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真のよりどころを

真宗大谷派高田教務所
編集 響流編集委員会

明らかにしよう

発行
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村

活即念仏″であったでありましょう｡ 森羅万象全てがお念仏でありましたと知らしめてくださる〟念仏即生活､生 の発見であり'人間を心の底から信頼する〟大地の発見″でありへそれがまた､

にも貫流Lt混迷する現代を切り開く白道であると確信するものであります｡ を共々に目指し歩んでゆく｡この歩みこそ'宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌 生きる私達が'今回のこ法要で'あらためて宗祖が願われた世界'その世界

今回の一連 法要に際し'高田別院はもとより'会所として全面開放して御

八百年前'宗祖が思い描 てくださったであろう未来､その八百年後の今を

ドになったことでありますo田舎の人々出遇いは'〟ろ″

の確信が得られ'この『正俊末和讃』こそ'御流罪を読み解く私自身のキーワ

鼻息の字しりがおは おそらごと.のかたちなり』

『よしあ の文字をもしらぬひとはみな まことの ころなりけるを

たと思われます｡そんな中から

など､こ まで大きくお育てをい政経いたことです｡ めコンベション協会のお力添えをいただて〟越後･上越の寺宝展″開催 小さな話し合いから始まりしたことが'教区･団そして上越市をはじ

宗祖の越後での七年間は'回心の反窮という大切な日暮しがその根底にあっ

名を含め'六五〇 人を超える方々のご参集をいただ ことであります｡
思い起せば､五〜六年前､国府光源寺様のお庫裡で'組内住職が集まっての

〟記念俳句大会″へと進み'四月･五のトータルで'帰敬式受者の四〇三

要″'そして上越文化会館での〟記念大会″｡さらにはその夜前句会から 参拝式″〟門首御夫妻歓迎の集い″'御親修によります〟越後御流罪八百年法 た五月には'光源寺様での音楽法要から始まり､居多ケ浜での〟御流罪地･

四月には五日間'恵信尼様の遺徳顕彰法要を中心に勤めさせていただき'ま

越後御流罪八百年記念事業推進委員会委員長 藤 戸 秀 庸

淳

照

文化印刷㈱

御流罪上陸の地参拝式(於居多ケ浜)
らためて感謝申し上げ'御礼の言葉といたします｡ また､教区内御住職並びに御門徒の皆様､そして御本山関係各位の御尽力にあ 協力いただきました国府光源寺様に'深甚の謝意を表わすものであります｡

手

越後御流罪八百年法要を終えて
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員並びに実行委員各位の大変なご苦 を発信いただき'その受け入れに委 区内のみならず全国に御流罪八百年 足準備を進めていただきました｡教 申を受けて記念事業推進委員会の発 教区では準備委員会を設置'その答 記念大会を臨む声が教区に寄せられ､ 八百年を迎えることから法要並びに る二〇 七年に親鷲聖人越後御流罪 ご上陸の地であります五組より'来

と重ねて御礼申し上げます｡ 上越の寺宝展｣を開催出来ましたこ ンベション協会ともに｢越後･

第

きましたこと'さらには上越観光コ 位置づけ'全面的にご協力をいただ 驚聖人七百五十回御遠忌讃仰事業と

ますo 力の賜と衷心より厚く御礼申し上げ 催出来ましたこと､偏に皆様のご尽

きまして御流罪八百年記念大会を開 を'二十七日には上越文化会館にお ましての親鷲聖人ご上陸の地参拝式 いたし､二十五日に居多ケ浜におき け･越後御流罪八百年法要をお勤め 親鷲聖人七百五十回御遠忌お待ち受 日は国府光源寺様におきまして宗祖 高田別院で'五月二十五日二一十六

また､宗派におきましても宗祖親

思い返しますと'四年ほど前から

号

110

2

法要をお勤めして お待ち受け･越後御流罪八百年 宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌
今般'四月十五日から十八日には

高田教務所長 村手 淳照

す｡ お迎えしたいと思うことでございま

二年の宗祖の七百五十回御遠忌を

御同行として､ともどもに来る二〇 鷲の道を生きる｣機縁とし､御同朋

この度の御流罪八百年法要を､｢親

でありましょうC 聞き開いてゆかなければならない時

本願念仏の教えに'改めて我が身を 罪を通して顕らかにして下さった' ていく現代にあればこそ'越後御流

先立って教え示して下さっています｡ 界が広がっていることを'私たちに 同朋として出会っていける大きな世 と人とがともに生きれる世界が'御 と言われ'そこにこそ安心でき､人 凡夫｣と'｢地獄は1定すみかぞ し｣

の法要でございます｡ かを'共々に確かめることを願って の道を'我が道として生きているの えて私たちにまで歩み来たった念仏 かにして下さった八百年の時空を超 越後の大地にあって'親鷲聖人が顕

生きられた親鷲聖人は'｢煩悩具足の

人間関係を切り続け'孤独となっ

りますD

七年度内に発行してまいる予定でお 行を'さらには記録誌などを二〇 整備や｢尾神殉難誌｣増補改訂版発 念事業としまして尾神慮報尽費修復

この度の越後御流罪八百年法要は'

越後において'｢愚禿｣と名告って

ができました｡ 労をいただきましてお勤めすること

また､本年内には御流罪八百年記

)

･法要(御親修) ･帰敬式 ･展朝

◆五月二十六日出午前八時〜

越後御流罪八百年法要(御親修)

