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報尽碑より居多ケ浜を望む

尾神獄報尽碑修復成る

第十二組組長　関　沢　敏　美

このたび､天侯に恵まれた秋空のもと｢尾神獄報尽碑｣　の修復奉告法要が十
月十日午前十時から､碑前において熊谷宗恵宗務総長の御臨席の下､厳粛に営まれた｡続いて'約二百名の御同朋御同行が結集した駐車場にて宗務総長の挨拶､矢沢源建設社長への感謝状の贈呈､河合教務所長挨拶と続き十l時頃終了する事が出来た｡その後､参詣者がそれぞれに当時に想いをはせ碑前に参拝された｡

思い起せば明治十六年三月十二日､東本願寺再建用材運搬中に尾神岳中腹で
雪崩により死亡した二十七人の追悼供養のため'明治二十年報尽碑は建立された｡大勢の人たちの願いによって建立された碑にもかかわらず､なぜか長い間草木の中に埋もれてしまい忘れられてしまっていた｡それが昭和三十年わずかな情報をもとに篤い想いを胸にいだいた有志の方々に発見された｡昭和五十二年には参道改修工事･碑敷地コンクリート及び杭柵などの整備がなされた｡五十四年に殉難百回忌法要が営まれた｡その後五十七年には吉川町の文化財に指定された｡また､農道であった参道が町道尾神北線に格上げされ､市町村合併により市道になった｡参道周辺の田んぼは過疎化により減反になり､道路の管理もままならな-なったのを機会に文化財である報尽碑が忘れ去られないためにも参道の拡幅及び舗装を請願してきた｡碑は長い間風雪にさらされ､地震などにより破損が目だってきた｡修復は宗門として'また地元の組としても継承しなければならない信心の重要な碑であり､いしずえであり､大勢の方々のご協力とご支援により実現したものである｡

今後の課題は修復された報尽碑を､どう維持管理してい-か､碑の駐車場か
らは親鷲聖人上陸の地､居多ケ浜などが遠-に一望できるすぼらしい地にある市文化財の碑を後世に伝えてい-かにかかっている｡

十二組では毎年｢雪崩の日｣　の前日三月十一日には尾神｢遊ランド｣で研修

会を開き､十二日には雪中をカンジキを履き､先人の願いを思い､大槙の道を歩いている｡また､九月二十三日(秋分の日)に碑前において法要を勤めている｡皆さまの参詣をお待ちしています｡それにしても碑の所有者は誰なのか｡
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所長　河合　宜朋

新任挨拶平素より'教区諸事業につきまし

て､一方ならぬご尽力を賜り厚-御礼申し上げます｡また'十月十日の『宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌お待ち受け･越後御流罪八百年記念尾神蘇報尽碑修復奉告法要』につきましては､天侯にも恵まれ滞りな-勤めさせていただき､偏に皆様のご理解とご支援の賜と重ねて厚-御礼申し上げます｡

高田教務所長を拝命いたし三カ月
余り経ち､ようや-当地の生活にも少しずつ慣れてきたところです｡浅学非才ではありますが､宗務に精進いたす所存であります｡何卒ご支援とご厚情を賜りますよう宜し-お願いいたします｡

さて､今日日常茶飯事のように､

自己中心的な思いや考えだけで'いとも簡単に､肉親や他人を傷つけたり殺したりする事件等が起き､マスコミを通して身近に伝えられています｡まさに､人間が非人間化してい-状況であります｡

また､科学至上主義･経済至上主
義･合理主義等の人知万能の考えが蔓延する中､人と人とのつながりが希薄になり'孤独感に苛まれる人々が増え､生きる目標を見出せずに､多-の方々が自分で自分のいのちを絶っておられる現実があります｡

この混沌とした現代社会のなかで
苦悩している人々に､限りないつながりと関わりのうえに｢いのち｣を賜わっている身の事実に遇い､生きる喜びをみつけていただきたいということが'御遠忌テーマ｢今､いのちがあなたを生きている｣に込められた願いであろうと思います｡

宗祖聖人御遠忌に向けて'あらた
めて､宗祖聖人に真向かい'私たちの生き往-道を教え示されていることをいただきたいものです｡

退任挨拶

前所長　村手　淳照

去る六月二十七日付をもちまして､
高田教務所長兼高田別院･新井別院輪番を退任いたしました｡四年間にわたる在任中は､皆様より格別のお力添えをいただきましたことまことにありがた-厚-御礼申し上げます｡

思い返しますと'高田教区に着任

いたしましたのは'二〇〇三年の別院会館建設が始まった年であり､毎日が会議の連続であったことが思い出されます｡高田別院の庫裏焼失を逆縁とされた教区の願いが高田別院会館として再建され､同時に本堂御修復が成就し'二〇〇四年十月には
｢高田別院本堂御修復･別院会館落

慶法要｣を､そして高田･新井の両別院で｢蓮如上人五百回御遠忌法要｣をお勤めさせていただ-ことができました｡その後､高田別院の墓地整備や鐘楼修復と､そしてこの度の親鷲聖人越後御流罪八百年法要と大事業が続いたことで､駆け足であったように感じておりますが､同時に私の生涯にとりまして二度と出遇えな

)

い大変なご緑をいただいた四年間でありました｡

特に御流罪八百年法要は高田教区
でなければお勤め出来なかったでありましょうし､親鷲聖人の越後御流罪の意義を多-の方々と共有し確かめる貴重な機会となったのではないかと思います｡親鷲聖人は｢聖道の諸教は行証久し-廃れ'浄土の真宗は証遣いま盛なり｣といわれています｡聖道の諸教と言われますのは､もはや宗がな-なった教えであると｡今を生きる私たちに問いかけられ､真のよりどころ真実の宗を明らかにすることが願われているのでありましょう｡

この度の宗祖親鷲聖人越後御流罪
八百年法要を勝緑として､いよいよ宗祖としての親鷲聖人に出遇い続け'宗祖の御遠忌をお迎えしたいと存じます｡

親驚聖人御流罪の地にあります高
田教区が､高田･新井の両別院を中心にお念仏の声が高らかに響きますよう念じ申し上げまして退任のご挨拶とさせていただきます｡
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尾神轍報尽碑修復奉告法要を終えて推進委員会副委員長　鷲嶺　紀文当教区では､二〇〇七年の一年間

