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雪中堂山の様子(3月1 2日尾神獄報尽碑研修会)
今後スキーによる検証がさけられないのではないでしょうか｡ せてもらうことができましたが､大槙の跡を地図の上で比定するためには､

里暮し､はて 茸探りと､参加した十九人は五時間をまる たんのうさ

が父祖の地という塩崎さんの参加もあり'雪の中で 自然観察に先人の山 時報遜碑､黄砂もどきで視野がせまいもの ぽか 陽気'そのうえ川谷

たことでありました｡ 出来事に限定しない､広 同時代史料の発見がいそ れていることを伝えられ

自由参加の大槙みち検証組は雪崩の危険を少な‑するために七時出発'九

に顕彰してい‑かを詩吟という形でしめていただき'学究の道からは殉難の

います｡ 野の旧水源分校(スカイトピア遊ランド) で宿泊研修を組み立て ‑ださって

ちがいな という思いがどこかしらにあったように思います｡

りとご奉仕に加えて､この両三年は｢雪崩の日｣ おたいやま りを兼ねて坪

のこと)ひきの経路と､それをさえた人ちにおそだてをいただてきたに

･おでらのけんきょのそりをきそいひ なだれにゆきしひとらをおもう

会にあいあうことができました｡ た吉川の地で紫洲流を伝燈されるかたが によって初吟される､またとない機

刈羽の嶺 木を川谷から赦､東横山から岩手､直海浜へというダイモチ(大槙 地区制をそのま 引きずって､東部地区を冠した事業を企画運営するときに､

かつて教区の化委員会が､共同教化の方途をさぐるなから誕生させた五

わけて､地元を意識して‑ださっておる第十二組の方々が､秋彼岸のおまい

特にこのたびは'昨年のシンポジウムをうけて､市井のひとしてどのよう

･なだれおきしたけにまむかういしぶみにゆびをはわせてじうらをたどる

･やまぽうしつぎもはなきちゅうふくに琴つじんいFJひはなのをうく

森をあおぐやまあいの邸に住まわれるという上野成さんの歌三首'これま

現地とはどこか

いなかせい

第十一組専敬寺 岩 崎 英 宣

のうみはまおおぞり

しせい

2008年3月31日
究成果によると､流罪に関する法律

う説が有力になった｡また最近の研 の娘(局)と知りあい結婚したとい 支援者九条兼実につかえる三善為則 見聞した文であることから､法然の 入る時の記述(文法)が尼が実際に

ひ

聖人が比叡山をおり師法然の門下に

人と結婚したと考えられて来た｡ ょり'越後国に遠流になった親鷲聖 承元 年(一二〇七) の念仏弾圧に

土着し'その娘に恵信尼が生まれ､ る｡この越後介三善為則が越後国に

質

び

と年代もあい､同一人物と考えられ あった｡この為則と先の系図の為教 為則が前年頃まで越後介(国司) で 二年(二七八)正月の条に､三善

ところが最近､『恵信尼文書』に

としした

年下である｡ 八二) の生まれで､聖人より九歳､ 教と伝えられ'尼は寿永元年(二

る｡父は『日野一流系図』に三善為 弟でもある｡そして恵信は法名であ
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親鷲聖人の妻恵信尼の生涯

恵信尼は親鷲聖人の妻であり､門

九条兼実の日記『玉葉』 の治承

1 1

第五組善正寺 大場 厚順
かねぎね

のりのり

えちごのすけこくし
えしんにもんじょ
ぎょくよう

については実子をうたがう学者もい

房の前後の生まれである｡また善鷲 生順は誤りであり､小黒女房は信蓮 信尼文書』の三通によるかぎり､出 信尼の順である｡私見によれば『忠 善鷲･信蓮房･益方･高野禅尼･覚 あり'先の系図によると小黒女房･

御房'男女六人の君達の御母儀｣と

おんぼうなんにょきんたちごぼぎ

である覚柵の｢口伝紗｣ に｢恵信 信蓮坊が生まれている｡聖人の曽孫

が､考えなおす必要がある｡ の生活は悲惨な面を強調されてきた

月に聖人三十九歳､尼三十歳の時' 由であり､建暦元年(二 一)三

かった｡したがって流人の聖人と尼

り京都にとどまったが､影響は大き

されている｡宗業は当時の慣例によ

後国の権介(現在の副知事)に任命 年二月より前に､伯父日野宗業が越 補任｣に聖人が流罪に決定される元 ぶにん

実際'聖人と尼の生活は比較的自

恵信尼を伴って越後に来たと思われ 親鷲聖人が流罪に処せられた際､妻 妻と同伴すべしとある｡そうすると

る｡

｢獄令｣には､流人が流国に行‑時､
ごくりよう

次に朝廷の人事に関する｢公卿
ごんのすけ

)

くでんしょう

むねなり

くぎょう

ひまご

地に門徒が成立した｡この稲田で聖 広い範囲にわたり布教活動を行い各 城県) の稲田を中心に約二十年間､

夫婦であったからである｡

ばれ'互いに信頼しあったすぐれた

に念仏の教えを信じ､強い愛情に結 人と共に関東へ移住した｡これは共 である｡だが尼は苦労を承知して聖 安定な関東行きを拒否するのが当然 か え､経済力のある尼が生活の不 移住する｡その時､三歳の信連房を が信濃国(長野県)を通って関東へ

関東に移った聖人と尼は常陸国(莱

とが多かった｡ て聖人夫妻は板倉地方で生活するこ

その所は板倉地方であった｡したがっ

なっており､越後国に所領があり､ 善家は為則の前にも二人も越後介に

ある尼の三善家の援助があった｡三

れるものである｡聖人の場合も妻で 娘のために住居を設け､婿を受け入 態は､経営所婿取婚であり'父方が 小黒女房らであった｡当時の結婚形 の家族構成は､聖人･尼 信蓮坊と

建保二年二 1四)に親鷲聖人

は七年間であり､その期間のあいだ

にとどまった｡したがって越後時代 が赦免になった後'二年ほど越後国

る｡

親鷲聖人は建暦元年十一月に流罪

むことりこん

)

た｡栗沢信蓮房や高野禅尼などであ でいた土地の地名をつけて呼んでい 方に住んだ｡尼は子供の名前に住ん 子供たちは､母の所領がある板倉地 めであった｡関東から越後に帰った

めと､相続した所領の管理をするた 尼にとつては孫たちの世話をするた

黒女房･母親がいない益方の子供､ 帰った｡その理由は早‑死亡した小 五四)頃'尼七十三歳頃に越後に

た｡

恵信尼は京都から建長六年(一二

関東にとどまり､その後､越後に帰っ 定であり'他の子供は成人しており

京都での聖人の生活は経済的に不安 たので､父母と一緒に京都へ行った｡ 二 四) の生まれであり幼少であっ

と思う｡末娘覚信尼は元仁元年(一

より､尼は聖人と共に京都へ行った

ちはどうしたのか｡『恵信尼文書』

われる｡ 娘玉日姫とする伝承が生まれたと思 念がつのり､尼を次第に九条兼実の

聖人が京都に移住した時､家族た

の人柄の懐かしさが強まり､敬慕の 東の門弟たちは親し‑接した恵信尼 一歳頃に関東から京都に移った｡関 二三四)頃､聖人六十二歳､尼五十 尼も共に学んだ｡そして文麿元年二 人は『数行信証』の執筆に当たり､

