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全国・全世界の皆様のお祈り、ご愛念に

心から感謝申しあげます！

大分教区教化部長 渡邊 隆

今回の４月中旬から起きた「熊本・大分地震」の震災に関連しまして、全国はもとよ

り全世界の皆様から沢山のご愛念とお祈りを頂きましたことに、この紙面を借りまして

改めて感謝申し上げます。

特に生長の家総裁・谷口雅宣先生からは早々にフェイスブックやメールで励ましのお

言葉を頂き、幹部・信徒も大変勇気づけられました。また生長の家総本山に「熊本地震

現地対策本部」を設置して頂きまして、早速、大分から３名の幹部・信徒の方が５月の

総本山の練成会に参加されました。

何より熊本教区の皆様が重大な被害を被りながら、教化部を地元の方のために開放し

て炊き出しをしておられるご様子に大変感動致しました。何しろ「活断層」で強く結ば

れている両教区ですから、私たちも熊本のために祈り、復興支援を出来るところからさ

せて頂きたいと思います。

今回の震災では改めて空気、水など大自然の恵みの有り難さに気付きました。そして

沢山の人たちのご愛念に生かされていることに感謝して、これから大分の幹部・信徒は

来る 12月４日の講習会に向けて全力で推進することをお誓い申し上げます。この推進を
通して、皆様への報恩の気持ちを表現させて頂きたいと思います。

大分の皆様はこの地震をバネにして心を一つにし、１２月の講習会に向かいましょう。

地震は「自信」=「神の子」の自覚を深めるチャンスでもあるのです。
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【熊本地震の発生とその経緯】

平成 28 年 4 月 14 日 21 時 46 分、「熊本地震」が発生しました。大分教区では 13 日か
ら 15日にかけて神性開発大分練成会が開催されており、教化部会館も震度 5の揺れはあ
ったものの、幸いな事に建物、設備に何の被害もなく参加者の方々もご無事でした。練

成会の講話の中では地震が起きた時こそ、「神の子なんだ！」「神の子なんだ！」と自分

に言い聞かせましょう・・と、参加者の皆さんの恐怖心が少しでも取り除かれるように

励ましました。

その後も余震が続く中、4 月 16 日午前 1 時 25 分には熊本県熊本地方を震央とする、
震源の深さ 12㎞の地震（本震）が発生し、熊本県益城町で震度 7を観測しました。この
地震では大分県も湯布院や別府で震度 6弱を記録しました。

大分県教化部では総力を挙げて、全県下の信徒さんの安否、および被害の状況の確認

作業を行い、17日には職員と手分けをして別府方面の家庭訪問を行いました。
さらに 19日からは藤野浩・相愛会連合会長、長松素子・白鳩会連合会長、大木貴史・

青年会委員長、姫野美代子・地方講師会会長をはじめ副会長の方々も動員しての被災地

のお見舞訪問を行いました。

また避難が長期化するかもしれない信徒の方々には教化部を避難場所として提供させ

て頂く事や、被害の片づけなどで手伝いが必要な方には教化部職員を中心にボランティ

アの活動をさせて頂くことを提案しました。「お互いに声を掛け合い、助け合いながら

この困難を乗り越えていこう」と呼びかけました。

今回の地震はとにかく余震が連続して起こっていることから、不安に思っている方が

沢山おられました。特に別府と湯布院の皆さんは怖い思いをされたようです。

以下、時系列で大分教区の震災に対しての取り組みを紹介致します。
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【4月 16日 大分教区会員・信徒 安否確認情報】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