◆五月二十五日㈲午後六時三十分〜

◆五月二十五日幽午後四時十分〜

◆五月二十五日㈲午後一時三十分〜

越後御流罪八百年音楽法要於国府光源寺

御流罪上陸の地参拝式

門首ご夫妻歓迎の集い於ホテルハイマート

･帰敬式 ･法話(尾崎秀行氏) ･鍵役挨拶 ･法要(御参修) 越後御流罪八百年法要

◆四月十八日的午後二時〜

･帰敬式 ･法話(宮本亮環氏) ･法要(御参修) 越後御流罪八百年法要

◆四月十七日㈹午後二時〜

･帰敬式 ･法話(金子正美氏) ･法要(御参修) 越後御流罪八百年法要

◆四月十六日㈲午後二時〜

･公開講演｢親鷲のあゆみと恵信尼｣

･帰敬式 ･法話(比後孝氏) ･法要(御参修) 恵信尼公遺徳顕彰法要

◆四月十五日㈲午前十時〜

･帰敬式 ･法話(井上円氏) ･音楽法要(御参修) ･内局挨拶 越後御流罪八百年音楽法要於高田別院

◆四月十四日出午後一時三十分〜

於居多ケ浜(海の家｢すず風｣)

大阪大学大学院教授 平 雅行氏

)

◆五月二十六日出〜六月二十四日㈲

･真宗大谷派学校連合会 ･大谷スカウト連合協璽完成五十周年記念野営大会 ･㈱大谷保育協会東北連区保育大会

越後･上越の寺宝展

･第四十九回真宗大谷派教海師会研修

･第十五回真宗同朋の会全国推進員交流研修会

･真宗教学 会高田大会

◆記念研修会

･『尾神殉難誌 増補改訂版』 ･御旧跡マップ｢親驚聖人と上越｣

･DV｢親鷲聖人と上越｣

◆記念出版

･上越陶芸家展･地元物産展 ･御流罪法要ポスター展 ･御旧跡パネル展 ･尾神獄報尽碑周辺整備

◆記念事業

◆五月二十八日㈲午前九時〜

〇第三部 記念演奏

高田別院俳句大会

第四十三回｢宗教 育研究集会｣

交声曲｢花こぶし｣

講題｢困難か法難かー親鷲聖人のご流罪に学ぶ⊥ 講師 池田勇諦氏(同朋大学名誉教授)

〇第二部 記念講演 二向田教務所長挨拶

◆五月二十七日㈱午後一時〜

･記念事業推進委員長開会挨拶 〇第一部 記念式典
『数行信証(坂東本)』影印本贈呈

合唱指揮 宮越勉･水野カホル オーケストラ 上越交響楽団 唱団 合唱 大阪御堂合唱団･花こぶし合 作曲/指揮 安谷屋武人 作詩 渡遠愛子

記念大会 場上越文化会館
於上越市立総合博物館

･宗務総長挨拶 ･法話(安原晃氏) ･門首挨拶

第

3

ことや､導師入堂が讃歌､

の奏でる静かな旋律の中で行われた

r =

1

いえよう｡

0

らぎを与えてくれるものであったと
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春の強風がlRの電車を止め､信

法要となった｡ 尼公に思いを馳せるに十分意義ある

たといえよう｡ 法要の特質を十分にかもしだしてい

響き'参列者にとつては聖人や恵信 じさせてくれる歌声となって堂内に 量寿の混声合唱は､深い荘厳さを感

のとなった｡これらのことは'音楽 要の意義を深く感じさせてくれるも

とは'参拝者に聖人の流罪八百年法 の声量豊かな合唱の中で行われたこ
この身こそありがたきかな めぐまれしこのいのちあり

なかでも讃歌･聞思賦･礼讃･無

合唱団のこれまでの練習に敬意を

帰路に向かわれる全国の参拝者の

り'境内の沸旗が樹木に巻きつくと 明院鍵役の到着を大幅に遅れさせた

音楽法要は'三十数名による高田

ばならない｡ 払うと もに感謝を申しあげなけれ

方々から足を止めていただいて'音

堂にて内局の挨拶から始まった｡ のへ音楽法要は十四時二向田別院本 いうアクシデントに見まわれたもの

る供灯と供華は法要参加者に心の安 し'愛らしい高田大谷保育園児によ 歌声が法要の雰囲気を厳かに作り出 教区合唱団の真宗 歌による重厚な

また'僧侶の出仕がエレクトーン

)

念なことであったo (取材上野･大滝)

ができなかったことであり'や 残 時間の遅れを最後まで取り戻すこと

あった｡これは悪天候のための開始 た｣などの苦しみを訴えられた人も

間が長かった｣ ､｢大勢で用足しに困っ

堂内は音楽ホールとは異なり'音響 聞かれたことは残念なことである｡ のか聞こえにくかった｣などの声も

れるように思う｡

りがとうございます｣であったがへ ｢時 その人たちの感想は､もっぱら｢あ

ンの音が大きすぎて何を歌っている

法要終了後に帰敬式が行われたが'

一方'僅かではあるが｢エレクトー

たことは嬉しいことである｡ 潟まで来たかいがあった｣の声であっ

ほとんどが｢たいへんよかった｣へ ｢新

楽法要の感想を伺った｡

)
が求めら 音響対策 法要には ける音楽 堂内にお る｡今後' 原因であ

たことを大変嬉しく患っています｡ 演奏に合唱団の一員として参加でき

できた喜びは格別でした｡ です｡特に大勢の参詣者と共に合唱 を心から嬉しく感謝しているところ

は薄く課題はこれからと思います. からみれば仏教音楽の貫献度や基盤 永年培われてきた伝統の声明や雅楽 いがあり､そこが魅力でもあります｡ は'緊張や感動'達成感に微妙な違 合唱団の1員として声を出す時とで

おいて'交声曲｢花こぶL の記念 七日の上越文化会館での記念大会に の記念音楽法要'そして'五月二十

続く五月二十五日の国府光源寺で

袈裟､法衣を着けて出仕した時と

とがその いないこ 慮されて 効果に配

継ぎもないま 現在に至っています｡ 年退職するのと同時であった め'引 前住職が亡くなるのと私が職場を定 け出しの初任者といったところです｡ すから､僧侶としても住職としても駆 となります｡住職に就任して二年で