凹九

現象が起こらなかった｡そこで覚信 ちのように音楽や来迎仏などの奇瑞 際し苦しまれたようであり'高僧た

第
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に届いた｡書状には父聖人が往生に
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一月二十八日､夫聖人が九十歳で往
らせた｡その書状は十二月十日すぎ 十二月一日付で板倉の母恵信尼に知 でいる｡娘覚信尼は葬儀をすませ､ ており臨終に会ったことを尼が喜ん 生した｡越後から益方が京都に行っ

れる｡

2008年3月31日

び

相当数の下人を所有していたと思わ 子供にも分割した｡合わせると尼は 当時'財産は分割相続であり､他の

るから花押(サイン)が書いてある｡ 状を送った｡譲状は重要な書類であ か気になり､九月十五日付で再び譲 に譲った｡その書状が確かに届いた

状で下人女六人､男一人を娘覚信尼 六)に尼七十五歳時､七月九日付書 で消失した め､建長八年(一二五

持ちがすると云っている｡ ちを懸命に世話し､母親になった気 孫である小黒女房の子や益方の子た 下人たちが逃げ耕作も出来ず､尼は

書状には石塔についてはふれていな 石塔建立に執着している｡その後の 子供たちが建立して‑れるよう願い､ 前に建立したい､建立できなければ' 出来上がり運ぶばかりになった､生 屋に注文した｡次の書状にも石塔が 尺の五重の石塔｣を建立した‑､石 三歳の時､生きているあいだに｢七

る｡

の子供たちの近‑に住んだと思われ 塚区)に嫁いだ｡母の尼は信蓮房ら 小黒女房は板倉から小黒(上越市安 寺地内に住んだ(異説は中之宮地内)｡ 在の高野山'益方はその近‑の玄藤 る｡栗沢は東山寺の近‑､高野は現

恵信尼は京都へ送った書状が火災

京都では弘長二年(一二六二)十

に板倉地方はひど‑飢健の年が続き､

ちに伝えることを願ったと思われる｡ 建立と共に'聖人の教えと伝記をの 尼が娘に後に述べる｢七尺の石塔｣

詳し‑娘に教えている｡これは恵信 の化身という夢想を三通にわたって

の三部経千部読涌､聖人が観音菩薩 師法然の門弟になった動機､関東で 比叡山での堂僧､六角堂での参龍､ けて聖人の生前のできごとである｡ ないときっぱり言い切っている｡続 とであり'事あたらし‑申す必要が り返信に､父聖人の往生は当然のこ 中陰に服し忌が明けた後､二月に入 い母の尼に尋ねた｡恵信尼は聖人の 尼が父聖人の往生について疑問に思

その頃'全国的に飢健であり､特

文永元年二二六四)､尼の八十

)

た｣をつけ加えたのである｡住所の その所がはっきりしないので｢とひ てある｡これは｢まき｣と書いたが､ ひた｣の上に｢まき｣を書いて消し

るのがこの一ヶ所だけである｡｢と

と住所を記している｡住所が知られ の書状の末尾に｢とひたのまきより｣

京の孫たちを懐かしがっている｡そ た小袖を死装束にと大切にしており､ ちになり､娘覚信尼から送ってもらっ 十六歳になり､記憶も衰え､忘れが 心配している｡翌文永四年に尼が八 んだ｡その時でも下人たちのことを

ひどい下痢をわずらい､長い間苦し

理解していたと思われる｡ 何かを訴えている｡その訴えを娘が か‑娘覚信尼に石塔建立にともなう

た｡同三年九月七日付の書状では､ の時'尼は飢健のために住所を変え

ためと考えられる語句もある｡とも

ためか､それとも書状の中に聖人の 生を願っていることから､尼自身の 及するように､恵信尼が強‑極楽往 重要なことである｡それはのちに言 立の願いは何であったのかきわめて

こと
きるのが精いっぱいの中に､石塔建 言も言及していない｡飢健にあい生 だが､なんのために建立するのか一 い｡おそら‑建立されたと思われる｡

文永元年(二一六四)､八十三歳

〕

ひと

の親鷲聖人』東本願寺出版部 信尼』自照社出版､大場厚順『越後 主な参考文献/今井雅暗『親鷲と恵

ある｡

鷲聖人伝絵』(伝記) に著したので 立した｡その願いを曾孫の覚軸が『親 鷺聖人の廟堂(本願寺のもと)を建 この書状の示唆により覚信尼が父親 信尼文書｣として学界に発表された｡ に西本願寺の宝庫から発見され､｢恵 た書状十通が､大正十年(一九二一) れる｡意信尼が京の娘､覚信尼に送っ で八十七歳の長寿で往生したと思わ る｡おそらくこの｢とひたのまき｣

生し､お互いに会うことを願ってい 仏をす め､会仏を申して極楽に往 のことを知りたがり､娘覚信尼に念 ど‑､病いも垂‑なり'京の孫たち

犬のように動きまわり､物忘れがひ

題になっている｡ 石塔と思われる五輪塔があって､話 里ん田｣があり､先に述べた五重の

し‑､ただ往生を待つばかりであり､ 歳の書状には､長生きし､老がはげ

文永五年(一二六八)尼の八十七

である｡米増の｢とよた｣の近‑に｢五 地は米増の｢とよ田｣と長塚の｢飛田｣

争があり､諸説がある｡有力な候補 この｢とひたのまき｣をめぐって論 究明にきわめて重要なところである｡

2008年3月31日
脚を走らせたのである｡ 寺院にこの大事変を報せるために飛

ろを失うという大きな痛手となった

のである｡

ひ

国の門徒にとって､信仰のよりどこ

変は'本山はもとより門末寺院や全

あった｡それ故に､この堂宇焼失事 法要の準備がほぼ整っていたときで 八六二 の親鷲聖人の六百回御遠忌 建されたばかりであり､文久元年(一

によって万延元年(一八六〇) に再 五八) の焼失後､全国の門徒の協力

このときの堂字は､安政五年二八 京の街並と共に焼失してしまった｡

いう｡

変を｢蛤御門の変(禁門の変)｣と

会津藩の兵と戦って敗れた｡この事 京都に派兵し､蛤御門付近で薩摩･

年(一八六四)池田屋事件を契機に 都から追われた長州藩は'翌元治元

この事変により､東本願寺堂字が

東本願寺本山は急いで全国の門末

だが'その急を報せる文書は､こ
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･私の観点

東本願寺堂宇焼失の御用状

文久三年(一八六三) の政変で京

第十二組養善寺 上野 責英

･必哲か肴ふ昏索
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々ノ象を絡巌を孝

『大崎家文書』である｡幕末期に､
であった大崎佐治右衛門さんが､河 大崎家の当主で荒戸河津村の庄屋役
くことにした｡ 紙面をお借りして紹介させていただ 書の中から見つかった｡そのため､ 写しが､民家に保存されてきた古文 が高田御坊所に運んできた御用状の ように思われる｡しかし最近､飛脚 れまであまり公開されてこなかった
I
.bpi:.緩T.1 ' ･. il拝i'f?i l=･, I.

