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平成３０年１月９日 

教会長、専従者 

浄霊センター長 各位 

 

前北陸関西教区長 大野 啓三 

前西日本教区長 古津 照也 

前本部教区長 藤本 晴光 

東日本教区長 髙原 正勝 

中部教区長代行 加藤 光昭 

本部教区長代行 佐藤 光敏 

 

 

包括責任役員４名（小林・長澤・入江・森）による文書について 

 

 

 昨年９月、東方之光の教主様への「尾行・盗聴・盗撮」が明らかになりました。

この行為は、明主様や先達の先生方が築いてきた尊い教団史の中で、最大の汚名

としてこれから未来永劫残っていくものでありますが、あろうことか、いづのめ

教団、特に小林昌義氏と、小林氏を支持する一部の責任役員や専従者もこの恥ず

べき行為を容認し、現在に至っております。 

 さらに、小林氏と「尾行・盗聴・盗撮の東方之光」の長澤、入江、森氏の包括

役員４名は、彼ら４名の許可がなければ教主様が信徒とお会いになることは控

えてもらいたい、という文書を教主様に出しました（資料１参照）。 

この４名は、教主様に対する「尾行・盗聴・盗撮」を容認している上、教主様

の行動に制限まで加えようというのですから、そのあまりにも異常なありよう

に、言葉もありません。私どもは、主之光教団と同様、この４名の暴挙に対し、

前・現教区長及びほぼ全ての教会長連名で、即刻教主様にお詫び申し上げるよう

通告いたしました（資料２参照）。 

この私どもと主之光教団の主張に対して、小林、長澤、入江、森氏の包括役員

４名は、昨年１２月３１日付、主之光教団宛の書面で以下のような返答をしてき

ました。 

 

随所に、貴殿らの尋常ではない見解や信仰を垣間見る思いです。 

世界救世教の本来のありようからすれば、私どもの決議は当然のこ

とであり、お詫びの必要性を感じておりません。あしからず。 
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ということでした。 

この文章を見ていただければ、彼らの信仰とはいかなるものか、誰でも判断で

きるのではないでしょうか。 

「尾行・盗聴・盗撮」は「世界救世教の本来のありよう」なのでしょうか。な

ぜ私どもが、「尾行・盗聴・盗撮」を実行している方々から信仰を語られなけれ

ばいけないのでしょうか。「尋常ではない」のは、組織ぐるみで、教主様への尾

行等を進めている方々であるのは明々白々であります。 

現在、小林、長澤、入江、森氏の包括役員４名は、非人道的、反社会的、そし

てなにより、反明主様的な「尾行・盗聴・盗撮」を容認し、そこから得た情報を、

ご本人である教主様への事実確認を一切せずに第三者に公表してきている方々

です。 

「教主様への尾行・盗聴・盗撮」などということを実行した場合、通常であれ

ば、その実行者、団体は、世界救世教から即座に追放されてしかるべきです。そ

うでなければ、明主様や先達の先生方にとてもではありませんが顔向けできま

せん。 

ところが、この４名は、包括役員会の過半数を取っていることを良いことに、

やりたい放題の状態に立ち至っています。教主様と共に歩むいづのめ教団の私

どもや信徒の大多数にとって、そのような方々の主張を受け入れることなどあ

り得ません。 

 また、同じ１２月３１日付の書面において、小林、長澤、入江、森氏の包括役

員４名は、 

 

「全く新しい信仰」として歩むことこそ、「明主様を冒涜」するもの 

 

である、との見解を展開しています。 

私どもは、昨年一年、世界中の信徒とご一緒に、「明主様と共にあるメシヤの

御名にあって、全く新しい信仰に目覚めよう」の合言葉のもと歩んでまいりまし

た。 

その歩みが「明主様を冒涜」していた、というのです。なぜ「尾行・盗聴・盗

撮の東方之光」からここまで言われなければいけないのでしょうか。 

さらに、これは、小林昌義氏も同様の意見なのです。昨年の教団方針は、まぎ

れもなくいづのめ教団の責任役員会で決定したものです。それが、「明主様を冒

涜」していたと小林氏は断罪しているのです。 

小林氏とその支持者たちは、東方之光の包括役員３名と歩調を合わせ、教主様

への非人道的行為を推進し、ご教導を否定し、いづのめ教団の基本理念を破棄し、
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それだけではなく、私どもが大切にしていた教団方針は、「明主様を冒涜」して