大分教区・震災の被害状況について

深夜の地震で大分市内もかなり激しく揺れました。特に別府、湯布院の揺れが激しく、

別府では信徒さんの家に損傷が出るなど被害が確認されています。別府の白鳩会の上田

副会長は家に被害が出て、外に避難しておられるようです。

湯布院の幹部の方も外に避難しているようです。今、職員が手分けして信徒の皆様の

安否を確認しております。ありがとうございます！

フェイスブック記事へのコメントより

渡邊教化部長のフェイスブックには全国から沢山、励ましのコメントが寄せられまし

た。抜粋してご紹介します。

○ 渡邊先生、情報をありがとうございます。別府、湯布院の皆様、被害が大きくあり

ませんように祈ります。度々の揺れで、寝ていられないですね･･･長松素子・白鳩会連合

会長

○ かなり揺れましたから心配です。本棚や食器棚から中身が飛び出しました。大分で

もお一人暮らしの方、ご高齢の方が心配です･･･根笈知佐子・白鳩会壮年対策部長

○ 気をつけて下さい！大変な事ですが皆さまの無事をお祈りしています･･･多湖周子様

○ 皆様の無事を祈っております･･･小林光子様

○ 皆様、ご無事でありますように。そして、被害が最小限で食い止められますように

･･･田中道浩様

○ お見舞い申し上げます。信徒さんが頼りにされていることと思います･･･寺川昌志様

○ 心よりお見舞い申し上げます。皆様の無事と一日も早い終息、復旧をお祈りしてい

ます･･･眞藤雅史様

○ 皆様のご無事をお祈り申し上げます。皆様の安否が早く分かるといいですね！･･･

佐藤香奈美様

○ お見舞い申し上げます。明日の練成会の祈り合いの神想観で、皆様のご無事と速や

かな復興をお祈りさせて頂きます･･･各務洋行様

○ 大分県の被害状況はいかがですか。皆様のご無事をお祈り致します･･･三浦晃太郎様

○ 大分の皆さんのご無事をお祈り致します。山梨では今日から練成会です。自然との

大調和をお祈り致します･･･長谷川千治様

○ 何か出来る事がありましたらと思っています。皆様の無事をお祈り申し上げます･･･

源美和様
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【4月 17日 全国の皆様のご愛念に感謝】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

この度の大地震に関連して、全国の幹部・信徒の皆様から沢山のメールや励ましのお

電話を頂いたこと、大分の会員と共に心より感謝申し上げます。

今回の地震はとにかく余震が連続して起こっ

ていることから、不安に思っている方が大分に

も沢山おられます。そこで練成会などでは、揺

れるたびに「神の子なんだ！」「神の子なんだ！」

と自分に言い聞かせましょう･･･などとお話させ

て頂いています。

地震は自信 ＝【神の子の中心自覚】を深める

チャンスでもあります。

常に【中心】＝ 神の御心に還れば、そこには

「無条件の愛」しかなく、気持ちが落ち着きま

す。たとえ心が不安に悩まされていても、それ

を超える「神の御手」にいつも守護されている

ことは、何と有難いことでしょうか。

みんな神の子‼ありがとうございます！

フェイスブック記事へのコメントより

○ 私たちはいつも一緒です･･･相沢晃一様

○ 渡邊先生、ありがとうございます。要介護 5 の夫にこの記事を 3 回読み聞かせまし
た。分かったとグー（手で握手）してくれました。とても嬉しいです･･･大内マツノ様

○ 大分の長松素子会長様 熊本の三戸鈴子会長様、大分出身の茨城教区の横松です。

どんな時にも私たちは神様の愛の中で、神様が導いて下さっています。お祈りしていま

す･･･横松きよみ様

○ お見舞い申し上げます。少しほっとしました･･･西手清英様

○ 渡邊先生、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。

先生の温かさは神様の温かさだから、きっと沢山の方を元気にしていることでしょうね。

頑張って下さい。きっといいことがありますよね。いや、もう今、天国なんですよね。

お祈りしています。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうござい

ます･･･中井憲治様
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【4月 17日 別府市でお見舞い訪問】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

今日は別府の被災された幹部・信徒宅をお見舞い訪問させて頂きました。

皆さん、自宅が一部損壊し、絶え間ない余震にも関わらず、底抜けに明るい表情と感謝

の言葉で出迎えて下さいました。

どうか一日も早く余震が終結するとともに、「神の子」の穏やかな日々が訪れますよ

うに･･･

4月17日別府市家庭訪問

フェイスブック記事へのコメントより

○ 上田さん、鬼崎さん、神崎さん、皆さん元気そうで安心しました。大変でしょうが

頑張ってね。皆さんの無事を祈っていますよ！渡邊先生ありがとうございます。よろし

くお願いします･･･髙坂幸雄・宮城教区教化部長

上田知・民子さん宅にて

鬼崎房子さん宅にて
神崎盛子さん宅にて
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【4月 19日 徳積みの力】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