専登腎抑亀阜轟

その文書は､上越市吉川区河津の

銅紺柑鰻絹麟

E開聞凹朗mM

で唇

子ノ七月廿日 如此二候 未申へ右之趣早々可被申通候 為其 不取敢為御知や之事二候 其連御門 只今者山科御坊二被為成候条 此段 条 御所様方無御志御守護二而 先 事二候 乍去五尊様御貨物等無御別

二至ル迫要ク御類焼 何共恐入候御 焼始メ御本殿択穀御殿並御寺内町家 大凡焼亡 終二者未之半刻頃両御堂 退被為在之候処 今廿日二至り洛中 守護二而 三門様山科御坊所江御立 日中ノ半刻頃 五尊様奉始御宝物御 而火強り 迫ゝ南江焼移候二付 同 刻 御所向連より子細有之 出火二 一筆令啓達候 然者 昨十九日巳ノ

り高田御坊所御輪番所江御用状写し

こに掲載する写真の文書である｡ 残しておかれたのである｡それがこ

うに読み取れる｡

京師 大変二付､御本山御家老よ

本願寺焼失を報せる御用状を写して 津村の真宗大谷派唯念寺に届いた東

そして書かれている内容は次のよ

皆演坊 殿

下 大蔵卿 浅 帯刀

御所様方がつ がな‑守護され､た がら､五専様や御葉物等は別状な‑

‑類焼して まい した｡しか な

びに寺内町家にいたるまで､あまね 燃えはじめへ本殿､棋殻御殿､なら

未の半ば(午後二時)頃､両御堂が て洛中はお よそ焼失し､とうとう

ち退かれました｡今日二十日になっ 護して､三門様方は山科御坊所へ立 時)頃､五尊様をはじめ御葉物を守 燃え移り'同日申の刻半ば(午後四 仔細あって出火､火が強まって南へ

(午前十時)御所向かいの辺りより

一筆啓達します｡昨日十九日巳の刻

高田御坊輪番所へ届いた書状の写し 京都が大変であると､本山家老より 【意訳】

元治元年七月十九日 御本山御類焼 善徳寺殿江御帳申候 寺へ到来 四日御見舞 村方之分 御坊所より御触達候ハ四日夕方唯念 輪番所五日出立二両御上京也 飛脚は二日八ツ時岩切へ着也 御坊 但 御飛脚ハ朔日夜御坊所着 高田 川東ハ加茂川与申候事 ハ丸田町より燃出し両者九保西ハ堀 念寺へ直様書被贈候書状之中二火元 右御飛脚之儀善徳寺殿直々承り 唯
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大変であると本山家老より高田御坊 分は､佐治右衛門さんが､｢京都が

日H

2

早

焼｡

元治元年子年七月十九日御本山御類

1
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京されました｡ た､御坊輪番所は五日出立にて御上 川区国田善徳寺) へ着きました｡ま

しあげました｡ 見舞し'村方の分を善徳寺へ御帳申 唯念寺へ着きました｡また四日にお

さて､この文書の最初の段落の部

子年 七月二十日

茂川という所までと書かれています｡ じめ､南は九条､西は堀川'東は加 状の中には'火元丸田町より焼けは 承り､ただちに唯念寺へ送られた書

着き､高田飛脚は二日八ツ時岩切(吉

お知らせします｡ にお伝え‑ださい｡以上このごと‑

ますから､近‑の御門末寺院へ早々

のことを取りあえずお知らせいたし

だいまは山科御坊におられます｡こ

右の飛脚の件を善徳寺殿が直々に

但し京飛脚は八月一日夜御坊所に

御坊所からのお触れは四日夕方に

皆演坊 殿

下(間)大蔵卿 浅(井)帯刀

山は両堂の焼失を見届け､その日た 八六四) のことである｡すると'本 月二十日｣の｢子年｣は元治元年二

ものであろう｡

この文書はそれを明確にして‑れる

避難されたことがわかる｡ は､五尊､宝物を持って山科御坊へ 町の南に広がるのを知られた三門様

ということがわかる｡ 殻御殿､寺内町がことごと‑燃えた 東本願寺両堂に火が移り､本殿､棋

ていなかった感があるから､その点､ おいて､この焼失時刻がはっきりし 点である｡これまでの大谷派宗史に

るので､その場所のこと 思われる｡ 軍が火を放ったという言い伝えもあ

長州兵が逃げ込んだ公家屋敷に幕府

たことが分る｡このことについては､

り､出火場所は､御所の向かいであっ 火が出たのは七月十九日十時頃であ

二点目は､同日四時頃､火が京の

三点目は､七月二十日午後二時頃､

本山からの御用状の内容は以上三

そして､最後に書かれた｢子年七

れた表書きである｡ 輪番所へ届いた書状の写し｣と記さ

切なことは次の三点であろう｡ 書状文である｡この書状から分る大

次の行からが本山からの御達しの

その一点は､戦乱によって最初に

)

南は九条､西は掘川､東は加茂川と

た書状に｢火元丸田町より焼けだし､ 考えられる｡そのため'唯念寺に送っ の焼失の様子を聞‑ことができたと

書かれている｡ 荒戸河津村唯念寺へ送られたように

来た京の飛脚本人から本山堂字や町 まれたということは'それを運んで 善徳寺さんが､直接本山の書状を読 坊所に出向いておられたのであろう｡ 何らかの役職に就かれていて高田御 におられた理由がはっきりしないが､

されておられ､その写しをとられて

さんが､折りよ‑高田御坊所に滞在 国田､真宗大谷派善徳寺と思われる) 田御坊宛の御用状を善徳寺(吉川区 の記述をみると､本山から届いた高 が付記されていたからであろう｡そ 唯念寺に送られてきた書状にそれら

の焼失範囲も知らせている｡ 説明されていると もに､京の町家 状がどのような手順で届いたのかを

さんが書き残すことができたのは､

内容であると思われる｡そこには書 らの書状文には書かれていなかった 続いて書かれているものは､本山か 脚を走らせたことがわかって‑る｡ だちに全国の御坊所輪番にむけて飛

これらのことについて佐治右衛門

善徳寺さんがその時に高田御坊所

)

しだいである｡ 合掌

ただいたものとおもわれ､念仏申す 迎えるにあたり､何らかの御縁をい は､聖人の七百五十回御遠忌法要を

ジを加えることができた｡このこと

たおかげで､大谷派宗史に新たなペー 佐治右衛門さんが書写してのこされ 現在に伝えられたものと考えられる｡ 書状を写され､貴重な資料となって

そのために､佐治右衛門さんがその への伝達を相談されたのであろう｡ 門さんに見せられて､村の門徒さん いた書状を村の庄屋である佐治右衛 が記されている｡唯念寺さんが'届 たのは四日の夕方と佐治右衛門さん

