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教化計画スローガン

真のよりどころを

明らかにしよう

雪解け水を集めて落ちる陽春の滝

バードウオッチング

新緑山肌と高谷池

自然豊かな池ノ平青少年センター
乗本願寺池ノ平青少年センタI主任　保倉　謙雄

標高七五〇メートルの妙高高原池ノ平では､一ケ月早-冬が訪
れ'一ケ月遅-春がやって来ます｡つまり､頚城平野の冬よりもさらに二ケ月間も長い冬を過ごすことになります｡しかし春先に高田と妙高を往復することは'桜から新緑の季節を二ケ月間たっぷり楽しめることにもなるのです｡

そのような中に'東本願寺池ノ平青少年センターは､今から

三十四年前に､｢野外研修道場｣として誕生しました｡以来施設周辺の環境の変化とともに､利用のされ方も随分と変わってきたと感じています｡多忙の中､子ども達と関わり合う指導者･スタッフの皆様の後ろ姿を拝見する時､頭の下がる思いとともに､この場の大切さを思わずにはいられません｡

設立当初の目的である｢青少年教化｣と｢指導者の訓練｣の場

としてこのセンターが､今後も開かれ続けてい-ことを願う時､研修だけでない様々な形でより多-の皆様の利用によって､この場が保たれてい-ことを願うことです｡

緑あって高田教区内に設置されている宗門の施設です｡厳しい

自然環境の中にあればこそ'時にすぼらしい顔を見せて-れる風景を､個人やグループで楽しんでいただきた-思います｡皆様のご利用をお待ちしています｡ぜひ一度'お越し下さい｡

まがった白樺の木

と歩くスキー

シーソ-をする子ども

いもり池に若葉萌える
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退任御挨拶

前教区会議長　藤戸　秀庸

今期をもちまして教区会議員を退
かせていただきました｡私が最初に教区会に出ましたのは､教区費の支出､特に本山職員への種々の公にされていない教区手当の改正を求めてのことでありました｡

その後二期目で副議長に選出され'
副議長を二期つとめざせていただきました｡さらに議長として二期｡上官修清副議長･鷲嶺紀文副議長に支えていただきまして無事今日の日を迎えたことであります｡

思い起せば､副議長になりました
時に高田別院庫裡が全焼したのであります｡以来'別院の要･不要､縮小論等々､ありとあらゆることが話題となりまして'落慶の日を迎えるまでに七年の歳月を要したのでありました｡そこには､業界関係者と所長輪番との癒着が見え隠れし､きちんと清算した上でなければ'再建には着手はできないとの認識からでした｡徳山文秀議長のもと､大変な時期を乗り越えてきたことであります｡

本堂改修･別院会館落慶法要｡そ
して､御門首御親修によります蓮如上人五百回御遠忌法要｡さらに五組

から御流罪八百年に向けての提案があり'同時進行の形で'その準備も進められたのであります｡

そして､昨年四月に五日間､五月

に四日間'別院･光源寺様･居多ケ浜･文化会館を会場に､一大イベント『越後御流罪八百年法要』が執り行なわれたのであります｡計九日間で全国から六千人を超える方々の参詣がありました｡凄いことであります｡あらためて､皆様のおかげと心よりお礼申すことであります｡
五期十五年､本当にお世話様にな

りました｡区切りとさせていただきます｡教区会議員は退きますが､私はこの経験を生かし､新たな形で､教団人としての責務を果たす､その時期を待ちたいと考えております｡なにとぞ､引き続きの御指導御鞭撞をお願い申し上げ､教区会議長退任の挨拶とさせていただきます｡

就任御挨拶

教区会議長　北傭　頼宗

この度､臨時教区会に於きまして､
教区会議長に選出されました｡皆様のご協力を得て､重責を担っていく覚悟であります｡よろし-お願いいたします｡

さて､この度の教区会は､これま

で教区においてご尽力いただきました藤戸前議長･鷲嶺前副議長がその職を辞され､更に長年議員を務められた先輩方も多数ご勇退され､随分と新しい顔ぶれになりました｡

どなたが選ばれても正副議長共に
初めてとなる状況の下､教区全議員の中では最年少で､まだ二期目という､文字通りの若輩者であります私が'ご推薦をいただき､議長に選出ざれましたことは'光栄であると感じる以上に､その重責に身のすくむ思いであります｡

これから'教区は二〇二年の宗
祖親鷲聖人七百五十回御遠忌､さらにその先(同朋会運動五十周年)　へ向けて大事な時期になっていきます｡また､すでにご存知の方もあると思いますが､組改編･教区改編というこれまで経験したこのとない動きが始まってきています｡