を宗祖親鷲聖人｢越後御流罪八百年法要年｣と位置付け､法要'記念大会､記念事業に取り組んできました｡
その一つとして尾神教報尽碑修復

並びに周辺整備(駐車場)を本山の全面支援をいただ-中で行うことができました｡いうまでもな-報尽碑は'明治の東本願寺再建に際し､その用材運搬中に雪崩に巻き込まれ､子どもを含む二十七人の御門徒が命を失った殉難事故を追悼する碑であります｡その後､一時忘れ去られた時を経て'一九五六年に再発見され顕彰されるようになりました｡近年では､東本願寺両堂再建百年(一九九四年)を期して大改修が行われたところであります｡しかし'豪雪地のうえ､二〇〇四年の中越地震､本年の中越沖地震等で損傷部分も広がり懸念されておりました｡この度､地元はもとより教区の願いがかない修復事業となったことであります｡
報尽碑に至る参拝道路は'上越市

によって市道尾神北線として拡幅舗装され､マイクロバスの乗り入れも可能になりました｡今回の修復工事

は､報尽碑周囲の路盤の全面改築と碑の位置の調整､階段の修復と手摺の設置(中央部)､階段脇樹木の一部伐採､駐車場の整備等でありました｡施工業者については､三社からの見僚書の提出があり､最低価格の源建設に決まり､七月から工事が始まりました｡幸い､専徳寺様をはじめ関係地権者の御理解と御協力を得て､工事がスムーズに進められたことに感謝しております｡さらにまた上越市の文化財指定を機に'報尽碑に至る道路標識の整備､雪崩現場の標柱並びに報尽碑説明看板の設置にも市の助成をいただき､この度立派

)

に完工をみたところであります｡

さて､修復奉告法要につきまして

は､御流罪八百年記念事業推進委員会の総務部会が中心となり事務局との連携の上で準備を進めてまいりました｡法要が具体的な日程にのぼってから四回にわたる協議の中で名称'期日'内容等をつめてきたところであります｡名称については｢高田教区宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌お待ち受け･越後御流罪八百年記念尾神撤報尽碑修復奉告法要｣が正式でありますが'｢尾神撤報尽碑修復奉告法要｣と略して呼ばせていただいております｡期日については十月十日と決定した後'内容の検討と準備を進めてきたところであります｡直前の八日まで高田別院の報恩講が厳修されるという慌ただしい日程の中'しかも台風接近に伴う天候も心配されましたが'前日より天気も次第に回復し､当日を迎えることができました｡

法要は､本山から熊谷宗恵宗務総
長をお迎えし､寺院関係者､御門徒約百八十人の参列のもと厳粛に執り行われました｡導師を努めた河合宜朋教務所長は表白の中で､八百年の法義相続にふれ'尾神隷殉難を伝えるとともに､｢真宗本廟の再建は'

死をも超えた浄土無為を期す悲願であったことを今に伝え'全宗門人の共有して忘れざる殉難者の真宗興隆の願いの象徴であります｡｣と述べ'流罪の地に育まれてきた先人の願いを受け継ぎ､真宗同朋会運動のさらなる推進を共に誓い合おうと呼びかけられました｡

読経の後､会場を階段下の駐車場
に移し､宗務総長のあいさつ､源建設様へ感謝状の贈呈､教務所長のあいさつのあと恩徳讃をもって終了しました｡その後参列者は碑前で参拝し､百二十四年前の惨事と念仏相続の事実に思いを至したことであります｡
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御流罪八百年に寄せて

親鷲聖人のご生涯とその教え

第三組大泉寺　比後　　孝

親鷲聖人は､ご自身のことをほと

んど語らなかった人です｡そのため､ご生涯についての詳しいことなどはうあまり分かってはいません｡著作や手紙の中でも､自身のことを記された箇所はほとんどありませんLtお弟子たちによる記録といったものも残されてはいません｡聖人の没後に書かれた伝記がありますが､これらには製作の意図からかう創作と疑われる内容が多-含まれています｡しかし､そんな中で親鷺聖人が､ご自身のことをはっきりと記されている箇所が『数行信証』にあります｡そこでは､ご自身が①｢承元元年(三十五歳)の弾圧で､
源空(法然)聖人とともに連座して､流罪になった一人である｣

③　　②

｢建仁元年(二十九歳)に､雑行を棄てて本願に帰依した｡｣｢元久二年(三十三歳)に､源空聖人より『選択集』の書写を許さ

ずえ

れ､源空の影像を図画することを許された｡また､夢の告げに依っ

て緯空という名前を改め､源空より(新しい名前を)書いていただいた｡｣

ことが'述べられています｡つまり､
｢①流罪になり'②本願念俳に生きた､

③源空と同じ信仰に立つことが出来

ぐとくしやく

た者｣が､｢愚禿樺の親鷲｣を名のる生涯を送っているこの私である､ということでありましょう｡

親鷲聖人のご生涯をたずねるとき'
私たちは､かって宗門の歴史の中で伝えられようとしてきた親鷲聖人のイメージが､｢愚禿梓の親鷲｣から｢本願寺の開山聖人｣　へと作り変えられようとざれていたものであることに気づかさせられます｡そこでは聖人は'聖光院の門跡であったり､牛車で吉水へ通ったり､鎌倉幕府に出入りしたりする人物とされてきました｡また今日に至っても､私たちは､聖

うんげんべり

人の御影を､厨子に納め標鋼線といわれるお雛様の台のような縁の畳の上に措いたり､大師堂から御影堂へと名前を旧に改めながらも'御真影の前には､天皇から受けた大師号を金看板のようにかけつづけています｡このように'宗門が公式にしめ

)

している親鷲聖人のイメージは､流罪になられた親鷲聖人とは'かけ離れたものとなっています｡これらは見方によっては､私たち自身が､私たちの手で､こうした装置によって､親鷲聖人を非真宗的なところに閉じ込め､再び親鷲聖人を流罪にしてしまっているようにも思えます｡

伝記では､親鷲聖人は平安時代の
末に藤原一門の日野家の末流の一人として､京の街中か近郊で生まれたとされています｡公家そのものの数が限られている中で､聖人に日野家の身内を名のらせることが出来たのには､それなりの根拠があったのでありましょう｡九歳のときに比叡山延暦寺の一員となり'二十八歳の末までを天台僧として過ごされました｡

親鷲聖人は､比叡山を去られる直

えしんにもんじょじょう

前に『恵信尼文書』の記述から､常
ぎょうざんまいどうどうそう

行三味堂の堂僧であったというのが定説となっています｡比叡山の僧とは国家俳教における官僧であり､その修業や生活では､後の興福寺奏状や延暦寺奏状などでも明らかなように､｢天皇や神明に向背しない俳教者｣であることを強いられていました｡天皇の祖霊である皇祖神とその子孫である天皇によって統治される国家では､人々の宗教的救済も天

)