記述になったのであろう｡ のと思われる.そのため一層詳しい

荒戸河津村の唯念寺に書状が届い

ることができた内容を付記されたも

書かれるときに'自分が御坊所で知 および､十二組の各寺院宛の書状を

されているから､善徳寺さんは自坊 切(善徳寺の所在地) へ着いたと記

われる｡

高田御坊所の飛脚は二日八ツ時岩

う内容を知ることができたものと思 所は五日出立にて御上京なり｣とい

日夜御坊所着｣ '更には｢御坊輪番 いうところまで｣や､｢京飛脚は朔

2008年3月31日

ひ

越の寺院史を調べると必ず出て‑る

承する中戸義興さん｡ 常敬寺｡ご住職は現在二十七世を継 寺院ですが､正し‑は中戸山西光院 門の常敬寺｣の名で親しまれてきた

◆お寺の歴史について

第

び
て来ます｡地域でも｢赤門さん｣｢赤

中に､朱色に塗られた山門が目に入っ

院群の中でも､杉の古木に囲まれた

通りを南に向かって進むと､寺町寺

した｡

や宝物について聞かせていただきま

2

ハhU

号

いる常敬寺さまを訪ね､寺院の沿革 門さん｣の愛称で呼ばれ親しまれて

寺町通りを一本西側の通称裏寺町

常敬寺さんの由緒沿革を訪ね､上

1 1

今回は上越地域でも古‑から｢赤

寺院クローズアップ

中戸島興住職

の役割をいただき'また中戸山西光 です｡その時､真宗板東総棟梁宣旨

られ勅願所の指定を受けたとのこと

かし'亀山法皇への進言が受け入れ す｡また唯善さんの熱意は将軍を動 が常敬寺の創立年と伝えられていま

す｡この年､弘安七年二 八四) 関宿中戸村に大伽藍を建立していま

て禅念坊と号す)｡ は小野宮左大臣具親卿(後に出家し

尽‑し､亀山法皇の配慮で下総国の 招きで鎌倉常盤井で門徒教化に力を 出向き'鎌倉幕府の将軍惟康親王の 当初東山大谷に居住した後､関東に

の子'覚信尼公が母親にあたり､父 孫さんにあたる唯善上人｡親鷲聖人 ぼる名刺です｡開基は親鷲聖人のお

ほどその歴史は七百年以上もさかの

唯善さんは弘長元年に出家得度し
)

常敬寺赤門

高田に移って来たと'文献は伝えて

の後､寛文六年二六 六)に越後 条村に移った記録も見られます｡そ

記述を見ることができます｡ の和睦を進めていたことも歴史書に

七年二六〇二)には旧柿崎町の下 時代は福島城下に寺院を建立｡慶長 下に移ったこともあり､上杉景勝の 堀氏の招きを受けて一時は春日山城 山市)と北上し､長野県境を経て' あいながら､信濃平塩､静間(現飯 でには､下総の地から数々の兵乱に

の後､武田信玄の依頼で上杉謙信と

代目了照の得度に伴ない､京都上洛 なります｡その後､顕照住職は十一 込まれて寺院堂字を焼失することに た後､北傑氏と梁田氏の争いに巻き

り常敬寺の寺号を受けらました｡ の中戸山西光院を改め､蓮如上人よ

間､十代目の顕照住職まで護持され

うに｣との願いを託され､それまで 八月十二日に｢常に御本山を敬うよ

ことにより､長禄三年(一四五九) 八世蓮如上人に教化をうけ帰依した 第六世の善鷲住職の時で'本願寺第

を名告ることを許されています｡

院の勅額を受け､唯善さんも上人号

寺号の常敬寺は唯善上人の減後､

下総の中戸村には二百八十四年の

現在の寺町二丁目の地にいたるま

)

れその役目を果たす寺院としての位

と安穏を祈願することを義務づけら

として天皇の勅命を受けて国家護持 影響を色濃‑受けた時代で'勅願所

とです｡当時の寺院は国家や朝廷の

を朱色に塗ることが許されたとのこ 願所と指定されたことにより､山門 軍から亀山法皇への進言が通り､勅

◆赤門さんの由来は
前述にあるように'鎌倉幕府の将

がい知ることができます｡ 教化に力を注いできたことを､うか

ら'ご門徒の中にあって､常にその

がらも､御本尊と寺宝をまもりなが

ご住職は動乱の世にはんろうされな

ります｡｣ このことからも'歴代の

も招かれて法務に出かけることもあ

一)､東西九間･南北八間半｡五年
‑経過しています｡ の歳月を経て完成し､二百八十年近

中には､妙高地区にも点在し､現在 寺を支えていただいているご門徒の
ご住職のお話では､｢現在の常敬

真宗大谷派に転派したとのことです｡ 院でしたが､十五世照恵住職の時に

現在の本堂は享保十六年(一七三

した頃まで本願寺派に属していた寺

います｡

常敬寺は直江津の福島城下に居住

2008年3月31日
多‑伝えていますが､中でも｢鼻取 然上人'蓮如上人)御分骨｡など数 聖徳太子作｡三聖人(親鷲聖人､法 阿禰作｡日本最初阿弥陀如来木像､

聖徳太子木像｣と｢簾の阿弥陀如来｣

で続いていたと思われます｡ 治時代に入り､勅願所廃止になるま

◆寺宝について

ります｡本尊は阿弥陀如来木像､安

来するものと思われます｡ 置を朱塗りの門で表示したことに由

常敬寺の勅願所としての役割は明

常敬寺さんには多‑の法宝物があ

す〟'L

三聖人御分骨

姿をして現れ､畑を耕す馬の鼻の手 縁者から｢この聖徳太子像は少年の められました｡この時､孫左衛門の

Lt太子像を守り無事に常敬寺に納 原庄山田郷平塩の縁者をたより疎開 の太子像を背負って信濃国高井郡栗

この時､孫左衛門という篤信者がこ

われ'寺院焼失したことがあって､ 国に居住した頃､堂字が戦火にみま

伝わる縁起によると､かつて下総の 伝説が伝えられています｡常敬寺に

人も多いとのことです｡ ている木像と､誤って理解している

いることから､聖徳太子の鼻が取れ す｡通称｢鼻取り太子｣と呼ばれて 在上越市の文化財に指定されていま 像は鎌倉期の作で高さ一〇八m｡現

を今に伝えてい けるという伝説

らわし､人を助 化身して姿をあ 徳太子が少年に

ものと思われます｡鼻取聖徳太子木

と信仰心に支えられ伝えられて来た は寺宝の中でも興味深‑､その歴史

実はこの聖徳太子像には心温まる

鼻取聖徳太子木像
こやかに説明いただきました｡ ます｡｣と話していかれた経過をに 色絵で措かれていたことが判断でき

簾の阿弥陀如来は親鷲聖人がこ

｢残念ですが､墨跡の下に極彩色の

文化財関係者が見に来られた時には､ 見えるんです｡｣と話された｡県の 腐食を心配して'墨を付けた墨跡が

｢歴代の住職中で､太子像の破損か

とです｡そして太子木像については 訪ねて来られるんですよ｡｣とのこ

させていただきました｡(取材‥南)

きた諸説に寺院の存在の重みを感じ

さから､現代にまで語り伝えられて その時代の経過と同時に､信仰の深

いた､とのことでした｡

常敬寺さまの歴史をひもと‑と､

方もおられ､実物をみて感激されて

のご門徒に語り伝えられています｡ 太子｣の愛称で親しみをもち､地域

何度も歴史を学習する人を引率して 代を継承し､その末南にあたる人が 実は長野の平塩には今でもその家が 受け止めていますが､驚いたことに 太子信仰の強かった時代の話として じような伝説があるんだそうです｡