)

そういう大きな動きの中で大事な

ことは'目先の事柄にとらわれてはならないということではないでしょうか｡お念仏の教えにご緑を頂いた私どもが､本当に大事なことは何なのかを明らかにすべき時が来ているのでしょう｡

今から四十六年前､宗祖七百回御
遠忌を機縁として起きてきた厳しい自己批判'深い憾悔を通して､危機感に押し出されるように生まれてきたのが､｢真宗同朋会運動｣という信仰運動であったと聞いております｡

三年後に宗祖七百五十回御遠忌を
お迎えする私たちは､その願いに立ち返り､あらためて一人ひとりが宗祖の明らかにして-だきったお念仏の教えに我が身を聞いていかなくてはならないと思います｡

私どもが身をおいている真宗大谷
派教団･教区･組･寺'そして僧侶である私が､この世‥｣の時代に存在する意味を自らに問いながら､教区会議長という大役を勤めさせていただこうと思っております｡

なにぶん経験が浅-至らぬ者であ
りますので､皆様のご指導と､ご協力を賜り'その任を果たしてゆきたいと存じます｡よろし-お願いいたします｡
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二〇〇八年四月二十四日施行の教区会議員選挙の当選人が左記のとお
り決定しましたので､報告いたします｡

.なお'選出教区会議貝に初めて就任された四名の議員の方に原稿をいただきました｡

黒 亶ｲ�岩 冏��老 野 生 �+r�袷 儖b�北 ���竹 冤r�義 

坂 冏ｲ�崎 ����仂r�井 俥��傑 �62�|ﾒ�田 傭 �62�選､ 人 

克 几｢�莱 佝"�常 ��2�祐 做r�頼 剩V｢�X���のて 氏 

己 ��Ji E3 ���昭 俾b�昭 俎2�慕 劍��秦 

第 俯��第 ��b�第 ��b�第 ��b�第 ��b�第 ��b�孤 

1 ��2�ll 迭�6 唐�2 途�6 ��"�7 �2�

組 ��r�組 ��r�級 ��r�組 从��組 侘r�組 ��r�

賓 ���専 佰R�本 ��R�常 �&��照 丼r��ﾈ5"�正 ��ﾂ�所 属 守 院 名 

光 �(��敬 侏��壁 亊��囲 俚��行 �;��念 ��ｲ�

寺 倬ｲ�寺 倬ｲ�寺 倬ｲ�寺 偃r�守 倬ｲ�守 倬ｲ�

(記載は選管受付順･敬称略)

第三組西性寺　楠田　昌樹

この度の教区会議員選挙において
多数の方々からご推薦を頂き立候補Lt無投票ではありましたが初当選させて頂きました｡

今春まで'二期副組長を務め､教
区の実情をある程度は把握しているつもりではありましたが､｢組改編｣

｢教区改編｣ 'そして来る｢宗祖親鷲
聖人七百五十回御遠忌｣等､教区における山積みの課題を前に､今責任ある立場に立たせて頂き'その任の重さをひしひしと感じています｡

平成八年より高田別院非常勤列座
を務めさせて頂き､自分なりに｢大谷派の儀式｣を学んできた中で'先に行なわれた｢御流罪八百年法要｣での教区人の｢儀式｣に関する意識の希薄さを感じました｡これから｢宗祖親鷺聖人七百五十回御遠忌｣をお迎えするにあたり､自分の学んできたことが発揮できる場があればと考えております｡

北傑新議長と同年で､今回の教区
会では最年少議員ではありますが'先輩諸氏並びに教区の皆様のご指導を賜り務めさせて頂きたいと存じます｡宜し-お願い致します｡

第五組光源寺　堀前　憲裕

この度の教区会議員選挙で新し-
議員に就任し､身のひきしまる思いで責任の重大さを感じております｡

選挙管理委員をしておりましたが､
任期中三回行われた教区会議員選挙のうち二回は一票差で当落が別れたいわば｢おそろしい選挙｣を目の当たりにしてきたこの自分が'まさかそこに立候補する身となるとは想像がつきませんでした｡

教区会議員選挙制度につきまして､
三権分立の原則からみた組長議員の問題性や被選挙権の有教師までの拡大を意見として持っております｡

組の推薦をいただいて就任したわ
けでありますが､会議の内容を組内報告する義務は当然あると思いますが､組の利益誘導等は考えず教区全体のことを考える方向でありたいと思います｡