う記念すべき法要に参加できたこと 会兼越後御流罪八百年音楽法要とい

今回四月十四日の親鷲聖人御誕生

ら参加させていただき'今回で二回目

音楽法要に参加して

私は､高田別院の音楽法要に昨年か
第三組正光寺 高橋 良弘
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解析しましたが'これによって『い

た科学技術は'人間の遺伝子までも

かつてない物質的豊かさをもたらし

意義深いと思います｡翻って､今日'

年'この地で法要が営まれることは 難によって'御流罪となられて八百

ことであります｡今年は､承元の法

返る時'御流罪が一大転機となった 長久寺氏は'｢宗祖聖人を改めて振り

1 10

になるのが､主著『顕浄土真実教行 禿釈親鷲』の名告りのもとで明らか

ある｡越後時代に表明した姓名『愚

めに数年前から計画し進めてきたQ 上円氏は'｢御流罪八百年の法要のた

非情な弾圧の中で通ってきた仏道で
聖人の出遇った本願念仏の教えは'

り

での期間に厳修された｡

務が内局を代表して挨拶をされた｡
最初の開会式には'長久寺徳瑞参

証文類』であることを思えば､その

号

法要は'四月十四日から十八日ま

ない状況を生み出しています｡本願

された｡ 解決できるものと思います｡｣と挨拶

念仏の教えこそが'あらゆるものを

ない｡親驚聖人の教えを引き継ぎ'

を明記している｡念仏を称えて首を 罪'八人流罪と後序の中で'年月日

の倣慢さが'自他を尊ぶことのでき

のような錯覚と'それに基づく人間 のち』そのものまでも解析できたか

意した時である｡念仏停止で四人死

代こそ『教行信証』を書くことを決

法要のあとへ法話が行われた｡井

)

誓いの辞があり'厳かに執り行われ れへ剃刀の儀'執行の辞､法名伝達'

で埋め尽くされたD 詣者があり'高田別院の本堂は満堂

今回の法要には毎日帰敬式が行わ

･)

計は三百十七名でした｡

百十名'四月十八日は六十二名､合

月十六日は二十八名'四月十七日は 十二名'四月十五日は五十玉名'四

ります｡｣と､お言葉が述べられた｡

帰敬式受式者は'四月十四日は六
(取材坂井･大道･奄揮)

と述べられた｡ 宗祖の願いに応えてゆくことである｡｣

五日間を通して三千名をこえる参

聞法生活に入っていただくことであ

方への転換ということであります｡

『南無阿弥陀仏』を中心とする生き での欲望追求の自我中心の生活から'

法名を受けるということは'これま

とであります｡おかみそりを受け､

め'仏･法僧の三宝に帰依するこ

受けられました｡よこしまな心を改

た｡信明院さまは'｢記念すべき年に

刻ねられるこれほど不可解なことは

『愚禿釈親驚』と名告り始めた越後時

2007年6月27日
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うか｡ (取材白鳥)

として気づかされたのではないでしょ

の皆さんは､一層聖人が身近な存在

た聖人の姿をあきらかにされ'聴衆

｢親鷲のあゆみと恵信尼｣ です｡

しいものであり､人々に寄り添われ た｡講演の内容は御流罪法要に相応 衆の皆さんは聞き入っておられまし の立場に立って熱弁を振るわれ'聴

学大学院教授平雅行氏です｡講題は 堂の中催されました｡講師は大阪大 の公開講演が､高田別院本堂にて満

り｢親鷲聖人越後御流罪八百年法要｣
去る四月十五日午後1時三十分よ

先生は歴史学者の立場と'宗教者

たいらまさゆき

話の中から､私にとって印象深かっ

た｡

お手紙を辿るかたちでお話されまし 題のもと'親鷲の生涯を恵信尼公の

不十分ではありますが'今回のお

｢親鷲のあゆみと恵信尼｣という講

に熱のこもったお話をされました｡ いでになり､先生は満堂の聴衆を前

らの方に加え､多くの方が聴講にお ちのそんな心配を裏切り'午前中か

をしていました｡ 生に申し訳ない｣などと要らぬ心配

ら'せっかくおいでいただいた平先

しも午後の講演会が寂々としていた

ん帰られてしまうのではないか?｣｢も

｢午前中のお参りが終わったら'皆さ

後の講演会の方はどうであろうか?｣

いました｡私ども教化部会では'｢午

さんの方々がお参りにおいでくださ

法要が勤められ'教区内外からたく

にお招きLt高田別院本堂にて開催 大学大学院教授の平雅行先生を講師 流罪八百年法要｣ の公開講演を大阪

させていただきましたo

四月十五日'｢宗祖親鷲聖人越後御

当日は午前中'恵信尼公遺徳顕彰

しかし'講演が始まる頃には私た

御流罪法要教化部会千フ 北候 親宗

公開講演について

たいらまさゆき

そこには｢一切群生に説き聞かす｣

思想にか わることであるとして' 決して普通ではない､親鷲の個性･

出来事であったと強調されました｡ のその後の方向性を決定する大きな 説き聞かす｣ べき問題として'親鷲 個人的な問題ではなく'｢一切群生に

は'京都で生まれ育った者としては 越後に留まったということについて

いるとLtさらにこのことが親鷲の

れる親鷲の思想の原型があらわれて

らないという'後に悪人正機といわ であるがゆえに救済されなくてはな

遍的絶対的罪業､不可避である悪業 すべし｣という言葉に注目され'普 葉と'最後の ｢1切群生に説き聞か

親鷲が赦免以後も京都へ帰られず'

『行者宿報偏』の｢宿報｣という言

した｡

奔していたはずとの説を展開されま

く知られていた『覚禅紗』の文で出 題であったならば､それ以前からよ 許可ということで解決するような問 鷲が抱えていた課題が'単に妻帯の

を取り上げられました｡若き日の親 について'『行者宿報偶(女犯偶)』 たのか(下りたのか)?という問題

だきます｡

たことをいくつかご紹介させていた

まず'なぜ親鷲が比叡山を出奔し

)
しゅっぽん

味深く聞かせていただきました｡

されている方の歩みとして､大変興 またはこれからも出会い続けようと

いうよりも'親鷲に出会ってきた'