るものです｡このことから｢鼻取り

たことから､聖 れた｡｣ と聞い

ご住職の話では｢九州地方にも同

すだれ

興味深‑拝見させていただきました｡ て､阿弥陀如来の形が現れていて､ 竹のすかし部分に､六字の名号をもっ られたと伝えているものです｡簾の 十三歳の頃､竹を集めてこの簾を作 を理解してほしいことを願って､四 の肝要､機法l体､名体不離の意味 郷に在住したとき､ご門徒衆の安心 の越後から関東へ移り､笠間郡稲田

し訪ねて､遠‑福井県から来られた た高田常敬寺の文字を手がかりに探 ことがあり'その印刷物に記載され の紹介を兼ねて､印刷物を作成した

寺では以前､この簾の阿弥陀如来

簾阿弥陀如来

を手助けして‑

綱をとって仕事
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ブロックでの開催しているところか であります｡組によって､一から三 師が五ケ組｡教区外の講師が一ケ組 六ケ組で実施しており､教区内の講

ら､少しでも出席していただけるよ

教化｣で補う､という側面もあります｡ た'一ケ寺では困難なことを｢共同 生活者の誕生が願われています｡ま

まいりました｡｢本願を信じ念仏申す｣

ひ
施しています｡ ることを伴わない形で真宗講座を実 また'第一組については推進員にな て各組で自主的に運営されています｡ ましたが'現在は教区の支援を受け

第

び

区指定を組み合わせて取り組んでき に第二次第六組'第三次第四組と教 期第一次本山指定の第七組を皮切り

まれてきました｡高田教区では第l れ､全国三十教区挙げて順次取り組 り入れ最重点施策として位置づけら

目指されました｡ の場である同朋の会をつ‑ることが 提唱され'各寺･地域･職域に開法 特別伝道･推進員教習･本廟奉仕が 朋会運動の中で教化の三本柱として､

養成講座は'先の三本柱の要素を取

せることを目的として取り組まれて の伝挽)を､現代社会によみがえら 講教団として歩んできた宗風(宗門 宗祖といただ‑人々によって､報恩 を実施･充実し､もって親鷲聖人を の教えのもとに｢ご命日のつどい｣

欠如もまた指摘しなければならな 況に対する僧侶､寺院の危機感の 風化もし‑は喪失｡そのような状 域社会における寺院の存在意義の 相続されない状況にあります｡地 絶が進み､仏法や仏事がなかなか 小家族化)'過疎化､世代間の断 共同体の崩壊､更なる核家族化(檀

の課題であります｡

どのように整理していけるかが今後 組の教化事業もあり､必要なものを 鷲聖人講座｣や従来から行っている

たいとの反省もある｡

し実質が伴っていない｡言葉が垂

というようを言葉だけがl人歩き

うことが提唱されておりますが'｢親 を基軸とした教化事業の展開｣とい を行ってい‑とのことです｡現在､｢組 員養成講座の願いを踏まえ課題集約 で開催している企画検討会で､推進 困難さが提起されている｡推進員室 るを得ない実状にあり'取り組みの

ります｡

うに昼夜二回の開催している組もあ

･同朋の会の結成数は､二三(届

･教化は本来､各寺の住職が行うも

･同朋の会の充実と推進に貢献する､

･今日の時代は､家庭の崩壊･地域
ゝ O

nXU

推進員の人数は､教区の名簿上で

そもそも推進員養成講座は､一ケ

IY

号

宗祖の七百五十回御遠忌の翌年､

研修会が行われております｡ おり､年三回の代表者会議と二回の 絡協議会の連合会として運営されて 推進員連絡協議会は各組の推進員連 進員になられた方で構成される教区 五〇 名程度おられます｡また'推 未上山で､前期教習のみ修了者は一 四〇 二名の登録があります｡一方

にその生活をとおして宗祖親鷲聖人 を中心に住職と門徒が協力して､共 れた寺づ‑りをめざし毎月二十八日 寺一ケ寺に同朋の会を結成し､開か

2

一九六二年に正式に始まった真宗同

その中で､一九八 年から推進員

二〇 七年度の取り組み状況は､

1 1

かになるようではいけない｡ 共同教化によって各寺の活動が疎 進員養成講座もその一つである. 化で補おうとするものである｡推 職の手が届かないところを共同教 のである｡兼業や過疎化により住

いない｡

たな同朋の会の設立に結びついて け出数)あるが､講座の実施が新

･｢推進員の帰るべき場所｣は､お な意見が出されています｡ ては'スタッフ研修会等で次のよう

寺や地域の開法の場である｡

･いわば､教えを求める状況が薄れ､

･里を離れた門徒が､現住所の地域

くは｢入門講座｣という形をとらざ いて定着し多様化している｡その多 たときに'現在はすでに各教区にお

本山の見解として､全国を見渡し

)

ゝ ○

るよう各寺にご理解をいただきた 所属組でな‑とも気軽に参加でき の組で講座が実施されている場合､

これまで取り組んできた課題とし

齢化などが考えられる｡ 性｡兼業で両立困難｡推進員の高 熱意のなさ｡寺院の保守性･閉鎖 問題点と背景として､住職の姿勢､ 悲観的な状況でないことも事実｡ てはいない｡もちろん､すべてが 教えに出遇う場も十分には開かれ

9

第

1 1

2

一､講師選定

二､教化委員会

正副組長･各班々長･推進員養成

区内外から人選する｡ 正副組長･スタッフ長を中心に教

③ 仏事･法事の勧め方

② お内仏の給仕式
仕の作法等の学習｡ お内仏の正しい荘厳の仕方･お給

号
講座開講までの日程と内容

ひ
みました｡ で七組が取り組んできたかまとめて

続してい‑予定です｡

2008年3月31日

び

しました｡今後も十次､十一次と継 までに約九百五十人の推進員が誕生 で取り組んできました｡二〇 七年 定'第三次から第九次までは組独自

第一次の本山指定､第二次の教区指 その間教化事業の最優先事業として､ 教区で開講されました｡第七組では の要として｢推進員養成講座｣が全

今までどんな日程で'どんな内容

勤め方の学習｡

｢正信個､同朋奉讃式｣ の正しい

一㌧講義

① 勤行練習 二､真宗の学習
て講義してもらう｡ 師先生から｢真宗の教え｣につい

｢現代の聖典｣テキストにて､講

研修内容

五､各寺院並びに受講生に第一回講

講座開催日の日程と内容

回(上山)とする｡

座の案内状送付

講座は前期教習五回､後期教習一

一九八 年に｢真宗同朋会運動｣

三､講座開催要項配布と受講生募集

四､スタッフ会議

の班分け等について協議する｡ 程･スタッフの役割分担･受講生 の経過報告をLt講座の内容･日

に講師紹介･受講生数など今まで スタッフ･推進員スタッフを中心 講師･正副組長･各班々長･寺族

生の募集を依頼する｡ 各寺院に開催要項を配布し､受講

内容･係分担等について協議する｡ 講座スタッフを中心に日程･講座
)

七､開講式 六㌧座談会

五､講義(1 4‥1 5‑1:S)

四､真宗の学習(1 3‥30‑1:ほ)

一､事前打合わせ(‖‥00〜)

二㌧受付(1 2‥30‑)

三､開講式(1 3‥0 〜1:A)