組改編や教区改編の問題､そして

三年後に迫った宗祖聖人七百五十回御遠忌法要への取り組みという大きな課題があります｡高田教区として先の蓮如上人五百回御遠忌の総括をふまえ､反省点の二の舞を演ずることのないよう対応すべきだと考えております｡
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第七組正念寺　竹田　　情

この度､教区会議貝に選出され､
日が経つにつれて身の引きしまる思いです｡皆様のお力添えを賜りまして勤めてまいりたいと存じますので､何卒よろし-お願い申し上げます｡

さて､昨年は親鷲聖人越後御流罪
八百年法要が厳修できましたことは､この上もない喜びでありました｡

この記念事業は教区内のみならず
全国より､宗祖御流罪の地､上越にお参りいただき､本願念仏の教えに､改めて我が身を聞き開いてゆかなければならないと､共々に確かめあった法要でありました｡又､三年後には宗祖の御遠忌法要､そして翌年には同朋会運動発足五十年を迎えます｡

この事業を目前にして､同朋会運
動の活性化を図る道を明らかにしたいと思います｡

さて､寺院を取りま-問題として､

｢門徒戸数調査｣が実施され､この
度'結果報告されました｡社会状況の変化によって､寺院の護持､教化面に､現代の人に即応した機能が必要になってまいります｡

みなさまの更なるご活躍を念じま
して新任の挨拶とします｡

第十二組善徳寺　横田　　力

このたび､教区会議員選挙を通じ
て多-の方々が宗門に対する危機感をお持ちであることを感じました｡十二組では過去二十数年間で三十五ケ寺が二十一ケ寺に減少し､すでに一地区では真宗寺院が皆無となりました｡このことは十二組だけでな-教区'ひいては宗門全体に共通する傾向であることは明白ですが､現実を直視することを避け取り組みを先送りにしてきたように思います｡廃寺を単に過疎問題や後継者問題として個別に捉えるのではな-､大多数の寺院が直面している宗門の危機と認識すべきではないでしょうか｡

来る宗祖親鷺聖人の七百五十回御
遠忌が､その後の五十年間の宗門のあり方の議論を深める機会となり

一ケ寺でも多-の寺院が次の御遠忌
を迎えられるようになることを願ってやみません｡

私は教区の将来を担ってくれる人
たちが少しでも活躍しやすい環境を作るために微力を尽-したいと考えています｡

正　副　組　長　選　挙　報　告

このたび､二〇〇八年三月三十一日正副組長任期満了に伴い､正副組長選
挙が行われ､左記のとおり当選人が決定したので､報告いたします｡
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新潟親漕学会第五回大会を終えて

大会実行委員長　金子　正美

松野純孝氏

新潟親鷲
学会は､数年前に真宗教団を名告る｢派｣が

一堂に会し

て親鷲聖人の教えを学ぼうと結成された学習の場である｡
この学会がここ越後で結成された

ことに特別な感情を抱-のはこの私だけであろうか｡

事務局の富津氏から呼びかけ人の
依頼があったとき以来'いずれ上越でこのような会を催すことになる予感はあった｡しかし実行委員として動かねばならないことを考えて､出来るだけ向こうへ行-ことだけを考えていたというのが正直なところである｡

昨年の秋､評議員にとの話があり

三条に赴-ことになった｡かなり遅れて到着した私を一人待っていてくれた氏は､上越での大会について静かではあったがしっかりとした口調で私に語り出した｡

新潟､長岡での大会､そして何回

か開催された研修会のほとんどを欠

席していた私には引き受ける以外に答えはないように思われたのである｡

年末押し迫った十二月十八日と新
年早々の一月十五日に高田での会合が開かれた｡そして大場厚傾氏､安達恩氏､直江智成氏､井上円氏､宮本亮二氏'比後孝氏､井上陽雄氏らに実行委員になっていただき､大会に向けての歩みが始まった｡

今思うと､最も大変なことの一つ

に研究発表者の選出があった｡
しかし､皆さんからの協力で当日

発表された四名を三月十七日に選出することが出来た｡ただ残念だったのは､新井別院の究鐘が見つかったというニュースを知ってそのことについてお願いをした方が病のためにその場に来ていただ-ことが出来なかったことである｡

研究発表
①竹田俊朗(本願寺派板倉区浄厳寺)

国府別院の御影巡回法座
②坂井龍輔(大谷派頚城区浄厳寺)

親鷲聖人のご結婚に関する諸問題
③宮本亮二　(大谷派頚城区柴恩寺)

真宗の興隆と法難
④上野葉菜(大谷派吉川区養善寺)

親鷲上陸地赤岩の潰そして記念講演は松野純孝氏(牧
区一念寺)という形に出来上がった

)