今日は湯布院地区のお見舞い訪問を行いました。年間300万人の観光客でにぎわう由布

院温泉は、地震の影響によって多くの旅館や土産店が営業できない状態となっており、

観光客の姿もまばらでした。

特に16日の地震で最大震度６弱を観測、住宅の損壊や余震への警戒から、沢山の住民

が今も避難生活を送っています。相愛会の元連合会長の河野迪男（みちお）さんもその

お一人で、昼間は自宅で過ごし、夜は近くの小学校に避難して宿泊しておられるそうで

す。昨夜も大きな地震があり、なかなか眠れない･･と仰っていました。それでもその笑

顔は明るく、「神の子」の揺るぎない信念を感じました。

ちなみに河野さんはご自分も含めて家族７人を特志会員にしておられます。そればか

りか教化部などにお米などの食材をそれこそ喜んで与えておられます。今日も大変な中、

刺身まで出してくださいました

そのお姿を拝見していると、「喜捨」という言葉が想い浮かびます。文字通り、喜ん

で神様のために奉納しておられる。このような「徳の力」が災害においても大きな力を

発揮することを改めて感じた次第です。その他の皆さんも、強い余震の中にあっても、

「４月の練成会に参加したお蔭で守られました」「今活かされていることに感謝します」

と口々に悦びを話しておられました。

4月19日由布市家庭訪問の様子

矢幡照代さん宅にて河野紀代美さん宅にて
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フェイスブック記事へのコメントより

○ 渡邊先生、素晴らしい皆さま、感激致しました。いつも祈っております。ありがと

うございます･･･江藤佳代子様

○ 本日の講師・光実研修会でこの素晴らしい記事を紹介させて頂きました。ありがと

うございます･･･山本一信様

○ 渡邊部長。何かお手伝い出来ることがあれば、いつでも連絡下さい。長崎から駆け

つけますので。人的、物資、何でも申しつけ下さい･･･深田雄三様

生長の家総裁・谷口雅宣先生からもコメントを頂きました。

○ 渡邊部長、本部も総本山経由で、しっかりサポートします。物施、法施

ともによろしくお願いします

河野迪男・安世さん宅にて 小野次子さん宅にて
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【4月 22日「祈り」は世界を一つにする】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

今、全国、全世界の信徒をはじめ、実に沢山の皆様が熊本と大分のためにお祈りして

下さっています。総裁先生をはじめ国際本部の皆様からも迅速な対応を頂き、感謝感激

でした。

特に被災しながらも教化部を市民のために開放しておられる熊本教区の取り組みは、

大分の被災者にも大きな勇気を与えて下さっています。何せ熊本と大分は「活断層」で

強く結ばれておりますので、これからも“運命共同体”として連帯して参りたいと思い

ます。

世界中の皆様の｢祈り｣に大きな力を頂いております。｢祈り｣は空間を超えて、すべて

の存在に影響を与えます「祈り」において、九州も日本も地球も一つです。

そして神様も沢山の天使たちも、私たちのことを守護し、祝福して下さっています。

私たちは、神様の愛の真っ只中に生かされている神の「愛し児」だったのです。
めぐ ご

空気も水も食べ物も神様の愛だったのです。なんと有難く、嬉しいことでしょうか。

ありがとうございます‼みんな神の子！ ありがとうございます‼

《あなたは神の「愛し児」である》
めぐ こ

あなたは神の『心』のうちに常に在り、神の『心』の中から遁れることは出来ないし、
のが

神の『愛』の中から遁れることも出来ないのである。あなたは常に神から愛されている

「神の愛し児」であるのである。この事をあなたは忘れてはならないし、この事をあな
めぐ こ

たは常に憶い出して感謝しなければならないのである。
おも

『神 真理を告げ給う』179～180頁
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【母なる大地に感謝 谷口輝子先生のご遺徳を偲んで】
4 月 24 日 渡邊隆教化部長フェイスブックより