あいさつ (日程説明) たる) 勤行(調声は推進員スタッフがあ

資料配布･書籍販売等 名簿チェック･同朋手帳の回収

日程

役割分担の確認･会場設営等

③ 座談会の司会･記録は推進員ス
フがあたる｡

タッフがあたり､助言は寺族スタッ

① 受講生の数で数班に分け'講義･

② 講義の内容について､その都度
てもらう｡

講師先生の方からテーマを設定し

行う｡

三㌧仏教讃歌練習

四､座談会
タッフが受けもつ｡ 以上の研修内容の担当は寺族ス

真宗の学習等について話し合いを

真宗々歌･恩徳讃･みほとけは

わる仏事の学習｡ 法事の勤め方を中心に､それに関

1615
30‑) 30‑1 6‥ほ)
〕

にしていかなければと思っています｡ ふまえ､講座の内容を魅力的なもの

Ltそれにともない今までの反省を への参加の働きかけを最重要課題と

舵‑後継者の育成が急がれています｡ 役割を果たされた方が多‑､それに になられた方は'各寺院で中心的な
七組では今後､若い世代への講座

ます.特に第一次､第二次で推進員 修が十分にできない方も増加してい 亡‑なられたり､高齢になられて研 二十年近‑が経ち'推進員の中には

今後の課題
第一次の講座が開催されてから､

して研修をつんでもらっています｡ 協議会に入会し､その会員の一人と

組の場合は七班編成) の推進員連絡 了し､推進員になられた方は､各班(七 ただきます｡前期､後期の講座を修 計画になりますので'省略させてい お後期教習(上山)は本山研修部の 取り組みを簡潔にまとめました｡な

八㌧反省会(1 7‥0 〜)

以上､前期教習を中心に今までの

質問等を中心に話し合いを行う｡ タッフで座談会で出された意見' 会場等の後始末後､講師先生･ス

あいさつ･次回日程説明･恩徳讃

2008年3月31日
して聞かせて‑れる人よりも､自分

のような時に求められる人は､〟話

‑ことが大切だと思われます｡今こ

ひ

ることよりも聞‑こと″ に重点を置

三､門徒さんの話にどこまでも寄 二㌧自分の生き方を聖典に尋ねる

特に三つ目に関しては､〟聞かせ

一㌧朝夕の勤行

れると思います｡ ます｡私はそれは次の三つに集約さ

あたって大切なことがあると思われ

きたものとして､寺院に生活するに

第

び
でしょう｡三年間通うことで見えて

間のことが頭を離れないことになる

ですが､何をするに付けてこの三年 十人それぞれの生活に戻られること

たことに敬意を表します｡これから

なかったですが､三年間通い通され

います｡さすがに皆勤の人はおられ でしたと衷心より申し上げたいと思

が卒業されました｡先ず､お疲れ様

この度高田真宗学院から十名の方

り添う

の修練｡不安の中で前期修練に臨み､ でした｡ざらに難関は､前期､後期 歳にして最大の挑戦ともいえるもの

とって､不得手の部類ですが､この

足感を味わっています｡夜学は私に

かかりますが‑‑ ｡合掌

自分のことを話しに来るには時間が

ています｡ スタート地点に立てたことを感謝し

します｡三年間を振り返り､新たな

真宗学院で学んだもの

学院卒業にあたり､今はのかな充

一人の人が､お寺に住む〟私〟に

高田真宗学院主任 金子 正美

1 1

2

号

㈹

三年間で見えてきたもの

のように思われます｡ のことを聞いて理解し‑れる人″

第二組善正寺 上官久美子

)

る知識も豊かな先生方に恵まれ､広 真宗'親鷺聖人を学んでいらっしゃ

ました｡その間三年､今まさに浄土 入学､二十年三月に卒業させて頂き

高田真宗学院卒業に当たって思うこと

平成十七年四月､高田真宗学院に

ではないと､教えられたような気が を求めて生きることは､真の生き方 い‑ことが大切で､安楽な生活だけ て起こったことを､この身に受けて べきかを学びました｡起こるべ‑し 様々な出通いを通して､どう生きる

うれしいご緑だったと思っています｡ せていただいたことは'この上ない

の言葉に目覚め､新たな感覚を養わ

と自分を納得させることが出来たと

どで気を落ち着かせ'やるしかない

い浄土真宗の教えを系統だて 丁寧 聞けました｡でも､こんなにも奥深

と手を引かれ､手を合わせ､法話も

きはほっとしました｡

きに情けな‑ りました｡一時間ほ

出し､ホールを右往左往｡自分の弱

日に不眠に陥り､夜中に部屋を飛び かなり落ち込んでしまいました｡初 案の定その関所に遭遇したときは､

げて‑るものがあります｡

あってと､今改めて有難く こみあ 様方とご一緒でき､又家族の支えも

思いもかけず､真宗学を学び､師

第十一組照囲寺 十玉葉穂子

)

感謝します｡ 方､真宗学院の皆様方に改めて深‑

めて行けたらなあと思います｡先生 交流を持ち､互いに真宗の生活を深 からは門徒さんの話を聞きながら､ できる念仏を称えて行きます｡これ

そして誰でも'どこでも'いつでも

聞しながら親驚聖人に出偶えるよう､

と思っています｡ 私のこれから学んでゆ‑基礎である

修練での貴重な体験を生かし､聴

に学ぶ機会はありませんでした｡

土日の夜道を通い終えて､今これが 私には関心のない物でした｡しかし 今は亡き父の大切な書籍もほとんど

我家の本棚に収められた本の数々､

寺院に生まれ'幼い頃から本堂へ

範囲の寺院から通学された熱心な皆

第

g
会がございましたら､上山研修下さ

日り

申し上げ､真宗ご門徒の皆様方も機 頂いたご住職様のご苦労に深‑感謝

2

号

す｡

きたい｡是非改善をお願い たしま

1

ひ
とめ｣にはもっと時間を多‑して頂 ご法話を多‑して頂き､宣誓文の｢ま

分があのような厳粛な席に､参列さ

りである法名をいただきました｡自

と握り合掌するのみでありました｡ を深く反省しながら念珠をしっかり

いたし､今日までの自分の生きざま

法話には御堂での寒さを忘れて拝聴

できれば'講義の時間を減らして

結びに､この後期教習の為に引率

でした｡ 銘を受け､目頭を押えることばかり

に始まり解散式までの問に数々の感

いただきました｡ 要あってのことだったと気付かせて

別はがき事件から考える｣であった｡ 起こった浦本氏への｢連続･大量差 記著書を執筆中の二〇 三年五月に

行事が行われたが､江戸の被差別民 に当たり､東京都内ではさまざまな 〇 三年が『江戸開府四百年』の年 書を発行する直接のきっかけは'二

ら考える｣であり､もう一つは､前

と不安を感じながら'御影堂門を通 整えて無事後期教習を修業できるか もちらつ‑が二泊三日の間､体調を

りの京都に到着｡観光をしたい気分

数ヶ月の前期教習を終えて久し振

だいたことに心から感謝しています｡ が､今では､住職様からお誘い た だいた折､少し戸惑いを感じました

教えていただき､まさにわたしに必 は'自らが歩む道を学ぶことですと

前期研修では､難解な｢現代の聖

後期教習では､親鷲聖人のご真影

り本山へ入りました｡

北海道､秋田県の同朋との結成式

特に帰敬式は勿論のこと毎朝のご

ぜずにはおられませんでした｡ てきたことに､その威厳と凄さを感 脈々と現代のわたし達まで伝えられ 親鷲聖人ら高僧の苦行苦難を経て､ 二五〇 年はどの時を隔て海を越え､ お釈迦様の南無阿弥陀仏の教えは､ ‑興味深‑講義していただきました｡ 典｣ '王舎城の悲劇などを分かり易