たということでありました｡

今回の講演は学者の先生の講義と

な かで親鷲という人に出会っていっ わからなくなってしまったと｡そん で'自分がどう生きればい のかが に入学した七〇年安保の時代のなか

る中で語られたのは､平先生が大学 質問がありました｡その問いに答え 究していらっしゃるのか?｣という

も惹かれるとおっしゃっていました｡

を称える親鷲に'先生ご自身がとて む人々に寄り添いながら'共に念仏 間で悩み､揺れ動く親鷲へ苦しみ悩

できない現実の前で'二つの慈悲の 僅｣ のような'人間の善意では解決

られ'聖道はダメで浄土が正解とい

うようなことではなく､｢寛書の大飢

と｢浄土の慈悲｣ の問題を取り上げ

とされました｡ 生きようとしたということがあった 禿というこれまでにない第三の道を

次に歎異抄第四章の｢聖道の慈悲｣

質疑の時間に､｢どうして親鷲を研

かんき

という自らの使命と'非僧非俗の愚
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第
わせる参詣者の姿がとても印象的でした｡ (取材渡辺･大滝) 陀如来をいただく通常の本堂形式を併せ持つ特徴的な堂内で'無心に手を合

行われました｡ 詣者をお迎えして｢越後御流罪八百年音楽法要｣が国府光源寺において執り

合唱団の歌声が響く荘厳なものとなりました｡ 楽法要は'お洗濯が完了した弦いほどの御内陣に多くの出仕者をお迎えし､

親驚聖人の御影を納めた御厨子を本堂の中心に安置した御影堂形式と阿弥

この日(五月二十五日)から始まる一連の法要行事の最初に当たるこの音

聖人の御影に直面して

多くの参拝の人々

r:
1

供灯供華

本堂に入りきれず境内に張られたテントの中からお参りするほど多くの参

0

号

6

び

2007年6月27日
た聖人の越後のご苦労に思いを寄せている様子でしたo

いらしく会場の注目を集めていましたo (取材渡辺･大滝) 保育園'高田大谷保育園の 児たちによる太鼓の演奏は'勇壮でしかも わ

後半は記念演奏が行われ'門首の正面に用意された特設ステージでは能生

まお参りする人も多くおられました｡
皆一同に正面に掛けられたご本尊を仰ぎ'八百年前まさにこ から始まっ

からバスを仕立て おいでになった大勢の参拝者で埋め尽くされ'立ったま

参拝式｣が行われました｡

浜茶屋を利用して造られた参拝会場は'高田教区内はもとより遠くの数区

ときおり大粒の雨が降る中､大谷暢顕門首をお迎えして｢御流罪上陸の地

真宗宗歌を唱う参拝者

宗務総長挨拶

高田大谷保育園の園児

能生保育園の園児

参拝式の進行を見守る各職の人たち

第

2007年6月27日
られたものでありましたので'その

には教区並びに委員長の願いが込め 員長のご挨拶がありました｡ご挨拶

からは藤戸委員長をはじめ教務所長' 出仕の方々にご臨席いただき'教区 門首ご夫妻'宗務総長'随行部次長､ 列席を受けて盛大に催されました｡ 津ホテルハイマートで約百七十人の

方々からの列席となりました｡ 関係者多数'そして多くのご門徒の

r

宗祖が思い描いてくださった未来､

に たと想像します｡正像末和讃の最後 念仏即生活'生活即念仏の原点となっ の和讃をお詠みになるもと なった｡ 様との七年間は'後にたくさん たと思います｡越後での恵信尼

と書き記しておられます｡八百年前
お そらごとのかたちなり』

鼻息の字しりがおは

こうではありませんか｡｣

われた世界を共々に目指し歩んでい 願われた世界を明確にし'宗祖の願 法要を営む中で'あらためて宗祖の

はみなまことのこ ろなりけるを

況の中歓迎の集いは終了いたしまし 門首御夫妻に記念品が贈呈され'盛
その後'宗務総長ご挨拶'そして

りましたと領かれた日々であっ

も'全てが森羅万象お念仏であ

うとも'田舎でありましょうと

人にとりましては都でありましょ

の地でお過ごしになります｡聖 年とさらに二年｡計七年間をこ

います｡宗祖は'赦免までの五

とこの地で詠まれた俳句がござ

でありますo

『冬波に都遠し伽藍あり』

『よしあしの文字をもしらぬひと

)

た｡ (取材白鳥)

号

う｡私どもは今'越後御流罪八百年 きているとしたらいかがでありましょ

らずに'お そらごとのかたちを生 生き､お そらごとのかたちとも知

8

より門首御夫妻歓迎の集いが'直江
去る五月二十五日午後六時三十分

門首御夫妻入場後'最初に藤戸委

が'善悪の字しりがおでこの婆 を その八百年後の未来を生きる私ども

1 10

五月二十五日幽

門汀ご人凄歓迎の災い

大きな夕日があり'当に日想観 万感胸に迫るものがございます｡ 合掌する機会を得ましたことは 共々に西方浄土をイメージし､

｢八百年前の宗祖に思いをはせ､

一部を紹介いたします｡

9

第

方も学んでみたい｣などの感想をい び色々な話を聞いたり'お経の読み 気がする｡これからはお寺に足を運

日H

10

｢お髪剃りをすると何かが変わった だという実感になった｣との感想や､ が私にとってあ 法名をもらったん の ｢おめでとうございます｣ の二一 日

2007年6月27日

ひ

早
を渡してくれた若い僧侶のかたがた だいてとても感動した｡それに法名

｢御門首さんにお髪剃りをしていた 想を聞いてみた所､ 張が窺えたo式を受けた方に式の感

た｡

に執り行われ'緊張感のある式となっ 法要'帰敬式は大谷暢顕門首のもと

源寺にて法要､帰敬式が行われた｡

帰敬式では､受式される方々の緊

好級郎て紬組篤qt'人畜嘗儀
二〇 七年五月二十六日'国府光

表後衛流罪D

を発し'世間的に際に追いやる差別 人間がそれを行使して個人的な恨み の事の大きさ｡そして権力をもった おり'そこからみえてくる宗教弾圧 ないかのように刑の執行がなされて あるにもか わらず'法律があって 場にはやらないという決まりごとが の法難で斬首される人間は本当は冬 いう姓がついたいきさつの話､承元