皇の許可なしには行えないこととされていたわけです｡親鷲聖人は､そうした聖道門沸教の修業を雑行であると見抜かれ､夢の告げをきっかけに､本願念備により真の併国土を願求する唯一の大乗菩薩道の僧伽(教団)　であるからこそ､源空聖人の教団に､あえて身を投じて行かれました｡親鷺聖人二十六歳の年に著された『選択集』で源空聖人は､故事をひいて､すでに弾圧を予見していますが､吉水入門の前年には幕府による専修念俳の弾圧が始まっており､当然､次には京での弾圧が予測される状況でした｡しかし親鷲聖人はあえてその吉水教団へ身を投じるという｢えらび｣をされましたo親讐聖人にとっては､いずれかの側で､弾圧に出遣わざるを得ないのならば､少な-とも弾圧する側に身を置いて出遭うことはできないということであったのでしょう｡

その専修念俳の教団が､直接弾圧
され､親鷲聖人が越後国府へ流罪となったのは､ちょうど八百年前の､親驚聖人三十五歳のことでしたo　これは､親鷺聖人が属していた教団が､たまたま権力者の悪意や誤解などの菟罪によって弾圧されてしまったということではありません｡俳教の名
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を偏りながら似て非なる国家を偽装していた聖道門国家沸教の考え方からすれば'弾圧は'体制の総意から行われたのは当然なことでした｡それは'その後親鷲聖人が関東にあった時に､承元の弾圧の直接の命令者であった後鳥羽上皇たちが'承久の変によって流罪となり､権力が移行しますが､しかし､念俳の教団は､新たな権力者たちによって､引き続き元仁から嘉禄へと至る弾圧を受けることになったことにも現れています｡これらのことは'専修念俳に対する弾圧は､日本という国家が'民衆を宗教的に支配し続けるという基本的特性をもってきたために行われたことであり､国家の民衆支配の為に'古-から繰り返し続けてきた手段の一つとして行われた弾圧であったことを現しています｡

親鷲聖人は､建暦元年(三十九歳)
に赦免を受けますが､その後しばら

とど

-越後に止まられます｡そして四十二歳のころまでには関東に移られ､六十二二二歳ごろからは'京に住まわれたことが知られています｡

親鷲聖人の実像に最も近いものは'
関東の門徒たちが直接出遇って措いた御影の中に伝わっています｡白髪の数まで間違いないといわれる｢安

.E

城の御影｣には､長年の旅でついた笠の紐の跡までが､額の両側に-つきりと措かれています｡｢安城｣や｢熊皮の御影｣は､毛皮の上に座り法話をしている姿ですが､聖人の前には

かせづえ

必ず鹿杖と履物が置かれ､聖人が､念俳聖として放浪に近い生活をしておられたことが表現されています｡

ひじり

鹿杖は聖が持つもので'これを持っていると､諸国を旅する時に国境などで'そこに存在していないもののごと-扱われたのでしょう｡ただし､一度鹿杖を持つ身となれば'定住することは出来なかったはずです｡聖人は､専修念俳の徒になるにあたって､そのような念俳行者としての生活を選ばれました｡関東から京へ帰られても､京では住居を転々とされたといわれますが､これは寄宿生活､今日で言う下宿ですが'ご自分の家や庵を構えることや'一箇所に定住することが出来なかったためではないかと推察されます｡

親鷲聖人の教えは､回向の教学で
あるといわれます｡｢凡夫でも救済される｣とされる専修念俳の教えの根底にある､すべての人々を救済の対象とする本願の思想を､あ-までも徹底して､衆生を信頼して建てられた阿弥陀如来の本願とその成就の

)

思想の中から､｢凡夫こそ救済される｣とされた本願力回向の思想を純粋に相続する教えであります｡

真宗門徒の特質として'｢門徒も

の知らず｣とも言われるように､神祇不拝や吉良日などの迷信を信じないことなどがあげられます｡これは､『数行信証』には､｢不得事余道､不
得拝於天､不得伺鬼神､不得視吉良日｣などと､これらを『浬磐経』や

『般舟三昧経』から引用されるように'
真宗門徒であるからという規範なのではなく三宝に帰依する俳教徒であるからこその姿勢を堅持されるためのものであります｡それ故'聖人が､｢人間がこの世へ生まれ変わることを肯定したり､俳と神々との関係なるものや人が彼らに奉仕すべきとしたりする思想｣と対略して､それらと妥協することな-､また､｢救済の内容やその結末によって､人々を門地や身分､行為などで位分けするような思想｣を勘決して､大乗菩薩道の精神を問い続けられたのは､これらの素直な結論なのであります｡

今年は御流罪八百年で'関連事業
が､流罪の地である越後･高田で開催されましたが､それを単なる通過行事としないためにも'何よりも我々真宗門徒にとって､専修念俳の弾圧

ということが論議され､また､今､我々を取り巻き､我々自身の体質とまでなっている様々な問題を､一つでも勘決し､われわれの課題として改めて問い直す必要がありましょう｡私たちは'親鷲聖人を宗祖といただ-真宗門徒として､まず､親鷲聖人を流罪にするようなものを､私たち自身の体質の中からえぐり捨ててい-作業を続けてい-ことが大切であります｡

本願念俳の教えは､純粋無雑な信
を追及することを理念としますが､それは如来回向の信の根本的な特性であるからであって､その取捨によって救われる人を選ぶためのものではありません｡親鷲聖人は､念傍の行者には｢世をいとうしるし｣があるといわれますが､そこでは､俳の御恩を報じまいらせたもうになる念俳とは､念俳をそしりさまたげる人々をも批判排除するものではなくむしろ｢ひごうだる世の人々をいのり｣

｢念俳をさまたげん人を､たすけ｣｢念
併そしらんひとをたすかれとおぼしめして､念併しあわせたまうべ-そうろう｣と､念俳を弾圧し誹誘するもののためにこそ､語り合い願いをかけ合うものであると示されています｡



ハhU

号111第ひ　　び2007年11月30日

今年､七月十七日'中越沖地震が
発生した｡負傷者約二千名'死者約十一名'建物全壊約千百棟､非住化被害約二千棟という被害をもたらした｡もっとも被害の中心となったのは､柏崎､刈羽地域になるが､上越市でも'大きな被害が出ている｡

今回､寺院クローズアップでは､

七月十七日に起こった中越沖地震の高田教区内で被災された寺院の被害状況等を伺わせていただいた｡被災寺院はもちろん､この三力寺だけではないが､高田教区内で一番被災地に近-､又､被害の大きかった吉川区･柿崎区の寺院とさせていただいた｡
被災された寺院ならびに御門徒の