の前で帰教式を受け'仏弟子の名告

2008年3月31日

び

推進員養成講座に声を掛けていた

講座のスタートに'仏教を学ぶと

つは｢江戸の被差別民社会の歴史か 回はテーマが二つに分けられ､ひと お話を伺うことができた｡ただ､今 著書である､浦本誉至史氏が招かれ､ と被差別民衆』(明石書店発行) の 京の被差別部落の歴史 ‑ 弾左衛門 開催された｡講師には､『江戸･東 て､｢教区『同和』問題研修会｣が

教区｢同和｣問題研修会について

昨年十二月八日､別院会館におい

浦本氏は､前記著書の中で'｢本

第八組臨行寺門徒 脇嶋 孝子

第三組西性寺門徒 高野 正秋

推進員後期教習に参加して

いますよう念じております｡

第八組推進員養成講座に参加して

だいたことに喜びを感じます｡ 遣いを模索する機会を得させていた

のお陰と深‑感謝致しています｡ 様方･先輩推進員方の丁寧な御導き だいたのは､ご講師･第八組の住職

みしめています｡新たな自分との出 せていただいたことの重さを深‑噛

このような気持ちにならせていた

第十一組福楽寺 井上 博

よしふみ

〕

じていないのである｡浦本氏は､｢部 犯行に対しては､何の罪の意識も感 然とした差別意識｣をもっており､

ら『部落民は自分より下』と言う漠 あった｡しかも犯人は､｢かねてか への差別はがき等､容赦ないもので た物品の注文､団体･個人･自治体 浦本氏へ六十七通)'浦本名を偏っ であり'四百通に及ぶ差別はがき(内､ などを対象とした広範で執扮な犯行 ンセン病患者･在日外国人･障害者 はじめ､全国の部落民や団体､元ハ までの一年半にもわたり'浦本氏を 二〇 四年十月十九日(容疑者逮捕)

め､部落差別などがその例であると｡

今回の事件は､二〇 三年五月〜

る｡ホームレスへの襲撃事件､いじ

して利用されるのが社会的差別であ スが生じ'この｢不満のはけ口｣と

まる中､若い人たちの一部にストレ れる｡つまり'格差社会の矛盾が深 かつ現代的な部落差別であるといわ

この事件の本質は'極めて都会的で､

ある｡(要約)｣と言っておられる｡

後者のテーマについて浦本氏は､

もよい､被差別体験を受けたからで

り､私の人生でも一番露骨といって

と ､この大量差別はがき事件によ 介されることが少なかったというこ 社会の実像や社会的役割が詳し‑紹

2008年3月31日
を展開されたように思う｡縛空から

名になすべきことをみた｣という論

ことをす められ､『親鴛』という

を知り､『善信』で良いのだという

ひ

にあり'『縛空』という名の重さを れ'｢親鷺という名の源泉は『選揮集』 は後序の｢空｣ の字の扱いに注目さ

の改名の根拠は興味深かった｡先生 行信証』の後序の一二〇五年閏七月

る｡

ものというべきものであったといえ

第

び

体を通して顕される親鷲の姿勢その から善信､そして親鷲の名の変遷自

｢愚禿｣という名のり自体が､縛空

ているのである｡

テーマである｢愚禿｣のこ ろとは､

井上円先生が主張されていた『教

伝道研修会に参加して

私の浅い理解からいえば､今回の

｢部落差別｣は厳然としてなされ

か､と結ばれた｡ をもう一度考えてみるべきではない

.eハ叫

1 1

2

｢知らない｣と言うことの恐ろしさ

号
より深刻なものになる｡｣と言われる｡ なものになり､被害者の受ける傷も

感じない犯行は､より職烈かつ無残 落差別の実態を知らず'罪の意識を

第一組囲照寺 藤島 直

親鷲が自らの愚禿が心を顕すことで､

とは'法然の信をよ‑聞きながら､ 者の信をき て､愚禿が心を顕す｣

す｡しかし､反面気になるのは､例

も年々増えてき いるように思いま

を顕すと理解できる｡『愚禿砂』の｢賢 ながら､かつ伝える者となった転換 然亡き後の親鷲が善‑信じょうとし

また､『親鷲』という名のりは､法 つらぬ‑意味で『善信』と名のった｡

知り､｢善‑信ずる｣という姿勢を

した姿は､平素からの成果かなと思 すが､年々声も大き‑なり､堂々と

の緑の表紙です｡この経本で毎年勤 恩講専用の経本があります｡手作り

た方々が作って‑だきった坊守会報 九年程前に'当時役員をしておられ 讃(淘三)､回向'御文を読みます｡

込む中で'その法然の仕事の重さを

間､法然の『選揮集』を親鷺が読み

な‑､書写を許されてからの二ケ月

善信への改名が夢告によるものでは

)

われます｡間衣､輪袈裟を着用の方

行します｡少しゆっ‑りした調子で

ます｡正信偽(草四句目下)､念仏 幹事､常任委員を中心に全員で勤め

は本堂で勤行です｡当番の組の会長' の楽しいおとき｡それが済み'今度

ました｡

年は正午のおときからはじまりとし

参加できない､との声があがり､今 多‑おられ､午前中からの行事だと

お食堂でワイワイ語り合いながら

れました｡

午より､教区坊守会報恩講が開催さ

坊守会報恩講に参加して

三月三日､小雨降る肌寒い日の正

昨今､寺役等で多忙な坊守さんも

読めた｡ 信を伝える者となった表白と私には

教区坊守会長 江口 章子

)

した｡

さい｡｣と最後にご訓辞‑ださいま

その中身を理解する努力をして‑だ

ではな‑､日々正信侭やお経を読み'