た｡

の意義が集約されていると述べられ 目挙げられ'こ に今回の流罪法要 てある越後御流罪が持つ意義を六項 持を確認'『親響聖人と上越』に書い の1節を読み親鷲の罪科に関する心

話された｡ が『御流罪の心持ち』という事でお

ただいた｡

法要'帰敬式後の法話は安原晃氏

内容としては最初に『数行信託』

そして'親鷲･法然の ｢藤井｣と

)

に向ける願いを話された｡ 氏は八百年にかける思いと'御遠忌 けていただきたいとのことばで安原 七百五十回御遠忌という場に足を向 の念仏という事の確認を､こんどの であり｢念仏｣ であると｡だからそ

ら見えてくる世界は､や り｢浄土｣

かとの憶測｡その平等という立場か なる存在だと感じられたのではない も含めた存在は石､瓦'磯のごとく

性の荒い日本海に生きる人々に自分 いけないということo親鷲聖人は気 在は平たく等しく'平等でなくては ればい かといえば､その全ての存 者がいれば軍つということ｡どうす に立とうとするLt自分よりも上の 存在すればその者よりも っと優位 も昔も変わらないこと.弱いものが とを1面しかみることがないのは今 意識のことoその差別意識でものご

今回の法要'帰敬式には三つの大

日で見えてきたようにおもえる. たのが今回の国府光源寺における一

う課題｡

この三つのことが集約され出てき

(内山･竜洋)

かということの問題と確認｡ 鷲聖人が見て触れた念仏の姿とは何 で出会った人々の生き様を通して親 を踏んだ事実を確認し'そしてそこ 越後国府の地に罪人としてこ の土

けていかなくてはならないのかとい た私達が今回の流罪をどう相続し続

三つ目はこの流罪の法要に関わっ

二つ目には親鷲聖人が流罪に遇い

忌に臨んでいただきたいということ｡ 考え'各門徒､寺院に七五〇回御遠 今私にできることは何かという事を

り､l人1人が真宗の生活とは何か､ 聖人七五〇回御遠忌を迎えるに当た

一つ目は来たる二〇二年の親鷲

事なことがあるように感じられた｡

2007年6月27日

ひ
相手淳照高田教務所長に手渡された｡ 行信証(板東本)』影印本が贈呈され' 総長熊谷宗恵氏から高田教区に『数 長の藤戸秀庸氏の挨拶｡続いて宗務 三帰依文に続いて記念事業推進委員

六十分間の講演が行われた｡ 勇諦氏が ｢困難か法難か｣と題Lt

講演では｢親鷲聖人は御流罪を通

第

第二部は同朋大学名誉教授の池田

き記念演奏の三部構成で開催された｡

れた大会となった｡ 団体も駆けつけ'会場は熱気であふ

ら熊本教区まで'全国から十教区の な当日券を残し完売｡北海道教区か

記念大会は記念式典'記念講演に続

第一部の記念式典では真宗 歌'

1 10

冊

号

後一時から開催された｡ す千四百人を集め､五月二十七日午 会は上越文化会館の座席を埋め尽く

親驚聖人越後御流罪八百年記念大

当日準備されたチケットもわずか

五月二十七日㈱

親鰻i.1人越後御流罪八.L;r√咋:P念大会

自身に問い聞こうとしない現代の真

降り掛からないと'他人事として'

と聖人の法難の受け止めと､自身に い所で生きている私達でないすか?｣

在の私たちは法難とは全然関係の無 持法案､集団的自衛権を例にあげ'｢現 犯されること｡｣で､靖国神社国家護

われている意味での法難を指摘｡

と私たちの仏法の受け方聞き方が問 宗門が時代社会から無視されている｡｣

団の合計百七十人による大演奏となっ 堂合唱団'高田教区の花こぶし合唱

が上越交響楽団と大阪教区の大阪御 詞'安谷屋武人氏作曲の｢花こぶL

｢法難とは人間として生きる自由が

真宗の教えを受ける土壌が喪失し'

と聴衆に問いかけた｡また｢現代は れば法難も受け止められないのでは'

ても自分の身の上に問うことがなけ

の宗教弾圧を例に'弾圧の状況を知っ 磨(鹿児島)門徒への二百八十年間 困難との違いを明確にLt かつて薩 の対処療法としてのノウハウ探しの や異教徒'既成教団からの外圧から

法難として受け取る｡｣単に国家権力

聞くしかない｡癒着するものではな か､目覚めさせるものか'仏の智慧に が真実か何が偽りか'自立させるもの

ない｣と聞法する姿勢は現代の諸問 法も聞いていないが'憲法も聞いてい 国造りが始まっても'今の私たちは仏 現代思考へも｢1億総俄悔の中から

に見出されていることにおいてだけ､

語であり'自らの生きる根拠をそこ

と切りだLt ｢法難はどこまでも自覚

で見極めさせていただければ‑｣

現代の私達が'現代という視野の所

して何を顕かにして下さったのか?