のである｡

事前の葉書による出席の返事は六
十五名ということであったが､研究発表'講演会が午後に設定されたせいか高田別院の御食堂には八十八人､夜の講師を囲んでの懇親会には三十五人の人たちが集まって下さった｡過去最高の人数であったと後で知らされた｡

当日の研究発表の座長を任された
私は話の交通整理をすることが出来ず'後のお二人に対する質問の時間を端折ることになってしまった｡申し訳ないと感じている｡

聴衆の関心を集めたのは､坂井氏

のものと上野氏のものであったように思われた｡いずれ学会の紀要に載る予定であるので､是非一読を頂きたいと思う｡(会員外でも入手は可能)

松野氏の講演は｢ゐなかの人々と
親鷲｣という講題のもと､非常に熟が入ったお話で聴講者の感動を呼んだものと思われる｡九十歳近-の氏が熱っぽ-話されるのを見てあの曽我量深師の姿を思い描いていた｡

特に｢いのちをつぐ輩｣という言

葉は親鷺が越後で発見されたものではないか､という所に私は氏が聖人の書かれたものをいつでも身近に置かれて目を通しておられる姿を想っ

)

たものであった｡

ここでも残念なことがある｡当日
取材に来て今現在放映されているケーブルテレビでは｢親鷲聖人を語る文化講演会｣と紹介されていることであるoせめて新潟親鷲学会の名前とその願いを伝えて欲しかった｡

この学会の実行委員になり､委員
長という大役を何とかこなせたのは'目に見えての応援'目に見えない人たちの支えがあったことであると改めて感じている｡何度も呼びかけられながら､動かない私に落胆されていた事務局の皆様に､金子を見ていただいたことが私の一番の収穫であったように思われる｡

高田で開催することを引き受けて､

そのことを黙って受け止め､実行委員に加わっていただいた委員各位に衷心より御礼申します｡

後の懇親会でも話題になっていま
したが､｢派｣を越えての交流はかなり難しいものがあることも確認できました｡難し-てもこのような形で年に一回でも二回でも集まり語り合うことは｢親鷲門徒｣としての自覚も深まることと実感させられました｡

私は､この良きご緑をこれからの

学びの出発点としたいと思います｡
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昨年七月十六日に起こった中越沖
地震に被災された､第十二組数念寺

(朝川陸洋住職)を『響流』第二一号の｢寺院クローズアップ｣にて
お知らせいたしましたが､御修復工事が完遂されたということで'この度お伺いさせていただきました｡

前回お伺いした時には､本堂は全
壊を意味する赤紙が貼られ､｢中に入ると平衡感覚がな-なってしまい

前後復復修修-　←

十分と居れないんですよ｡｣と肩を落としながら住職が語られていました｡今回お伺いしてみると'本堂の傾きを始め､宮殿を支える台柱'ずれてしまっていた向拝柱なども､被害に遭われる前の本堂の姿にご復元された姿がありました｡

数念寺さんのご門徒の半分近-が
中越沖地震による被害に遭い､その内六軒は半壊の判定を受けている中､お手次のお寺をこのままにして置けないと､総代さんを始め世話人の方々のご協力で'昨年の十月の総会にて'ご修復工事が決定しました｡本堂の屋根に雪が降り積もるとさらに斜めに傾-恐れがあったため､雪が降る前に本堂の傾きだけは元に戻そうということで､十一月下旬から工事が着工したとのことでした｡

先ず､壁を全て落し､屋根と柱だ

いただけで､土壁を塗るのはまたの機会ですね｡それでもここまで復元させていただいたことは､本当に感謝いたしております｡｣と､また､｢本山や教区からた-さんの共済金やら､お見舞いを頂戴し'ご門徒の負担が少しでも軽-なったことは本当に助かり､ありがとうございました｡｣ともおっしゃっておられました｡

ご奉告法要が六月十五日にお勤め
されるそうです｡

(五月二十二日取材　竹田)

けの状態にし､土台から柱が動かないように固定し'チェーンブロックでゆっ-り'ゆっ-り引き起こしたそうです｡

また'防火工事として､庫裡と本
堂との間と､お内陣と外陣との間の天井裏には厚さ十二､五ミリの防火壁が四枚重ねで設けられました｡さらに耐震工事として筋交いや壁が無かった所に新たに壁を設けるなど､震度七-らいの地震が起こっても倒壊しないようにと､ご修復工事と合わせてとり行ったそうです｡

