 日△△△ △を初代 会長として その設
立 を御本 部より 御許可 頂きま したが 今日 の節に当た ってその 由緒沿革 を
しのび 静 かに元 一日 の理を 思い 返して みた いと存 じます
上級教 会の親 会長 様は昭 和
年三月 深い自己 の悪因縁 を悟り そ の商
売を 捨て子 供二人 を置き 去りに して 単身故郷 より布教に 飛び出され ました
が その 行く先 がその 妹に当 たる初 代夫婦 の住むこの 地であっ たのでござ
います 一見 家庭崩 壊に見 える姉 の道に 常識的な見 地から反 対しつゝも
飲まず 喰わず の布 教生活 を見る に忍び て居りまし たが 昭 和○○年○ 月次
男の △△△ △大人 続い て三年 後長 男△△大 人を量らず も失い こ の頃か
ら 漸くお 道を学 び始め その 後はひ たすら信 仰の上か ら上級に 運びつくす
道の子 となり や がて名 称の 誕生と なっ たので ござ います
当時は 二代会 長△△ △△大 人は専 ら商売 の道につ とめ親しん で居りま した
が 事業が 伸びか かると 肺病の 床に伏 し 為に 仕事がはか ばかしく なく
経済 が行 き詰ま ってく ると寝 て居ら れなくな って事業 をやり直す といった
シ ーソー ゲーム を続け てい る中 身の不徳 と将来を 救け一条の 道に捧げ る
べく去 る昭和 四十年 月二 十六日 謹んで 任命のお 運びを御本 部より受 けて
ので ござい ます かくて 先づ上 級のひ のきしん を信仰の生 き甲斐と して老
骨に 鞭打 ちつゝ 一方 には友 人知己 の身辺を 訪ねてに をいがけの 道を学ん
で 居りま したが 事既 に遅 く病重り 昨年十 一月二十 三日ひのき しんに因 縁
深い勤 労感 謝の日 そ の身上 をお 返しし たの でござ います
かく て届か ぬ私で はござ います が こ の教会の大 節後 大 教会長様 が二代
の御 霊前に 参拝さ れる直 前 上 級会 長様のお 心を察し 御声に答え るべく
三 代会長 に就任 する固 い決意 を定め させて 頂いたので ございま す 今は△
△ ○ ○の二 人の子 の我が 子も漸 く成人 し 生活苦 のみに追 い回されて 意
義の少 なかっ た前 半生を さんげ し 後 半生を親神 様の御教 えと教祖の おひ
なが たによ って飾 るべく なっ ても ならいで も精神一つ で 一月二 十六日
お ぢばに 運び 真柱様 より 三代会 長の 御任命 を受 けたの でご ざいま す
何卒こ の真実 の心を 充分に お受け 取り下さ いまして 今後一 人々々のお た
すけの 実が挙 がり 名称ら しい名 称へと 理の栄え が一足々 々御守護頂 けま

すよう親神様のかわらぬ御恵みの 程を 幾 重に も 幾重 にも お願 い申 し上 げま す