方々にはお見舞いを申し上げます｡

永蔵寺内陣の写真

ズレた向拝柱

永癌寺は高田教区でも震源地の柏
崎市に最も近-隣接する地区で､吉川区小苗代の小高い丘の上､杉林の中に建立されている｡

寺院の創立は三一八年前､現在の
井上大鳳住職は十三代目｡現本堂は文化六(l八〇九)年七月九日に建てられ､一九九年を迎える｡

中越沖地震当日は､井上住職も近
隣のご門徒のお参りを終え､玄関に入ったばかりの時｡｢玄関に入って二･三歩あるいたところ'突然揺れだしたんです｡すぐに大きな声で家内に､外へ出ろ!　と叫びました｡同時に後ろの玄関の戸がはずれて､私の背

)

中に倒れて来ました｡立ち上がれずに､そのままの状態でした｡気づいた時は家の中のすべての物が倒れていました｡｣と､当時の様子を話して-れた｡本堂は全体が後ろに傾き'本堂向拝の扉には上越市によって所定の紙が張られ'立ち入り禁止指定になっている｡入り口向拝の左右の柱も礎石ごと左に三〇g移動している｡

内部は祖師前の御厨子も崩れ､御
代前は壇ごと落下｡後堂の壁は崩落し､現在はビニールシートで覆い､雨風をしのいでいる｡内陣や参詣の間の床板は浮き上がり外れ､当時の振動の大きさを物語っていた｡

｢地震後､すぐに教務所･別院か
ら五､六人の職員が駆けつけて下さって後かたづけをしていただきました｡本当に助かりました｡京都からも杉浦参務や議員さんもお見舞いに来られ､励まされました｡阿弥陀さまだけは臨時に白木の厨子を作り､守っています｡｣と､井上住職｡

境内地を見ると隣接している蔵も
傾斜し､一m横にある杉の木と'その屋根が衝突｡屋根に丸--ぽんだ跡が残っていて揺れ幅の大きさがわかる｡墓石も崩れ､一基ずつ修復してきたとのこと｡境内地南斜面は地

)

面が河川方向に移動したため､今もシートで覆われ保護されている｡庫裏は昭和になって改築､本堂より比較的被害は少ないものの､柱や壁の間が空いたことから'直後に応急の修理がされ､居住には差し支えないようにしているとのこと｡
｢高田教区からお見舞金をいただ

きありがたかったです｡これまでの修理のために役立たせていただきました｡本格的な庫裏修繕はこれからで､順番を待っている所です｡｣と九十二歳の高齢を感じさせずに'お話いただいた様子は印象的だった｡

(南)

福正寺の受けた被害は､①宗祖厨
子倒壊②壁剥落③床ズレ④前卓破損⑤お墓の倒壊の五つであった｡①のお厨子の倒壊は､写真を見てもらうとわかりやすいが､前のめりに倒壊していたようだ｡私が取材でお邪魔させていただいた時は'祖師前には何もない状態であった｡(-ずれた後と前の写真を見比べると一目瞭然である｡)②壁剥落'これも大胆に落ちてきたようで'内陣堅畳の上に乗っかる様
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に剥落していた｡(両堅畳)ご住職の話では'前日に地域の戦没者追悼が営まれていた｡もし'地震が前日にきていたら､被害もこれだけではすまなかっただろうと､言っておられた｡

地震後すぐの祖師前

③床ズレは､地震の勢いで本堂の柱が浮いてしまい､今まで仕切っていた板で見えない隠れた部分が浮いて出てしまっていた｡

私も､福正寺さんで撮られた写真
等を見せていただ-事ができた｡写真には､堅畳に落下してきた白壁の写真や､揺れの関係で亀裂の入った内陣の壁の写真､工事の関係の写真等を見せていただ-ことができた｡私が､行った時の状態になるまで､どの-らいかかったかと聞いたところ､｢大工が入って約三週間の工事である程度の状態まで戻ったが'まだこれから直さな-てはならない箇所も多数あるので､ご門徒さん達と一緒になって徐々に直していきたい｡｣とご住職の話だった｡(内山)

桂台たIl浮

現在の祖師前

柿崎区にある敦念寺は､県道新井
柿崎線と国道八号線が交わる少し南に位置するお寺で､訪問すると住職と坊守と前坊守が出迎えて-ださいました｡庫裏の広間に通された時に､御本尊が床の間に避難され'安置されているお姿が最初に目に飛び込んできました｡

まず'御本尊にお参りをし､住職

の案内の下に本堂内を見せていただきました｡庫裏からの渡り廊下より本堂に入ると､本堂が倒れないように木の板によって補強された姿がありました｡住職のお話によると､その傾き加減は全壊を意味する赤紙が貼られたそうです｡本堂の中にいると平衡感覚がな-なってしまい'十分と居れないんですよ､と肩をおとしながら語って-ださいました｡

また､参詣の間と内陣の白壁も落
ちてしまい､視線を内陣へと向けると､宮殿は倒れなかったものの､それを支える台の柱がゆがんでしまい､天板から抜けてしまっていました｡本堂の外壁のトタンもはがれてしまい､木の板を打ち付け応急処置をしてありました｡

本堂入口の向拝柱は土台の石から

今にも落ちそうで､なんとか石の上に乗かっている状況で､屋根を支える木組みも回転してしまい'大き-ずれてしまっていました｡

地震当時､庫裏の修復中で､職人
さんに十時の休憩に本堂の中でお茶を出しておられた坊守や前坊守のお話では､一旦本堂が浮き上がって落ちたような感覚で'そのために土台の石と柱がずれてしまったのではないかとのことでした｡当時､庫裏を修復中ということで､食器類は本堂へ移動させてあったそうですが､食器棚が倒れ､中にある食器類はほとんど割れてしまったとのことでしたが'食器棚が倒れたり､テレビが倒れたりというのは数念寺周辺の家ではどこの家でもあったことで､蔵が倒壊したり､壁が落ちたり､屋根のぐしが落ちたりした家もた-さんあるんですよと､坊守さんが語っておられました｡

また､お寺の周りに墓地があるが､
幸いにして､下から崩れたというお墓は無かったものの､灯篭が倒れるなど､お墓もだいぶ被害があったとのことでした｡お寺のすぐ近-に畑があるそうだが､河川改修により埋め立てられた地であったため､地震直後に液状化現象になり､数カ所か
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ら水が噴出し､1瞬にして畑1面が水浸しになってしまったそうです｡
｢足が折れたとか'手が折れたと

いう御本尊がた-さんあるように聞いておりますが､敦念寺においては幸いにして阿弥陀様が無事でおられたので-- ｡｣と､住職がつぶや-ように話されておられたのが印象的でした｡
｢ご門徒の家も被害を受けており