日のお話は開けないことでした｡ んが､この場に出席しない限り､今

先生は､｢その場に参加するだけ

いて完全に理解することはできませ 説していただきました｡一度だけ聞 正因の違いを何度とな‑繰り返し解

は少し難しいお話でしたが､正機と

して‑だきり､不勉強の私にとって

伝紗』第十九条の文を引用して解説

んとな‑解ったつもりでいました｡

先生は『醍醐本法然上人伝記』や『口

ら幾度とな‑聴いている所です｡な 第三章のこの悪人正機は'若い頃か

していただきました｡『歎異抄』の 違い｣という題で二時間ほどお話を

でしたが､｢悪人正機と悪人正因の

もご多忙の先生､少しお疲れの様子 井上円先生をお願いしました｡とて 昨年に引続き第十三組浄泉寺住職の

は願っております｡ 方々に参加いただきたいと坊守会で す｡より多‑の坊守さん､又寺族の

勤行のあとは法話です｡講師には

年顔ぶれが同じかなということで

㈹

質

1 1

あれ｣との言葉どおり晴天に恵まれ､ 校での三日間は､｢今年も天気にな

2

号

ひ

協力のもと開催された｡ ター準備室のサポータースタッフの

初めてのスノーボードと日本海

初めて参加したセンタースキー学

2008年3月31日

び

天候ともに恵まれた｡ なあれ｣のタイトルの如‑､雪質･

で愉しむ池の平｣が､育少幼年セン で､第九回ファミリースキー学校｢雪

が開催された｡幸い｢今年も天気に 日程で第二十回センタースキー学校
去る二月十九日㈹〜二十一日㈱の

また､三月七日幽〜九日㈲の日程

岐阜県 炭竃 望

すみがま

願の日本海を見ることができました｡ るという幸運も重なって､ついに念 生が居多ケ浜のすぐ近‑に住んでい

上げても真っ青で'幼いころ絵本を

した｡折しも天気は晴れ｡講師の先 の日本海を見てみたいと思っていま

のない私は､一度､居多ケ浜から冬

本当に楽しい三日間でした｡ いあいとした懇親会に､温かい温泉､

に生まれ育って'日本海を見たこと

あっという間の最終日｡濃尾平野

初めて見た日本海は､青｡空を見

抜けて､本当に心地よかったです｡ 原の山々が見渡せて､風が頬を通り

できた時の婿しかったこと｡妙高々

のは､皆様のおかげです｡ターンが なんとかターンできるようになれた なんやろか､と不安になった私が､ な‑て'初日からこんなんで大丈夫 で漕ぐスケーティングが上手‑でき

とは忘れられません｡ボードを片足

を繰り返していた時に'スノーボー ては転び､少し進んではまた転び､ なって教えて‑ださったこと､立っ 履き方からターンの仕方まで親身に 体験の私に､講師の先生がボードの れました｡中でも､スノーボード初 数々の楽しい思い出を心に残して‑

ド班の方々が励まして‑だきったこ

朝晩のご飯も美味し‑て､和気あ
)

はと言えば｢お母さん､腰がひけて

は私より安定した滑りつぶりに｡私

キドキしながらリフトにのりました｡ 母の私も初心者レベルで親子共々ド 小二の息子はスキーが初めてでした｡

た｡

ます｡本当にありがとうございまし

に心からお礼を申し上げたいと思い て楽しい三日間を共に過ごした皆様 きったスノーボード班の皆様'そし

池の平でじゃぽん

福井から子ども三人と共に参加｡

講師の先生の指導の元､三日目に

ましのことばやアドバイスを‑だ 導して‑だきった講師の先生方､励 たセンターの皆様､親身になって指 い笑顔ともてなしで迎えて‑だきっ 初めてで右往左往していた私を温か

忘れないだろうと思います｡

した｡私はきっと､あの感動を一生

るという言葉を同時に感じた瞬間で 奪われるという言葉と､心が洗われ て幾度とな‑打ち寄せてきて､心が ‑青い海と青い空｡青い波が自‑なっ に広がっていました｡どこまでも続 見ながら思い描いていた海が目の前

最後になりましたが､何もかもが

福井県 佐々木真子

)

せています｡有難うございました｡ 来年もぜひ参加したいと思いを募ら

る様子を見て'またもじ〜ん｡

演出と温かい心配りに感謝しっつ'
スタッフの皆さんの熟のこもった

フの姿を見ながらホロリと涙してい 五才の娘が､遠ざかってい‑スタッ

した｡

別れ際'車窓から手を振っていた

して‑ださり'子ども達は大喜びで 子どもに向けて､やさし‑おはなし

にこらえている姿にじ〜ん｡ メダルを逃し､‑やしいけれど健気 の姉が三位､妹が二位になり息子は

カリナ演奏とおはなしがありました｡

最終日のお朝事に保倉さんからオ

な世界大会け‥になりました｡小四 作った竹の灯寵の灯り､とても素敵 聖火台に表彰台まで出現! 皆で 手作りのそり､聖火ランナー､雪の

.mじゃぽん叩‥』が開催されました｡
るよ‑ ｡｣｢‑ ｣

二日目の夜『すのこぞり世界大会

0

すのこぞり大会で､古川大会長より
優勝メダルを受け取る玄巣涼子さん

第

2008年3月31日

第日組

園垂寺

第8組

第7絶

速念寺 妙行寺

明善寺 明岸寺

第6組

長園寺 常敬寺

第4組

第5組

林覚寺

皆順寺 嘗正寺 西勝寺

2

号

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2組 せていただきます｡ 御寺院名を御披露し､御礼にかえさ

第3組

恩敬寺

浮念寺 明了寺

1 1

こ に､早期完納いただきました

耶山

二〇 七年度宗派経常費(相続講

完納御礼
専念寺 西蓮寺 明福寺 極生寺 間柄寺

蓮浮寺 常光寺 頗立寺

賛意寺 添景寺 法善寺

西光寺 最賢寺 浄蓮寺 本浮寺 安侍寺

覚真寺

敬音寺 願浮寺 正行寺 随念寺 浮善寺 常見寺 慈囲寺 養性寺

穐信寺 光栄寺 鷹満寺

二俣

下町

第6組 長囲寺 第6組 長園寺 第5組 西条寺 第2組 善正寺 ◎教師補任 第8組 臨行寺 第2組 東浄法寺 ◎住職就任 ●おめでとうございます

●おくやみ申し上げます

第6組 本覚寺前坊守 第6組 本浮寺前坊守 第6阻 雲妙寺前住職 第3組 浄福寺前住職 博の意を表します｡

(二〇 七年十月十一日〜

啓明寺 照専寺 龍覚寺

ご生前のご功労を偲び'謹んで哀
)

頚城

第13組

第12組
徳生寺 永戚寺 専徳寺

輪鳳寺

光囲寺 西忍寺 敬泉寺 善徳寺 光善寺 明源寺

真養寺

二〇〇八年一月二十一日)

願念寺 正行寺 聞名寺 本善寺 福浄寺 光徳寺 了蓮寺

二百二十二力寺
渡部 勝子 渡部 秀明 加茂 悦子 上官久美子

老野生和子 岡本 ツネ 岡田 清治 沼川 文就

宮越 亮 比護 秀美

第8組 西方寺 第7組 光源寺 第6組 等正寺 ◎得度受式 第1 2組 明善寺 第日組 照園寺 第7組 速念寺

豊田 正子 山崎 幸子 稲清水一美

たのか｡必ず訪ねる時が来る｡ 侶として何を求め､何を残して往っ

今､問われている｡ (南)

求道者として応えているだろうか｡

えて､動いたのはなぜか｡

私達の後に生きる者が､私達が僧

としての戒律をおかすリスクまで抱 ぜ立ち上がったのだろう｡厳しい僧

もある｡

ミャンマー'チベットの僧侶はな

けばい んだ｡｣と歩み始めたお寺 キストに｢l緒に読んで､聞いてい いう寺院住職が､自ら同朋選書をテ

ことになるのでは'と考える｡ べき姿を見失った時'さらに悲惨な

て受けな‑てはならない｡ 実は｢応えていない｣と悲しみをもっ い寺院が聞法の場になっていない現

数年前'講師の法礼がでない､と

法務で忙しい寺院より､そうでな

のでは､と思えてならない｡ 孤立して往‑生き方を選択している

地域だけでな‑､寺院が本来ある

らだろうか｡いずれにしても､自ら

うに感じる｡思い通りにならないか

たない｡そんな人が増殖しているよ

関沢 柴子 十玉 和恵 小島 英子

加しない｡人づきあいにも関心をも

地域を見ていると､町内会にも参

圃編集後記蘭