全国、全世界の皆様の強力な「祈り」のお陰で、地震の方も次第に鎮静化しつつある

ように感じます。母なる大地に感謝、大自然に感謝であります

大分教区は通常通り、行事を開催しております。皆様のご愛念の賜物です。ありがと

うございます‼

本日は予定通り、「谷口輝子聖姉28年祭」を開催し、そのご遺徳を偲ぶことができま

した。また生長の家総本山（長崎県西海市）で行われた生長の家総裁・谷口雅宣先生の

お言葉のライブ配信を上映させて頂きました。特に今回の震災に関するお話に、感激し

て涙する方々もおられたそうです。

ちなみに被害の出た別府市からも、熱心な信徒の方々が参加して下さいました。御祭

りの終了後には、大分教区の地震の被害状況や総本山に熊本地震現地対策本部が設置さ

れたことなどについて、説明させて頂きました。

聖歌「をみなこそ」

谷口輝子先生・作詞

おみなこそ

生けるかいあり天地の
あめつち

なべての人の

母にしあれば

（くり返す）
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【4月 26日「神の子」の自覚が恐怖心をとる】
感動の別府お見舞い訪問

渡邊隆教化部長フェイスブックより

今日はまだ余震の続く別府地区を、長松素子・白鳩会連合会長とともにお見舞い訪問

いたしました。私自身は二回目の訪問になります。計12軒の誌友宅を訪問、留守宅を除

く八軒の皆さんとお会いすることができました。そのうちの二軒が、隣の家の壊れた壁

が自宅に寄りかかっているなど損壊が見られました。中には丁度、お出かけになる直前

のご夫妻もおられ、家庭訪問は神と共に行う“神業”だと思いました。

さて、別府の皆さんは特に直下型の余震が続き、怖い思いをされているようです。中

にはお風呂に入っている時に余震が来ると困るので、入浴するのを一時、止めていたと

いう方もおられます。

また「余震は大丈夫でしたか！ いつも神様が守って下さっていますよ」と呼びかける

と、その場で涙ぐんで泣かれる方もおられました。相次ぐ余震に溜まったストレスを解

放してあげる必要もあるようです。そのためには直接お会いして、いつも神様に守られ

ているという「神の子」の真理をお伝えすることが一番のようです。

また長崎南部教区から救援物資としてお送り頂いたお茶のペットボトルをお届けした

ところ、皆さん大変、感激しておられました。震災からの復興のためには、このような

「法施」と「物施」の両面からの援助が必要のように思いました。

ちなみに生長の家の立教前に一時、大本教で修行されていた谷口雅春先生によると、

大本教祖お筆先の「じしんかみなりひのあめふらしてたいらげるぞよ」を当時の信者や

先生も「地震、雷、火の雨降らして平らげるぞよ」と読みちがえていたといいます。

それを立教後の先生は「自身神なり」と読むべきだった・・と「神の子」の自覚から

再解釈されました。人間自身が神であり、その真理が天降って来る時が来るというのが

「ひのあめふらして」であって、「人間・神の子、一切の不幸なし」の真理の火の雨を

降らして、一切の迷いから生じた不幸、病気というものをことごとく平らげてしまう、

という意味だったというのです。

思うに地震は、【自身】を振り返って「自身が神なり、光なり」という「神の子」の

中心自覚 =【自信】を深める機会でもあるようです。恐怖心を根本からとるには【神の

子】の自覚に勝るものはありません。
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4月26日 別府市家庭訪問の様子

木本文恵さん宅 久持達也・由紀子さん宅

森田徳恵さん宅 清水理恵子さん宅

原口恵美子さん宅 安藤達子さん宅

衞藤静子さん宅 木本美夜子さん宅
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【4月 27日 何があっても大丈夫！ 無畏施の必要性】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