いた、というのです。 

信徒が一生懸命実践してきている教団方針を、否定どころか、このような言葉

でおとしめるような方が理事長であること自体、現在のいづのめ教団がどのよ

うな姿になってしまっているかを象徴していると言えましょう。 

また、近ごろでは、東方之光は、自分たちの職員・専従者に対し、〝尾行・盗

聴・盗撮をしているのはいづのめ教団だ〟という完全な虚偽を伝えている、とい

う噂も出回っており、小林氏が、なぜ盲信的に「尾行・盗聴・盗撮の東方之光」

と仲良く手を携えているのか、全く理解できません。 

 教会長、専従者の皆様には、このような極めて異常な事態であることを充分認

識された上で、小林氏の反いづのめ教団的言動、そして、長澤、入江、森氏の、

反世界救世教的、反明主様的言動に一切左右されず、いづのめ教団の主体性を堅

持し、信徒の皆様と共に、ますます教主様のお言葉の学びと実践にお取り組みい

ただきますよう、よろしくお願いいたします。 

私どもは、力と心をあわせて、いかにして、本来のいづのめ教団に戻せるのか、

あらゆる努力をより一層させていただかなければなりません。そして、小林氏と

東方之光によって引き起こされている現在の混乱状態に一日も早いピリオドを

打たせていただこうではありませんか。 

 

以 上 



 

平成 29 年 12 月 19 日 

 

世 界 救 世 教 

教主 岡田 陽一 様 

 

世界救世教 責任役員会 

 

 

お 願 い 

 

 

 現在の教団の状況は、平成 29 年 10 月 26日の包括役員会において、「教主様のお言葉

は、教義と異なる『異質な思想』である」と確認されるほど混乱しております。 

本日の包括役員会においても、いづのめ教団より、１２月２２日の御生誕祭後、救世会

館にて、全国の浄霊センター長が集まり、その場に教主様のご出座を願うグループがいる

との話題がありました。 

 また、マスコミ等も注視しているこのような状況も考慮する時、包括役員会より、教主

様にご依頼申し上げる祭典、あるいは行事等以外のご出座は、ご遠慮いただきたくお願い

申し上げます。 

 仮に、他よりのご出座等の要請があったとしても、お断りいただけますようお願いいた

します。 

 

以 上 

 

＜資料１＞
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平成 29年 12月 27日 

世界救世教 責任役員 

  小林 昌義 殿 

  長澤 好之 殿 

  入江 光生 殿 

  森 富士夫 殿 

 

 

教主様の行動を制約する決議なる文書について 

 

 

 過日、平成 29年 12月 19日付で教主様宛に「お願い」書が出されたことを知りま

した。このことは、世界救世教教規を無視した教主様に対する最大の不敬であり、

無礼極まりない暴挙であります。 

 更には、この決議に当たり、提案者の長澤役員は、教主様を評して「常軌を逸し

ている」、「混乱を助長している」、「教団を分裂させるとしか思えない」など、

包括役員としてあり得ない発言をしており、むしろ長澤役員こそが「常軌を逸して

いる」と断ぜざるを得ません。 

 

 教主様宛の「お願い」書には、平成29年10月26日の包括役員会において、「教主様

のお言葉は、教義と異なる『異質な思想』である」と確認される」との記述がありま

すが、いづのめ教団では、「明主様のみ心は、教主様のご意志、願いを通して私ども

に伝えられているとの思いに立ち、どこまでも教主様のみ心に適った運営と信仰実践

の道を進ませて」いただいており、平成29年の教団方針では「私たちの合言葉“明主

様と共にあるメシヤの御名にあって全く新しい信仰に目覚めよう”私たちの取り組み

“教主様のお言葉を通して御教えの神髄に触れる”」ことを掲げ、役員、専従者、信

徒一丸となって取り組んで参りました。ただし、最近では、小林理事長はじめ一部役

員が教団方針に反する行動をとっておりますが、大多数の専従者、信徒は前記の方針

を今後も堅持していくことを誓っております。 

 また、教主様宛の「お願い」書によれば、包括責任役員会において、あたかも決

議したかのごとく読めますが、仲泊管長はこの決議に反対し、同主旨の文書を教主

様に出すなら、賛成している小林、長澤、入江、森の４氏の連名で出すべきである

と主張したと聞き及んでいます。これまで 17年間にわたり、「全会一致」で物事を

決定してきた包括役員会の原則を無視した進め方であり、包括役員会の決議があっ

＜資料２＞
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たかのごとく、「世界救世教責任役員会」と称して書面を作成することは許される