を引用Lt戦後体制からの脱却という

争は戦争の顔をしてこない｣ の言葉

当の仏法は受け取れない｡｣と抑え'｢戦

)

月から実践の練習を開始｡｢当初は絶

り上げて完成させた詩｡ 長期間に渡って草稿を繰り返し'練 公と娘の覚信尼公との書簡を基に'

合唱は二年前から準備し'昨年五

｢花こぶし｣は渡連愛子氏が恵信尼

た｡

の方向を示し講演を終えた｡ 見て聞いていく責任がある｡｣と聞法 い｡お前どうだ'本当に見えるか'と

を問い直した｡最後に｢開法とは'何 題をも問い直すという開法のあり方

第三部の記念演奏は渡連愛子氏作

謝のことばを述べてへ この大会が大 全国から駆けつけてくれた門徒に感 徒会長から関係者らの労をねぎらい'

響き渡った｡

閉会にあたって五味川千秋教区門

(取材南･内山･奄揮)

でつづられている｡ 子やその生涯をこ ろ細やかな言葉 親驚聖人との出会いから'聖人の様

とにひとつになり'会場いっぱいに

合唱団の声と交響楽団の音はみご

宗門徒の姿を明らかにした｡

また｢真宗は危機意識から出発し

〕

閉会の言葉とした｡ 盛況のうちに終了したことを喜び､

ている｡きびしい状況の中でしか本

一章から第六章によって構成され'

正を重ね'直前に完成したとのこと｡

演奏はT時間を超える大作で'第

た｣と関係者｡交響楽団の楽譜も修

よ‑次はどこでやるoという声になっ

て見ると､こんない 曲は他にない 対にできない｡で始まったが'終わっ

ll)
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い子どもの上に立ち'見おろして指

状･ビデオ漬け･インターネット･

の性衝動と攻撃性を押えきれない現

努力していこうと思いますo 気持ちをまず受容したい､その為に

いものだと思います｡私は子どもの んでした｡研修のテーマはとても深 男をまず受けとめることができませ 人で抱き合って泣きましたo私はB

れたことあるんだね｡｣ ｢うん｣と二 てきました｡｢B君も同じように言わ

見て､この子の苦しみ悲しみが伝っ 男がすねて横をむいたりする様子を 気持ちをぶつけてしまいました｡B

‑痩論ではわかっていますが､つ

という思いが先に立ち'まず自分の

子どもの思い･発想をまず受容する

に参加させていただきました｡ 保育とは‑‑｣をテーマにした研修

く考えたことがありませんでした｡

う保育を実践しよう｡子どもに学ぶ 先生の ｢ともに生き'ともに育ち合 期大学幼児教育科教授 山田真理子
私は､六月二〜三日に九州大谷短

私は'今まで真宗保育について深

どもで人に対して言うのはひどい‑｣

と言いました｡私の中に｢いくら子

んだよ｡早くしろ‑バカヤロク｡｣

汐路保育園主任保育士 秦野 芳子

大会に参加して

えていることに気づかされました｡ ○したのに‑‑｣と自己中心的に考 思い通りの結果が出ないと'｢私は○ で投げかけていく私がいる｡自分の いの深さをよく考えず､自分の思い 導してしまう私がいる｡子どもの思

かったらB男が ｢なにもたもたして た｡からみついてなかなか先が出な 先を引き出そうとA男がしていまし いた時'ホースリールからホースの 児クラスでウサギ小屋の清掃をして

私と年長男子との事例です｡年長

先生の講義の中で男の子の思春期

)

らコックさん'お医者さん等相手に

きないことにつながっている｡だか えることに切り変えていくことがで 想像力によって何かちがうものに燃 が思春期に衝動性が強くなった時に'

ものをしている｡この想像力の欠如 ちゃんが多く'人との関わりがない の｢ごっこ遊び｣ ､男児はペット'赤 受けてしっかり答えること､三才児

と言っている時､しっかり気持ちを

ら二才まで指差しを ｢あっ ｣

を教えていただきました｡ゼロ才か かりとふまえて保育現場ですべき事

る親が増えている｡この現状をしっ

を見たり携帯電話をいじりながらす 問題'赤ちゃんの授乳の時､テレビ 携帯電話の裏サイト等のメディアの

えてくださった底力を引きだすとこ

田先生がこいのぼり作りの事例で教

遊びを共にしていきたいと思います｡ 発達段階をふまえ'心が育っていく
その遊びですが､私の遊びは'山

いるのではないかと思います｡心の あわせる遊びの時間が少なくなって

くなるのではないか｡そして相手に いつの間にか子どもの思いが見えな

もさせたいと保育者の思いが強く' かわい からあれもさせたい'これ

りまえのことなのですが'子どもが 分に遊びを楽しめる環境設定は当た

が大切等の内容でした｡ あわせるあそびをたくさんすること

し豊かな関わりをもち'子どもが十

保育現場では子どもの思いを受容

ひ

2007年6月27日

第
いと思います｡

ものを見失わないようにしていきた

は何でするの?｣等を問い'大切な

中で ｢当番って何?｣ ､｢プール遊び づくこともあります｡毎日の保育の

はよう｣と声をかけている自分に気

た｡朝､以前より明るく元気に ｢お

ぶのが楽しい気持ちが強くなりまし
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いきたいと思います｡ の関わりが味合えるよう取り組んで て乗り越えた満足感と楽しさ'人と

える事が嬉しい'子どもと一緒に遊

㈹

号
をもって新たなハードルを力を出し

ことが多かったと思います｡遊び心 したかなと思うところで終りになる

ろまでいかず'子ども達が大体満足

研修会後私は今へ朝子どもと出会

ていただきありがとうございました｡ 容･自分の思いを確認する機会を与え たです｡また原稿を書くことで'内

感動しました｡ 講義を受けて'その源が伝ってきて 割で人生楽しめる｡L t 二日間先生の 八割のエネルギーを注げ｡あとの二 なる｡どうせやるなら好きになれ｡ やらなければならないことは好きに

この研修会に参加でき本当に良かっ

最後に先生のパワーの源｢自分が

大会事務局 藤原 哲

原葉各先生の講演もあり'参加者は することは大変珍しく'井上円･安

松籍に卯浪に還流偲ぶ浜

夏草の浜にも往時偲ぼる

お寺が全国に呼びかけ句会を開催

御流罪記念俳句大会賞

七尾 松本松魚

る選者選の句会を開催いたしました｡

｣とうらい うなみ

を吟行し別院へ移動｡選者八名によ 者は'光源寺より国分寺'居多ケ浜 二十八日大会当日'百八十名の参加

出遇いの中で迎えられた大会でした｡

五月二十七日前夜句会に始まり'