去る4月10日佐賀の講習会の午後の時間で、生長の家総裁・谷口雅宣先生は「布施」に

は次の3種類があると強調されました。すなわち①財（物）施 ②法施 ③無畏施の三つ
む い せ

の施しです。

被災地ではこの三つを相手に応じて与えることが必要のようです。特に「現象なし」

「実相独在」の真理を伝えることは「無畏施」にあたり、重要だと思います。恐怖心を
む い せ

根本からとることが求められているように感じます。

【4月 28日 背後を振り返れば神がいる】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

今回の地震で気づいたこと･･･

例えて言えばテレビの怖い番組に没頭して震えている幼児がフト振り返ると、優しい顔

をしたお母さんがいてしかもその両手に抱かれていたことに気づくようなものです。

私たちはあまりに地震とか病気とか目の前のことに没頭していて背後に何があるか、

気づこうとしません。丁度、プラトンの洞窟の比喩と同じです。洞窟の壁に写っている

影ばかり見ているものですから、その反対側にある【光】に気づきません。出口の方向

に確かに【光】があります。

この【方向転換】を宗教では「観の転換」とか、「魂のコンバージョン」と呼びます。

振り返れば･･･そこには「大いなる存在」＝【光】がいていつも寄り添っていてくれたこ

とに気づくのです。全国、全世界の皆様、ご愛念！ ありがとうございます‼熊本の皆

様の四無量心の実践、感動しました。祈りは確かに届いております。皆様が【光】だっ

たのですね。私も影を映し出している【光】だったのです。

自身神なり、光なり。

ありがとうございます‼

ありがとうございます‼

みんな神の子！ ありがとうございます‼

汝ら悪夢を観ることなかれ。

悟れば忽ち此の世界は光明楽土となり、
たちま

人間は光明生命なる実相を顕現せん。

〈聖経 『甘露の法雨』「知恵」の項より〉
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【4月 29日 今日の由布市の地震について】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

本日の15:09頃、由布市で震度5強の揺れを観測しました。すぐに会員の安否確認を行

いましたが、今のところ大きな被害はなかったようです。ただ由布院駅のガラスが割れ

て立ち入り禁止になっており、駅前は観光客であふれているようです。由布市や別府市

は直下型の余震が依然として続いています。

引き続き、皆様のお祈りを御願い申し上げます。

【5月 3日復活の笑顔に感動！ 総本山の皆様、ありがとうございます ‼ 】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

生長の家総本山（長崎県西海市）に設置された「熊本地震現地対策本部」のご配慮で、

大分から三人の被災者の皆さんが龍宮住吉本宮練成会（1日〜7日）に参加しています。

皆さん、今なお続いている余震から解放されるとともに、“竜宮城”で真理を満喫され

ています。7日まで全期参加される予定です。皆さんの笑顔を見ていると、こちらまで嬉

しくなりました。余震が続く中にあっても「光」を見た思いです。

総裁先生をはじめ、皆様のご愛念に感謝感激であります。

総本山の皆様！ ありがとうございます‼

自身神なり！ ありがとうございます‼

みんな神の子！ ありがとうございます‼

献労中の三人
総本山に向かいます
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【5月 8日 沢山の愛と真心を頂いて】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

昨日まで生長の家本山（長崎県西海市）で練成会を受けて

おられたお二人が早速、教化部に来て下さいました。総本山

で震災対応ということもあって、皆さまから沢山の愛と真心

を頂いたそうで、光輝いておられます。

目等総務はじめ総本山の皆さま、本当にありがとうござい

ました。

ちなみに向かって右側の松咲ゆりこさんは、小野次子さん（左）の勧めで、4月の大分

練成で初めて生長の家に触れた方です。そして本日、聖使命会員になって下さいました。

“ムスビの働き”のおかげであります。ありがとうございます‼

【5月 8日 九州の母なる大地に感謝】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

《必ず神の御業はあらわれる》

イエスが少年の眼に泥を塗ってやったのは、すべて罪というものは、この泥と同じよう

なもので、実相の光の上を、ちょいと覆うて、その光を隠しているだけのものである。

光がないのではなく、ただ泥をかぶっているだけである。その泥を洗えば、本来の光が

輝き出すのである。その泥を洗うはたらきも神から来るのである。泥中にある蓮が、時

来れば、美しき葉茎を水上にあらわし宇宙の実相をあらわす蓮華荘厳の姿の花を開くの
ようけい

である。これが神の御業である。すべての人間はみな荘厳なる“神の子”の実相の花を

開かす時が来るのである。あなた達よ、恐れず、憂えず、悲しまずに進み行け、必ず神

の御業があらわれる。 『神 真理を告げ給う』156～157頁

ネモフィラという花は英語名では baby blue eyes
そのせいか、子供たちの満面の笑顔に見えます。沢山の

草花たちを咲かせてくれた【九州の母なる大地】と育て

て下さった皆様にも感謝です。

熊本、大分で被災された方にも必ず【希望の花】が咲

きますように･･･

☆自身神なり！ 光なり ‼
☆みんな神の子！ ありがとうございます ‼

くじゅう花公園（竹田市久住）

のネモフィラたち。
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【 5月 15日 震災からの復興を謳ったフェスタを開催】