ながらも､世話人さんの方から､このままにはしておけないと､言ってくだきっており､本堂の御修復に向けて歩み出したところなんです｡そ

れで近々修理の見積もりが業者から届-のです｡｣と'住職が語っておられました｡
この度数念寺さんを訪ねるにあた

り､地震のエネルギーの凄まじきを実感したと同時に､ご門徒の家も被害に遭われたにもかかわらず'本堂をこのままにしてはおけないと､立ち上がられた｡ご門徒の方々の強いエネルギーを感じました｡(竹田)

落ちた白壁

高田教区では震災直後から､地震
で被災された寺院と門徒の状況を確認し､その対応に即応すべ主情報の収集に努めてきた｡

寺院関係では､ほぼ教区内の被害
状況も把握されたようすで､被害状況の提出寺院は合計二〇九か寺｡その内'被災報告が九七か寺｡教区共済｢災害見舞金｣給付対象寺院は九三か寺､合計四七九万円が支給された｡(二〇〇七年九月十日現在)

ご門徒の状況については十一月中
まで各寺院からの申請を受け付けている状況｡倒壊家屋やお仏壇の損壊報告を受け､三つ折り本尊やお見舞いのタオルなどが給付される｡

尾畑先生の講義を聞いて見えた私

第六組善念寺　滋野　憲史

『世界全体が幸福に成り得なければ､個人の幸福は有り得ない｡』(宮沢賢治)
｢ここに大乗の精神が述べられて

いる｡｣との言葉にサブイボ(鳥肌)がたちました｡

岡崎学舎の食堂にはこの文言が書
かれたノレンがかけられていた｡当時は理想だと思っていたが､今回の講義を聞かせていただき､改めて自身の関係性を問われたことでした｡

｢『十万衆生を我となす』それこそ
が阿弥陀如来の本願である｣との問いかけは､私とあなたの関係を見つめ直すに十分過ぎる重みでした｡

救いの例え話で'一人で旅行に出

て､みやげをお連れ合い様にお渡しする背景には､領かざるを得ず､思わず笑いがこぼれましたが､同時にハッとすることでした｡それが｢喜びは一人では起こらない｡他があって初めて喜びが生じる｡｣との言葉であり､我も他も共に救われる道理を感じたことでした｡関係を唆味にし､むしろ閉塞し､生も死も唆味にしていないかと聞かせていただいた

■　)

ことです｡そういう唆味とは逆に'一切の関わりの中で､不断の緊張関
係を持ち続けていかれた方が親鷲聖人であり､念仏者と呼ばれる方々ではないだろうか?　だからこそ､緊張関係は愚痴や批判などの全てが問いかけとして自分へ返って-るのであって､その問いかけと対峠する中で､個人が明確になってゆ-と感じていたからこそのサブイボだったように思えて-る｡

五功徳門から三顧的証に講義が展
開され､救済根拠としての機法を聞かせていただ-中で､｢信心とは気づきであり自覚である｡｣と述べられ､また｢信心とは自己と世界を見る眼をいただ-ことです｡｣とも述べられていた｡本願に出遇った感動は､今の歩みの根拠であることは間違いない｡しかし今の歩みは自らを見出した本願を背負っているのだろうか?『定家の数に入ることを喜ばず』とは､法蔵菩薩の救済原理と真正面から向き合われた究極の漸悦ではなかろうか?　私は一体-- 0

十数年余りの連続講義､ありがと
うございました｡三年程しか聞かせていただけませんでしたが､希有な時をいただけたこととお礼申し上げます｡
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教学研修を適して

研修会主任　鎮西　良昭

教区の教学研修会主任として'大
事な点を皆様と共に考えて参りたいと思います｡この三木先生の講座に限らず､どの講座･研修会でも多-の方々に参加していただこうかと､試行錯誤されているかと思います｡参加者の方々の仕事が終わって夕方からの計画､休日の計画'そして今､何を参加者が願っているのか､それに対してどんな研修会が適しているか等いろいろな所で考えられ'計画実施されています｡しかし残念ながら'教区ではいろいろな学習聞法の場が用意されていますが､多-の研修会は参加される方々が非常に少ないのが実情かと思います｡当然､参加者が何を願っておられるのか､そして今なすべきことは何かを考えて実施するのが大切なことは言うまでもないと思います｡

わたしたち浄土真宗の要は､まず

｢法を聞-｣場に身を運ぶこの一点
をぬきに､い-ら儀式だ､法要だと言っても何も意味がないのではないかと､最近この事が私にとりまして気になってしかたありません｡

二〇二年宗祖御遠忌を前にいろ

.)

んな事が計画され､そして進められるでしょう｡しかし｢聞法の場｣に我が身を運ぶという大事な事を忘れてしまうようでは､何を計画されても一発花火的で終わってしまうのではないでしょうか｡

たまたま私はこの講座の幹事をし
ているということもあり､三木先生の講義には参加する機会にめぐまれています｡この『浄土和讃』の講義はまだ始まったばかりです｡参加を考えている方々も途中からは､ちょっと出にくいのではないかと思っておられないでしょうか｡この講座に関しては決してそうではありません｡いつから参加されてもさしつかえありません｡その一番の理由は'私たちが毎日勤めている『正信偏』に続-｢ご和讃｣だからです｡この｢ご和讃｣の講座は当教区においてこの場所しかないでしょう｡三木先生の講義を通して日々の｢ご和讃｣の確かめにもなると考えます｡毎回数百しか進んでおりません｡｢ご和讃｣ですので､どこから参加されてもいろんな響きがあるのでないでしょうか｡ぜひ｢ご和讃｣　の講義ということもあり､僧侶の方々だけではな-ご門徒の方々も誘って足を運んでいただければ幸いです｡

伝えることで教わること
第二組東浄法寺　比護　秀美

今回初めて教区の得度研修会全六
回の中'半分の講習を担当させて頂きました｡初歩とはいえ､人に声明作法を伝えるということは､非常に難しいことだと改めて感じました｡また､伝える為に､自分自身改めて勉強し直す機会を頂いたことを感謝しております｡確認し続けてい-ことの大切さを学びました｡

今年度より担当講師が総入れ替え
になったこともあり､手探り状態で始めてしまったことで､受講者の方々に不安と戸惑いを感じさせてしまったかと思います｡この場を借りて､お詫び申し上げます｡講師の至らない分､皆さん一生懸命練習されたようで､無事､試験に合格されましたことを､心より慶んでおります｡

試験より五カ月程あと､九月八日､
九日と'初歩講習を補う形で一泊研修が'池ノ平青少年センターで行われました｡内容としては､装束作法､荘厳作法を中心に行われました｡皆さん非常に熱心で､講義中はメモを取られたり､実際に衣体の着け方'