御流罪記念俳句大賞

互いの句心に触れながら'たくさんの で夕方から開催｡句会を必ず開き' 会議は'山や海の感得できるところ 員は'堀前小木菟先生を含めた九名｡

ても誉められたこともありました｡

度が大きかった｣と安原葉先生にと

近判明)方から名詞をもらい､懇親 全国大会に出かけ'著名な先生 (最 応と知りながらへ 日本伝統俳句協会 会運営の知識を習得すべく'分不相

質問を連発｡｢ベテランの同人より態 会では隣に座り'周囲を青くさせる

昨年'素人同然であった私は'大

後に誕生した選りすぐりの実行委

上越 田中佳子

)

りがとうございました｡

吟社の皆様に感謝申し上げます｡あ 協力くださいました光源寺様'五智

だきました｡

最後に､開催にあたり全面的にご

辞世とはなりしおもかげ薮椿

後日､御尊前に報告をさせていた

彩るはたゞ一本の薮椿

(四月六日辞世の句)

堀前 恵子

持っておられる姿'が印象的でしたo 背中で'1心に句材を見つめ句帖を

にご1緒したとき､少し丸くなった

たとお聞きいたしております｡吟行 自分で行くと'楽しみにしておられ ました｡病の中'別院の句会だけは 仏法との出通いを求め続けておられ 近感じています｡先生は俳句の中に

Lt その必要がないつながりだと最

ことを話することは余りありません

ていきます｡お互いの仕事や生活の

ります｡

く)｣ころ

堀前小木菟

だけたことでしょう｡ 大会を通じて'宗祖に出遇っていた

高田別院俳句会を創設し'二年にな
この大会に向けて'小木菟先生と

俳句はその句心を通じて人と出会っ

仙川

ために寄進されたも

第

ll

10

所蔵の頭髪(毛掴の た毛綱や'新井別院 三条から持ち込まれ みの大橋のそばには'

2007年6月27日

ひ

号
されていたo や浄興寺からも出展

さらに東西両本願寺 県内各地からのもの' 新潟･阿賀野などの

である｡

とどまらず'長岡･

げて行なわれたもの 実行委員会を立ち上 ン協会などを中心に

して'コンベンショ

のイベントの一つと

浜上陸八百年記念｣) 示は｢親驚聖人居多ケ 流罪八百年記念(秦

宝物も上越地域に

東本願寺でおなじ

れたo て｢越後･上越の寺宝展｣が開催さ

日まで'上越市立総合博物館におい

この企画は越後御

さる五月二十六日より六月二十四

見られた｡ つながりを深くあらわすものも多数 の)など､越後･上越と本願寺との

それを祐治さんが根気よく聞くの' をするの｡大学の先生たちが詳しく､ 沖縄の構造的な被差別の歴史の講義 んどがヤマトンチユで'祐治さんに かって'尋ねてくるお客さんのほと 性の言葉｢祐治さんがどんなに大変 画の中で'やぐらの上で話された女 たら'直に返送されてきました｡映 数枚の署名用紙をお願いして来まし かにも｢おじい｣という感じでした｡ 才前半だった祐治さんは'白髪でい 祐治さんに出会いました｡まだ六十 を守る会｣ のテントに行って'金城 プションとして'名護市辺野古の｢命 に参加しましたoその戦跡巡りのオ 十一月に生協主催の戦跡巡りツアー

き'沖縄が大好きになり'同じ年の

一九 九年六月に初めて沖縄に行

から送られてきました｡ の琉球新報のコピーが'沖縄の友人

じます｡ お姿を拝見出来たことに､ご縁を感 ホーム｣で､金城祐治さんの元気な

んの喪に服す‑･]五月二十1日付け

高田別院での映画｢マリンズ･ゴー

｢マリンズ･ゴーホーム｣を見て

｢反対派は'海上抗議せず金城さ

上越市 南雲 和子

えてはならないと強く思いました｡ 闘いの盾としてきた憲法は'絶対変 普通の農家のおじさんの川瀬さんが' 勇気づけられました｡あんな小柄の 瀬さんの屋根と平和の鏡餅にとても

ち込みましたが'憲法が書かれた川

のです｡

ろうと思いました｡ から'ハングルが話せるように頑張 和公園が完成したら'行ってみたい

自衛隊しかないとの息子の言葉に落
かつて'北海道の若者の就職先は

梅香里の戦いと歴史を伝える'平

中に祐治さんは肺癌のため旅立った 止行動を展開したようです'その最 行調査｡またカヌー隊は命がけの阻 んご｣も近海に待機)投入しての強 今回は海上自衛隊を(掃海母艦｢ぶ 査を断念せざるを得なかったので' ヌー隊の抗議行動で'ボーリング調 調査に着手｡映画でみたように､カ 野古の海で'珊瑚などを調べる事前

引き受ける優しさが偲ばれます｡ の‑｣ のなかに'祐治さんの何でも

五月十八日'那覇防衛施設局は辺

とすること は別です』 って怒った 知っていること '1緒に生きよう

労になるのにと思ったから'『詳しく

と言うから'あんたが来なければ慰 それなのに慰労の席を儲けましょう

ひ

2007年6月27日
･新宗を立つる失(天皇の許しを得ないで

一二〇七年'専修念仏教団では死罪に処せ りと恨みの大合唱となった｡これによって 天皇もその臣下も法に背き正義に反して怒 から'興福寺奏状が後鳥羽院に提出され､ にが正しいことなのかわかっていない｡だ であるかがわからず'天皇の官僚たちもな ところが諸寺の僧侶たちは真実の仏教が何 の確かさがいよいよ明らかになっている｡ による仏教'すなわち『浄土の真宗』はそ てい ですね｣と口に出して言うことだけ いるが､法然上人が明らかにされた｢それっ まや困難で実りのない『聖道門』は廃れて
③『興福寺奏状』(専修念仏告発状) にされた｣ (『教行信託･後序』) たりしたものが出た｡法然上人も私も流罪 られたり僧侶資格を剥奪されて流罪にされ

