神殿 建築落 成奉 告祭
これ の木の 香も新 しい神 床にお 鎮まり 下さいます 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
親神様 の絶え 間なき 御守護 により たすけ一 条のこの お道は年を 逐うて伸び
展がり神名をたたえ生かされた感激を味う道 の 子 供 達 は 日 に 月 に 弥 増 し て
只 管に成 人の道 をお連 れ通り 下さい ます御恵 みの程は 海山も唯 ならず誠
に勿体 ない極 みでご ざいま す 私 共は常々 御高恩を 拝謝して届 かぬなが ら
も思 召に お応え させて 頂け るよう 日夜 勇んで 勤め させて 頂いて おり ます
そ の中に もこれ の名称 は二十 年前神 殿建築の 予定地とし て隣接境 内地を購
入して おりま したが 戦災 直後前 会長を 芯としてい ち早く焼跡 の中から 建
ち上 がった 元の神 殿もよ うやく 狭くな り 十分 におつとめ をつとめさ せて
頂くには 不便勝 ちとな りまし たので 教祖百 年祭を目 指して更に 一層の信
仰信 念の充実 強化を 計り度 いと 幾度も 談じ合いを 重ねて御 本部よりそ の
お許 しを頂 き △ △△△ 氏の設 計監理 のもと ○○建設株 式会社の 施工と
定まり 昨年 月
日芽出 度く起 工式を 執り行い 爾来工事も 極めて順
調に 恙なく しか も内部 も外観 も予定 以上に麗し く美事に竣 工を見るに 至
り ました 事は 全く親 神様の 自由の お働きに 依るものと 部内よふぼ く信者
一同感 激も一 入に 昨夜は 厳かに大 教会長 様により お目標様御 鎮座の儀も
滞り なくお 勤め頂 きまし た 就 きまし ては今日の 吉き日に 事の由を申 し上
げ て神殿 建築落 成奉告 祭を執 り行い 只今か ら一同心を 一つに揃え ておつ
とめを 陽気 につと めさせ て頂 きます
御前 には母 屋ふし んと共 に こ の新し い神殿建築 に一年の 長きに亘っ て涙
ぐ ましく も身を つくし 心をつ くされ た道の子 供達が栄え ある今日 この日を
一日千 秋の思 いで遠 方近方 から寄 り集い 同じ思い に伏し拝み 心から御 礼
申し 上げる 状をご 覧下さ いまし て 親 神様にもお 勇み下さ いますよう お願
い 申し 上げま す
さて〝 道と世 界は合 図立て 合う〟 と仰せ られました が 混迷の 現在の世 相
に赤 々と光 明を点 じられ た東西 礼拝場 ふしんに 一同思いを 注ぎ ひな がた
を身近に 拝しつ ゝ〝新 しい母 屋へ修 養科生 を送ろう〟 との大教会 よりの指
針に 沿って 一に も二に もおたす けと一 手一つに 世界たすけ に邁進して 参
り ますが 何卒こ の心定 めの真 実をも お受け取 り下さい まして こ の上と
もに自由 の御守 護を賜 り世の 人々の 心は次 々に道の理 に目覚めて 思召下
さる 陽気ぐ らしの 輪が 私共の 周囲に 広く大きく 拡がって参 りますよう お
導 きの程 を一 同と共 に慎 んでお 願い申 し上 げます