たたみ方が始まると､車座になって何度も確認しながら'繰り返し練習しておられました｡

初日の講習終了後､レクリエーショ

ンに興じ､懇親会で皆さんと打ち解けてお話させていただけたことは､非常に貴重で､色々教えられました｡講義中には出なかった質問や疑問も出て､お互いに考える時間が持てたことは､良かったと思います｡一泊で研修を受ける事の重要性を再確認させていただきました｡

今回は『初歩』ということもあり､
限られた日程の中でしたので'充分な内容ではなかったかと思います｡今回の講習を足掛かりとし､疑問等を大事にして'各寺院'組'教区での研修会にも足を運んでいただけたらと思います｡

今回の得度研修会を担当させて頂
いて､非常に多-のことを感じ､学ばせて頂きました｡分かっていたことではありますが､不勉強でまだまだ足りないことを痛感致しております｡受講者の方々も得度を受け､これからは僧侶として歩んでいかれるわけですが'私を含め､一僧侶としての生活の中から学び続け､確認しながら歩んでいっていただきたいと願っております｡
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楽しかったお寺のキャンプ

小四　水嶋　寛也

八月二十一日～二十三日にお寺の

キャンプがありました｡
二十一日は､まずテントを作るの

が大変でした｡と-にテントの-いをうったのが大変でした｡そのテントでねるとき､もらったおかしをかけて､トランプをしました｡
二十二日は､押し寿司をしました｡

押し寿司の容器に具を入れたり､ごほんを入れたりする所がむずかしかったです｡でもできた寿司はおいし-て残さず食べました｡次に班で自転車に乗ったり､ゴルフをしました｡また温泉にも行きました｡きもちよかったです｡

雨がふったので､テントがぬれて､

ねることができなかったので'ロッヂ｢ブナの森｣でねました｡その時もまたトランプをしました｡こんどは､部屋中の友達と二十人以上でやりました｡大ぜいだったので勝負がなかなかつきませんでした｡バツゲームもありドキドキしました｡でも楽しかったです｡いろんな友達ができ'また行きたいなと思います｡

第十三組信光寺門徒　渡部　　勇去る十月二十日'東部地区共学研
修会が'額城区希望館で開催された｡

｢親鷲さんに出遇う(宗門の歩み)｣
という話題で､滋賀県長浜教区の笠原俊海師のお話をお聞きした｡

先生には､第五､六回とご講話を

いただき､今回が最終回で､大谷派近代年譜について触れられた｡特に印象に残ったのは､清沢満之の生き方である｡幾つかの偉大な業績等が紹介され､清沢満之の精神が弟子達に脈々と受け継がれていることを話された｡｢宗門白書｣｢開申事件｣等時間を延長して熱弁され､その迫力に引き込まれて時間の経つのも忘れるほどのお話で､深い感銘を受けたが､時間切れになって残念であった｡

共学研修会は､六回目をむかえて
多勢の参加を期待したが'この日は諸々の行事と重なり､参加者が少なかった事がスタッフの一人として残念に思った｡

共学研修会で第一回目から四回ま
で佐々木正師'五､六回まで笠原俊海師の講話を戴いた｡各会とも素晴らしいお話で'参加して本当に良かったと思っている｡

)

｢親鷲さんに出遇う｣の講義に参加して
第十二組徳蔵寺門徒　藤田　昭吾平成十九年は宗祖親鷲聖人御流罪

八百年との事'四月に御流罪八百年法要が高田別院で東本願寺御門首を迎え､教区各組の御住職様'門徒の皆様､又県外の信徒様等､大変大勢の方々の列席により盛大に行われました｡又五月には上越文化会館にて記念式典並びに講演会があり､その後､大阪･上越の合唱団百余名のコーラスにより｢花こぶし｣の大合唱等の行事に参列し､誠に心にしみる感銘を受けました｡
その前に親鷲聖人について東部地

区研修会が平成十七年十八年十九年と年に各二回ずつ開催され'参加致しました｡第一回より第四回は長野県塩尻市万福寺住職佐々木正先生で､第五回六回は滋賀県長浜教区持専寺住職笠原俊海先生により｢親鷲さんに出遇う｣をテーマに､又教本の｢真宗の教えと宗門の歩み｣をもとに参加者全員で声を出して読み乍ら詳細に説明がありました｡その講義の内容は親鷲聖人の誕生から少年期青年期の比叡山での修業'法然上人の弟子となる等､又朝廷の怒りにふれ､三十五才の年に越後の国へ流罪とな

＼)

り奥様の恵信尼様と幾人かの子供さんと肉食妻帯と念俳の生活を送られた事､又越後に流されて五年後に赦免となり常陸の国へ移られた後'東北から関東にかけて本願念俳の教えを緑ある人々に伝えられたとの事､詳細に講義して戴きました｡最後の教化の中では沸教界や大谷派の派閥争いの激しかった事等､色々奥深い沸教界に驚き､又大変良い勉強になりました事に深-感謝致します｡笠原先生が最後に尾神轍の報尽碑の話にも触れられていただきましたので､一寸記してみますと､吉川の地元である報尽碑については､養善寺住職の上野貴英先生が色々詳細に探求され､三冊の書物にされ､拝読させて戴き感動致しました｡
十八年より十九年にかけて道路の

整備､報尽碑の修復が完成され､十月十日に尾神放報尽碑修復奉告法要が行われ､宗務総長の熊谷様がおいでになり､市内外から住職様､門信徒等二百三十名が参集し､盛大にとり行われ､参列して大変意義あり感銘致しました｡又､吉川区に観光名所が増えた感じです｡当時の殉職者の御冥福を深-御祈り申し上げます｡合掌｡
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｢紅葉の立山連峰と

みくりがいけ温泉｣に参加してサポータースタッフ　立島　直子
記念すべき第十回目のセンター登

山は'青少年センターのある妙高から立山へ足を延ばしました｡平地よりも早-始まる山の秋'九月下旬のこの時期は紅葉への期待も高まります｡

第一日日の九月二十五日､夕方四

時頃から受付開始｡まず驚いたのは､北は山形､南は福岡から参加される方がいらっしゃるということ-･そして何度もセンター登山に参加されている方が何人かおられ､木のワッペンに刻まれたセンター登山の記録を見ながら､あの時はあの山に登ったよ､という話を聞かせてもらったことです｡何度も訪れた-なるセンター登山の魅力って何だろう-?その日の夕食は懇親会をかねていたのですが'センターの食事がおいしいのはもちろんのこと､スタッフの秋山氏から手打ちそばの差し入れもあり､話も弾んで心温まるひと時でした｡食後には後片づけと明日のおにぎり作り'参加者もスタッフも一

)

緒になってわいわいと､あっという間に二十三人分のおにぎりのできあがり!　もしかしたら､なんでも楽しんでしまえるこの雰囲気､それがセンター登山の魅力のひとつなのかもしれません｡
翌二十六日､今日はいよいよ立山