罪
｢自立と平等の目覚めをざす仏教は'い ②弾圧の理由(親鷲聖人の言葉) 十七願)から｣ ｡ いですね』と言っています(諸仏称讃=第 ながそれを聞いて同じように『それってい と(称名念仏=第十八願)だけです｡みん です(南無阿弥陀仏)』と声に出して言うこ んに賛成です｡私もそのくに 所属したい 格は『それってい ですね'私も阿弥陀さ 第四願)にしました｡このくにへの参加資 教がないくにを建立すること (第1願から

｢私の名前は阿弥陀とい ます｡差別と殺 ①浄土経典の内容(本願文)
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きましたo以下にその概要を記しますo いただき'その今日的課題をお話しいただ の年'同朋大学教員の菱木政晴氏にご出講 親鷲聖人が越後へ流罪となり八百年の節目

‑､死罪･流罪八百年

㈹

早

講題 流罪八百年を考える

｢承元の法難｣により専修念仏が禁止され'

‑専修念仏は非戦の方法であるー

息集九通) よくよく御たずねあるべきことなり｣ (御消 こそ､ふるきひとはもうされそうらいしか｡ またげなさんを'たすけさせたまうべしと もうて､念仏をもねんごろにもうして'さ さんひとをば'あわれみをなし､不便にお

｢念仏せんひとび は'かのさまたげをな ②親鷲様の教え させてはならない｣ (ダンマバグ) 己が身に引き比べて殺してはならない｡殺

｢すべていのちあるものは暴力を恐れる｡ ①お釈迦様の教え Ⅲ､今日からは

･超倫理製(宗教的安心求める)靖国型に

･法然の捨てた ｢菩提心｣ はこの ｢超越的

｢信に死して願に生きよ｣ (曽我量深)

は?

境地｣を捨て ｢希望｣をとるo

お墨付きを与える｢戦時教学｣｡近代教学

･韓 型(差別的合祀TE) ｢優遇｣を望み｢冷

②【殺し合いを納得させる宗教】

･戦争の殺人は ｢命令｣ o

･普通の殺人は ｢恨み｣ ｢欲望｣ 0

･神祇不拝｢仏に帰依せば､終にまたその

･国王不拝｢出家の人 法は､国王に向かっ

Ⅱ'宗教が差別と戦争を肯定することがあ

①【戦争と殺人の違い】
るだろうか

は ｢満州鉄道のため｣ o 遇｣を恐れるo ｢国のため君のため｣実際

六親に務えず'鬼神を礼せず｣ (菩薩戒経) て礼拝せず'父母に向かって礼拝せず'

第十三組柴恩寺 宮本 亮環

･多額のお布施(前近代の政治権力は宗教 ④『選択集』(選び捨てられたもの)

⑤『教行信証』 ･菩提心 (超越的境地を求める心)
的搾取が支配の基盤)

余の諸天神に帰依せざれ｣ (浬輿経)

･霊神に背く失(天皇を権威付ける神々を
尊重しなかった)

勝手に浄土宗と名告った)

)

第7組 速念寺 第6組 明善寺 第6組 蓮受寺 第1組 西性寺 ◎教師補任 第1組 園照寺 ◎住職就任 ●おめでとうございます 第5組 光源寺前住職 第5組 流泉寺前坊守 悼の意を表します｡

●おくやみ申し上げます

(二〇 七年一月二十三日

ありがとうございます｡ 金･同朋会員志)を御進納頂き誠に

第1 組 尊敬寺 輪鳳寺 大願寺 第8組 専長寺 第6組 浮蓮寺 安博寺 願通寺 第5組 聴信寺 安讃寺 第3組 本虞寺 浄福寺 第2組 来遊寺 いただきます｡ 院名を御披露Lt御礼にかえさせて

こ に'完納いただきました御寺

ご生前のご功労を偲び'謹んで哀

二〇 六年度宗派経常費(相続講

二CO六年度宗派経常費完納寺院

〜二〇 七年六月二十七日)

以上 十三力寺
)

小島 潤嗣 山崎 明義 古川 達也 田中 竜雄

があったと思う｡ (大道)

藤島 直

堀前 恵威 安達 美津

たことは画期的なことであった｡ かりの貴重な寺宝を1堂に展覧でき ある｡この地方に伝わる親鷲聖人ゆ 文化財級のものが展示されたことで 院が持っている法宝物が宗派を超え' 開催された｡越後･上越地方の各寺 で'上越市立総合博物館にて寺宝展が

結びつきの中で行われたことも意義 が地元の応援を得て'地域社会との
今回'1連の御流罪法要･諸行事

ただ感激した｣と述べていた｡ ての法要は'宗祖の往時を偲びただ た｡ご門徒の方は｢日本海に向かっ もとに､厳かに｢参拝式｣が営まれ 御夫妻･熊谷宗恵宗務総長ご臨席の 罪上陸の地である居多ケ浜で'門首 年音楽法要が勤められたのち'御流

五月二十六日から六月二十四日ま

げられ'反響があったことである｡ され'新聞･テレビで大きく取り上 併せ'さまざまな事業や行事が展開 され準備が進められてきた｡法要に

五月二十五日は'｢越後御流罪八百

のために記念事業推進委員会が組織 年で'高田教区では数年前から'こ
今年は'親鷲聖人御流罪八百年の

圏編集後記匪

第6組 最賢寺 第1組 専徳寺 ◎得度受式 第1 1組 法善寺 第7組 敬覚寺

金子 光洋 長谷川 悠

直峯 淳 舟見 絵里