震災一ヵ月後の 5 月 15 日には、震災からの復興をテーマに掲げて、「自然の恵みフェ
スタ 2016」を開催することができました。フェスタを開催できたのも、全国の皆様のご
愛念の御陰であります。

このフェスタ（お祭）は昨年 11月に続いて二回目となりますが、余震が続き不安に思
っている時こそフェスタを開催して、人と神との一体感、人と人の絆、人と自然との結

びつきをより強固なものにしていこうとの趣旨でありました。

１ヶ月前の熊本・大分地震後、全国の皆様に激励の言葉を沢山頂きました。

今回のフェスタでは、〈「ムスビの力」で震災から立ち上がろう！がんばろう 熊本！

ありがとう 大分！〉をスローガンに一丸となって頑張りました。

白鳩会からは、前回好評ですぐに売切れになった高野豆腐カツバーガーやとりめし風

おにぎりと大豆ミートソースを販売しました。また体験参加ブースでは、境内地の桜を

使った桜餅を参加者が作り試食して頂きました。

発表では、聖歌隊と生命学園のコラボ、歌や踊り、笑いヨガなどがあり笑顔の花が咲

いた一日でした。

地震から丁度 1 か月、超スピードの準備にもかかわらず大盛会で 100 名以上の方が参
加されました。「ムスビの力で熊本を応援しよう」と云う気持ちが随所で見受けられま

した。

今回のフェスタをきっかけに、大分教区でも自転車部の取り組みを開始することにな

りました。市川リノ・青年会事務局長（教化部職員）は、通勤（往復約８キロ）などで

自転車を活用しています。閉会式で、自転車に乗る悦びや全国の自転車部の取り組みに

ついて紹介して部員を募集したところ、早速、白鳩会と相愛会からも一人づつ応募があ

り、驚きました。その白鳩の方からは「自転車部のジャージを注文して頂きたい」との

要望もありました。

白鳩会聖歌隊・生命学園園児の合唱
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5月 15日『自然の恵みフェスタ 2016』

とり飯風おにぎり

大豆ミートソース

高野豆腐カツバーガー

桜餅

野菜の苗を販売

世界平和の祈り

総本山の練成会に参加

された3名の方

被災地応援絵手紙
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【5月 15日 何があっても大丈夫 ‼】
渡邊隆教化部長フェイスブックより

フェスタに出した絵手紙です。

妻との合作で、参加者全員に絵ハ

ガキとしてプレゼントさせて頂き

ました。別府の鶴見岳山頂にある

七福神の一つ、布袋様を妻が模写

したものです。元プロテニス選手

の松岡修造さんが云うように、【大

丈夫】という字にはみんな【人】

という文字が入っています。結局

のところ、【“人の形”として顕わ

れたる“神”】（『聖経 真理の吟唱』

「有限そのままに無限を悟る祈

り」）に支えられ、助けてもらっ

ているから【大丈夫】なのですね。今日のフェスタも“人の形をした沢山の神様”に助

けて頂きました。

みんな神の子！ ありがとうございます‼

【安否確認に力を発揮した「ライン」と「フェイスブック」】
渡邊隆教化部長本部への報告書より

今回は大きな地震が夜間にあったことから、安否確認では「ライン」や「フェイスブ

ック」などの「ソーシャルネットワーク」が力を発揮したことを申し添えておきます。

特に地震直後は携帯電話がつながり辛くなりますが、その点、「ライン」はいつどこで

も連絡できる強みがあるようです。また「フェイスブック」上でも迅速に震災の状況を

報告することができ、国際本部や全世界の幹部・信徒の皆様からも沢山のご愛念を頂き

ました。特に総裁先生からのメッセージは心強く、感激で泣いている方もおられました。

今後とも物施と法施をバランスよく与えながら、震災復興に当たって参ります。

また、12月4日の講習会に向けて、幹部・信徒一同、今回の震災をバネにして積極的な

推進活動を展開して参ります。
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何があっても大丈夫！
～熊本・大分地震の記録～
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