ものでないことは明らかであります。 

さらに、４氏が作成した文書の内容は、被包括団体の主体性を尊重した和解合意

の精神を反古にするものであります。ましてや、教主様のご教導を信仰の道標とし

て取り組んでいる私どもにとって、教主様との交流を包括役員会が制約することは、

著しい妨害行為以外の何物でもありません。直ちに撤回し、教主様にお詫び申し上

げることを強く要求します。 

 なお、この要求への対応をご報告いただきたく、お待ちしております。 

 

以 上 

 

 

世界救世教いづのめ教団 

責任役員 白澤道夫 

責任役員 川谷 豊 

 

前北陸関西教区長 大野啓三 

北陸エリア長 、富山・金沢教会長 樋口邦彦 

東エリア長、奈良教会長  高橋道子 

東エリア副エリア長  吉仲健二 

近江教会長     荒木淳子 

大阪教会長     森山浩一 

大阪教会副教会長  井上 優 

神戸教会長     小田秀明 

京都教会長     村上博幸 

丹波教会長     坂野政廣 

丹波教会副教会長  川上忠秀 

福井教会長     田畑雅広 

 

前西日本教区長  古津照也 

博多、筑紫教会長 中山郁夫 

博多副教会長    二岡道浩 

西九州教会長    北原紀代子 

北九州教会長    川田泰生 
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南九州教会長    安藤督久 

熊本教会長     佐藤啓治 

熊本副教会長    金井亨祐 

島根教会長     和田守道男 

広島教会長     横道竜史 

岡山教会長     鈴木基喜 

山口教会長     中込 剛 

福山教会     中山善博 

松山教会長     山下哲典 

宇和島教会長    村瀬徳也 

徳島教会長     山下修平 

香川教会長     中島鐵雄 

 

前本部教区長   藤本晴光 

本部教区長代行    佐藤光敏 

湘南教会長        後藤潤一 

逗子教会長        三橋清子 

横浜教会長    松本康裕 

相模教会長        満井 譲 

静岡東部副教会長 国京吉秋 

静岡中部教会長  谷口忠司 

静岡西部教会長   橋本明子 

 

東日本教区長兼関東エリア長兼上野原教会長 髙原正勝 

東京エリア長兼北海道東北エリア長兼千葉教会長 市澤 登 

新宿教会長       杉原清晃 

成増教会長      鈴木栄子 

国分寺教会長兼大宮教会長 木村博樹 

東京教会長       中原頼幸 

両国教会長        川上哲哉 

両国副教会長      望月政人 

北埼玉教会長      金場朗悦 

北埼玉副教会長    芝崎ますみ 

大宮教会副教会長  浅岡洋隆   



4 

 

浦和教会長        堤 勝秋 

埼玉教会長       加藤義明 

上野原教会副教会長 相馬啓司 

山梨教会長       林 義人 

東北北海道副エリア長兼東北教会長 林 幸吉 

北海道教会長     唐木田光男 

 

中部教区長代行   加藤光昭 

岐阜教会長     嶋田実起夫 

大垣教会長     松岡秀樹 

美濃飛騨教会長   山本崇善 

東濃西教会長    朝倉 隆 

中津川教会長    寺尾康雄 

尾張西教会長    焼田孝男 

名古屋教会長    尾崎雅恭 

名西教会長     中西 章 

三重教会長     原 茂樹 

鶴舞教会長     茂原道雄 

鶴舞教会教会長   長岡尚登    

知多教会長     市川忠男 

西三河教会長    宮崎俊弘 

西三河教会教会長  小田光彦 

岡崎教会長     都竹孝明 

長野教会長     倉田育平 

尾張東教会長    金場章人 

江南教会長     勝野誠一 

豊田教会長     平井秀卓 

 

前総務部長    伊藤明雄 

前国際部長    三浦敬三 

前秘書室長    松嵜利光 

前教務課長    津曲 智 

前秘書課長    岩澤順一 