登山｡妙高出発は早朝四時､立山まではバスで約四時間｡立山インターが近づ-頃には夜もすっかり明けて'冴え冴えとした朝の空に浮かび上がる立山連峰､その中でも剣岳がひときわ険し-､そして美し-奪え立っています｡八時にバスは室堂に到着｡そこから立山の主峰･雄山(標高三〇〇三m)を目指し､それぞれのペースに合わせて三つのグループになって登って行きます｡天侯に恵まれたお陰で途中の一の越しからは槍ヶ岳や富士山まで望むことができました｡前を行-仲間の背中や'時々後ろを振り返ってここまで歩いて来られたということに励まされながら頂上まで登っていきました｡山頂で遥かに読-山並みや眼下に広がる雄大な景色を眺めながら飲んだコーヒーのおいしかったこと!　本当にすぼらしい登山になりました｡帰り道ではスタッフのN氏がやかんの蓋を落としてしまうというハプニングもありま

〕

したが､登山客の方が拾って-ださって(け‥)無事下山｡その日の宿のみくりが池温泉は､硫黄成分たっぷりの乳白色のお湯で､疲れた体を癒すことができました｡紅葉には少し早かったのですが､み-りが池の湖面に立山三山が映ってとてもきれいだったこと､雲海に沈む夕日､そして圧倒されるほどの輝きを放つ白い満月と､立山はそのすぼらしい自然を惜しげもな-見せて-れました｡

さて､次回のセンター登山はどの
山を登るのでしょうか｡山に登ってみた-なったという方は､ぜひ来年のセンター登山に参加してみて-ださいね!

登山に参加して福岡県光鷹寺門徒　深野木千津子何故だろう｡数えきれない程通っ

た土地なのに､今回は初めて池の平を訪れた日と完全に思いが重なり､タイムスリップに胸ときめ-女子学生であった｡

三十年前､池の平と私をひき会わ
せて-れた親友'毎シーズンのようにお世話になった御宿の家族｡嫁ぎ先が真宗大谷派の門徒であり､第二の故郷池の平に青少年センターが建設されていたと知った時の驚きと喜び｡そして誠実な声の響き､親々と味のある筆跡でしか知り得なかった保倉主任のオカリナ演奏を､今､私は聞いている｡全てが不思議な緑の連鎖である｡

登山前日の読経､焼酎の蕎麦つゆ
割り､大広間で眠った事'十時に寝て朝三時に起きたのも初めて｡め-るめ-〟初めて″の嵐の極めつけが三〇〇〇m超の雄山の頂であった｡
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素晴らし-晴れわたる空､眼下の
雲海の変化'-つきりとした立山連峰の美しきに心が洗われた｡

山頂の風に吹かれて'富山をこよ
な-愛する心優しいスタッフの直子さんとベンチに腰かけ､｢賛沢､賛沢､幸せ幸せ｡｣とつぶや-｡宿に戻って､-りかえし硫黄の温泉に漬かり'やはり同じ言葉を発した事は言うまでもない｡

ワンモアピークの頼もしい山の先
輩方の健脚ぶり｡前日の登山よりもハードだった､朝の地獄谷行き散歩につき合って-ださった本山さんのご主人の笑顔｡仲の良いご姉妹の｢お姉ちゃま｣とスキーヤーズベッドの二階で交わした､可愛いパジャマのお話｡突然現れた見知らぬ医師の勧めで､奥様に付き添い下山中の秋山さんは､偶然にもTVのロケをしていた本物のジュディオングに遭遇｡トランシーバーの声が急に晴れやかになった事を山の仲間は聞き逃してはおりません｡

い-つになっても心は'〟青少年″
本当に楽し-愉快な登山だった｡

帰りの新幹線の中で､無心にお弁
当をほおばる少年を見ているうちに不意に涙がこぼれた｡旅に出て初めて､私の小学六年生の息子を思い出

した自分に呆れる自分が居た｡タイムスリップから帰還の瞬間であった｡だが'あの日に着ていたTシャツはまだ硫黄の匂いをほのかに漂わせて､私の心をフワリと紅葉の立山連峰を映すみ-りが池温泉上空に飛ばせて-れている｡

帰りつきまたすぐ行きたい山登り

仏青委員長　竹田　　証

去る'七月十六日の中越沖地震に
より､三条教区はもとより高田教区

)

におきましても､甚大なる被害が及びました｡そこで､仏青といたしましては､地域自治体からの依頼により､二十三日に刈羽村へ二十七日には柏崎市吉井地区へ炊き出しと配給のお手伝いに行って参りました｡

八月九日には高田教務所からの依
頼により､高田教区十二組でも被害の大きかったお寺､二力寺の本堂お内陣､参詣の間等の清掃のお手伝いに行って参りました｡実際に被災地に訪れ､倒壊した家や寺院などを見て､ショックを受けたのと同時に､被災された方々とふれあうことにより､生活の場を奪われた悲しみ､それでも何とか生きようとする姿にであい'逆に勇気づけられるところがありました｡

新井別院報恩講期間の十月二日軸
に中越沖地震チャリティーバザーを催したところ､た-さんの物品のご寄付賜りましてありがとうございました｡売上金につきましては'義援金として'三条教務所､高田教務所へお送りさせていただきます｡

また､六月三十日の仏青総会にお

いて'任期満了に伴い役員改選が行なわれ､委員長に竹田証､副委員長に比護秀美､会計に直江証成が選出されました｡この場をお借りしましてご報告申し上げます｡

)

『中越沖地震』ボランティアに参加して

第一組西性寺　田中かおり

去る'七月十六日､中越沖地震が
発生した｡その被害は大き-､お寺も例外ではなかった｡

仏青では､ボランティア活動を数
回実施し､私は七月二十七日に参加した｡東京､能登､三条'高田教区から三十数名が集まった｡柏崎の吉井地区にある真宗大谷派のお寺で炊き出しを行い､地区の皆さんに召し上がっていただこうというものでした｡

そこには､被災した方々と｢出会
う｣という意も込められている｡各家庭に炊き出しのチラシを配って歩き'夕方になると境内に人が集まった｡家族のための持ち帰り分も含めて､四五〇人分の中華井とデザートの三〇〇人分の白玉あずきアイスの全てを配食｡

一方では､紙芝居が演じられ､笑
いが広がっていた｡

自分の目で見て状況を知り､被災
された方の声を聞-｡それはテレビで見るのとはまるで違い､生のエネルギーはダイレクトに五感に伝わって-る｡そこに色々な学びがあるのだと思う｡ありがとうございました｡
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-　真実の国創り'ひと育て

(『教行信証』総序･教巻･行巻)

