講社新設鎮座祭
これの 神床 を清 らか に払 い清 めて 今し厳 かにお 鎮め 申し上 げまし た
く にと こた ちの みこ と をもた りの みこと くに さづ ちのみ こと 月
よみ のみ こと く もよ みの みこ と か しこね のみ こと たいし ょく天
のみ こと をふ とのべ のみ こと いざな ぎのみ こと いざ なみの みこ
と なる 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
親神 様は 朝な 夕な私 達 子供 の上に は深い 親心と 限り ないお 働きを おか
け 下さ れ お蔭 で毎 日明 るく 陽気に 暮ら させて 頂きま ことに 感謝 の念
に堪えません
殊に は神 奈川 県足 柄上 郡○ ○町○ ○一二 三番 地に住 まわれ る△ △家は
こ の度 親神 様の 奇し きお 計ら いによ り長 男○○ 氏の身 上を台 とさ れ
長 年の 友人 である △△ △△ 姉の お手引 きの よりこ のお道 にお引 き寄 せ
頂きました 早速人生の幸せの基本を体得すべく去る○月二十六日○○
氏 が三 ヶ月 おぢ ばで の修 養科 へ入学 され 続い て母△ △△姉 の初 席
父 △△ 氏の 初席 又姉 ○○ 姉の 初席 と次々 に別席 を受 けられ 見事 に
一手 一つ とな って 親神 様の 御教え を学 ぶこと になり まし た 修 養科生
活の三 ヶ月 もあ っと 云う 間に 過ぎ この 月二十 三日の 詰所 での修 養科
生の月次祭を共々参拝させて頂き おつとめ着を着てつとめられる○○
氏の その りり しい 姿に 一 同こ の道に お引き 寄せ頂 いた 幸せと 感激を
しみじ み 味わ う事が 出来 まし た かねて より父 △△ 氏が「 会長さ ん早
く 神様 をお 祀り しま しょ う」と 申し 出てく だされ てい ました ので こ
の度 ○○ 氏の 修養 科卒 業を その 絶好の 旬と定 め この月 この日 の吉き
今宵 神実 様を 只今鎮 座さ せて 頂く 運びと 相成り まし た 講 名を○ ○講
と 名付 けま した が これ より 後は益 々かし もの かりも のの理 を心に 強
く治 め ひの きし んの 実践 につ とめ 喜びに 明け 感謝に 暮れる なる ほ
どの 家庭 を目 指し 先 祖の 霊様方 にも一 層敬慕 の情 をつく し 又 おぢ
ば での おや さと やか たふ しん と大教 会の 移転ふ しんに 心の限 り力 の限
りつ とめ させ て頂 きた いと お誓 い下さ れてお りま すが この講 社を 拠
点と して なさ れる たす け一 条の道 に上 には珍 しい不 思議な 御守 護を給
わ り 尚こ れの 周辺 に思 召し 下さる 陽気 ぐらし の実が 次々と 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