H　阿弥陀仏の国か'天皇の国か

(『教行信証』信巻･証巻)

Ⅲ　浄土を本国としてこの世を生きる

-魔と疑似宗教からの解放-

(『数行信証』真仏土巻･化身土巻)

◎十セット以上一セットあたり六五〇〇円(送料･税込)
･セットでrJrJ購入されない場合は､各巻二七三〇円(税込)

●申し込み･問い合わせは--

大谷専修学院内　狐野秀存〒六〇七-八〇八七　京都市山科区竹鼻サイカシ町十三(TEL〇七五-五〇丁五八八二/剛〇七五-七六T〇四四<)

竹中智秀一九三二年～二〇〇六年一九五八年大谷専修学院を卒業後､同学
院指導､指導主事を経て､学院長に就任｡大谷専修学院とは親鷲聖人の教えにもとづく仏教教育(呼応の教育)を中心に'全寮制の学校である｡著書に『同伴老親鷲』『｢わが名｣　との出会い』『無三宝処への往生』『真宗の女性観正･続』『浄土真宗の儀式の源流-法事讃を読む1』『大悲を行ずる人』『いのちの願いに聞く七章』など､大谷派の各機関より多数発刊｡編集･刊行大谷専修学院同窓生学習会･青草びとの会出版株式会社　樹心社〒一八六-〇〇〇三東京都国立市富士見台1-七-I-五丁四〇三m〇四二-五七七-二七七八剛〇四二-五七七-二七五八h#p‥＼＼≦≦wJuShi⊃shaco∃e･mail一nfo@jushlnSha.com

完　納　御　礼

二〇〇七年度宗派経常費(相続講
金･同朋会員志)を御進納頂き誠にありがとうございます｡

ここに､早期完納いただきました
御寺院名を御披露し､御礼にかえさせていただきます｡第1組

大雲寺本立寺常誓寺光照寺尊徳寺
第2組

善正寺唯心寺大蓮寺教念寺
第3組

西性寺安専寺
第4組

宗専寺
第5組

流泉寺覚法寺蓮光寺
第6組春日山

照行寺

雲暗寺賛光寺西性寺勝蓮寺

長願寺　光徳寺清雲寺　囲照寺徳正寺　正餐寺贋侍寺　西光寺

乗雲寺葉善寺常囲寺明通寺正願寺正光寺持専寺光源寺信光寺智願寺勝念寺

法園寺　東浄法寺西福寺　興順寺陽厳寺　高徳寺通託寺明福寺　大泉寺浄福寺浮圃寺林正寺　善正寺忍西寺　賓善寺福成寺　敬覚寺
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第　　　　　　　　　　　　　　　東

7　悌唯本浄法樹養安照若等
組性願覚照林徳福養行正

寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺

善得林浮了　西玉明浄
福願西国源安梅法光
寺寺寺寺寺寺寺寺寺

併願長長長明照善教
現重徳命楽善蓮念専
寺寺寺寺寺寺寺寺寺

願光光最真常蓮雲金
清照運尊宗発受妙光
寺寺寺寺寺寺寺寺寺

本西誓正覚浮召長敬西宗廟照皆
龍蓮善願善徳覚谷蘇生光遵
寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺

勝敦園慈光明　囲垂性誓良人
柴蓮光雲源道了　山額願明善
寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺

本正浮照聞査贋勝唯福専善康正
餐念善稗建福念戒了性源教
寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺

妙法福浮明得正願園慶道願
土泉因厳禁法行勝常襲因楽
寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺

西養寺
第日組

照囲寺本敦寺敦願寺一念寺照源寺
第12組

善立寺明善寺横超寺
第13組

本敬寺柴恩寺明通寺

向源寺　慈囲寺西玄寺　軟馬寺友岸寺　高徳寺栴専寺　能念寺福柴寺　高源寺京徳寺法西寺　徳戒寺福正寺　正立寺性徳寺　西願寺
荒浜

龍覚寺　信光寺願専寺　最尊寺松橋寺　徳専寺

敬覚寺妙玄寺光園寺了慧寺養善寺延慶寺敬徳寺

養性寺　西念寺　正法寺恵光寺　善照寺　正行寺了僧寺　光遍寺　栴念寺

船龍養讐浄挿
入光法善厳泉
寺寺寺寺寺寺

(二〇〇七年七月一日～

二〇〇七年十月十日)

二百二十二力寺

第1 3紐　解念寺住職●おめでとうございます◎住職就任第6組　蓮受寺◎得度受式第1組　長願寺第1組　専徳寺第2組　明通寺第6組　法林寺第7組　善性寺第7組　福痛寺第7組　願勝寺第8組　覚願寺第8組　願立寺第日組　敬覚寺第日組　通願寺第13組　啓明寺第13紐　解念寺

金胎　良贋古川　達也安藤　都長谷川礼子渡辺　誠一砺波　敦子朝日　康隆越山　浩宇野　政人羽深　元子羽深草間白露坪野坪野氷砲金胎

量
洋文宏海久美大我暁子芳子

第

歪等撃等奪葦晶
源蓮科人園長
長休名光性念
寺寺寺寺寺寺

浮西善覚等正
琳方巧願覚福
寺寺寺寺寺寺

臨法大延覚養
行福巌毒善林
寺寺寺寺寺寺

●おくやみ申し上げます
ご生前のご功労を偲び､謹んで哀

悼の意を表します｡第4組　宗専寺前坊守　原第6組　明法寺前々坊守茂利第6組　法林寺住職第7組　本龍寺坊守第8組　臨行寺住職

)

光康　　ツ
勉子龍保ネ

幽編集後記画天災は突然やってきます｡中越沖地震から四カ月｡公的機関

には復興の兆しが見えるものの､寺院･家屋等の復興については震源地の柏崎はもとより'教区内においてもまだまだ時間がかかりそうです｡
人災?　も突然やって-るようで

す｡七月の安倍総理の辞任に始まった騒動は野党をも巻き込み､ついには民主･小沢代表の辞任発言まで飛び出しました｡春先の選挙ポスターの顔･代表がこれでは､内外から｢無責任!｣と言われても仕方ありませんね｡任期とは｢責任のある期間･勤め上げるべき時間｣ということだと私は思うのですが- ｡

そんな私の編集委員の任期も､あ
と一年(三回の発行)を残すのみとなりました｡過ぎてしまえばあっという間ですが､その日々の積み重ね･歩みにこそ深-大きな意味があるのだと思います｡聖人流罪から八百年･尾神寂の悲劇から百二十四年を経た今年は'私たちにとって胸に刻むべき大事な年になりました｡

様々な事情もありますが､何とか

この責任のある期間を最後までやり遂げたいと思っています｡(滋野)