本堂の壁は土壁を塗った様にも見
えたのですが､住職にお聞きすると､

｢今回はそこまではできませんでし
た｡大工さんから板を張っていただ



VJ早311第ひ　　び2008年6月30日

養成講座の経過と課題

第六組前組長　滋野憲雄

本山指定を受けた第一次は､財政
援助の豊かさと初めて取り組む若手スタッフの熱意があり､

一､組を六つに分け､さらにその

中に若年層のための夜の部を設けた｡

二'『真宗同朋会推進員養成講座
ハンドブック』に忠実に従って進められた｡また､継続的な聴講･聞恩を願い､講義録を次回講義までに配布した｡

後期教習の上山はブロックごとに

五回にわたり'二〇〇余名の推進員が生まれた｡なお六組(高田地区)在住の他組所属受講者のアフターを高田別院で計画していたが､職員の交代などで実現できなかった｡
当組では準備年度に前回の総括を

し､見えた課題に対策を講じてきた｡
第二次以降は組の自主講座となり､

財政面･運営面で対策を講じた｡

二組を二分し､講師にレジュメ(講義概要)を用意していただ
き講義録作成を省いた｡

二､話しやすい座談会とするため'

司会は推進員スタッフにお願いし､受付なども育成貝･推進員

スタッフで運営することにした｡

三､新推進員と既推進員･育成員
との交流を促進するため､ブロックごとに集まる合同講座を持つことにした｡

第三次では､各寺院の講座の取り
組みに対する姿勢の温度差が浮き彫りとなり､その克服につとめた｡

一'推進員のない寺院に'受講者

の発掘を依頼した｡また､受講者を出すだけでな-､僧俗ともに聞法することとした｡

二､若年層が受講しやすいように､
二部制(午後･夜)とした｡

三㌧｢王舎城の悲劇｣　の理解を深

めるため'人物関係図表･ビデオ鑑賞で学ぶ回を追加した｡
各寺院の温度差の解消は困難で

あった｡また若年層の京都での後期教習も難しいことが分かった｡これは離郷と核家族化で伝統の継承が困難なことと'それに伴う若年層の物心両面(物理的･心情的)において寺離れが進んでいること､さらには寺院もその波にのまれ教化力が低下していることを感じさせた｡
これを受け､第四次では従来の〟各

寺同朋の会を生み出し､拡充することと推進する人を養成する″から､

〟教えに遇う場づ-り″にシフトした｡

l'講師のレジュメを中心にしたo二､推進員以前に､真宗門徒とし

ての生活になじんでもらうため､正信偶の練習･お内仏のお給仕を､本講座前の入門講座とした｡

三､座談会も日常生活の諸問題を

話しあうようにした｡

第五次は､不況下で別院再建･本
山両堂屋根葺き替えの浄財を募る時期にあって､教化の最重点施策の養成講座は第四次の方向性〝教えに遇う場づ-り″をさらに推し進めた｡

一㌧講座名を｢真宗講座｣に改め､

各寺の共同教化を組においてする視点で取り組んだ｡

二㌧教区指定養成講座としては'

初めて教区外から講師を選定した｡

三､仏教語を使わず､自己のあり

方を問う講話を展開した｡
あえて中越地震で全壊した寺院住

職に講師を依頼した｡その講師の知名度もあり'再び受講する推進員も多-､受講者は九十人にのぼった｡後期上山については初期受講者の七割にとどまったが〟教えに遇う場づ-り″としては評価できよう｡また'新しいスタッフの熱心さ･事務能力の確かさはこの講座を支える原動力

となった｡人材の発掘がいかに大切かを感じさせる｡

推進員のアフターケアがいつも問
題となるが､寺の行事(報恩講･聞法会･修正会など)　に率先して奉仕される人･気安-来寺する人のいる寺院が増えていることは事実であり､これは大事なことだと思う｡なお､二〇〇七年度からは御遠忌への基本理念〟宗祖としての親鷲に遇う″　の施策の一つである｢親鷲聖人講座｣を組内二会所から六会所に増やし､年二回の開催をもって推進員のアフターケアとしている｡最後に

現在の時代状況(高齢化と核家族･
親子共同生活の崩壊･寺院と所属ご門徒との居住地の隔たり)を考えたとき､養成講座は組の枠を超えた教区単位での共同教化をする時代が来ているのではないか｡行きやすい寺で学びあうことができる場づ-りこそ'教化の生命線ではないか｡

報恩講･葬儀などでは所属寺との
秤を深め､近-の寺に気軽に開法に行ける｡それが真の同朋教団ではないかと思われる｡その育成のために養成講座を各組が同一スパンで､かつ同時期に開催されることが願われる｡
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r弟と女のつながり■の中から｣

第七組慶楽寺
堀川久美子

高田教区｢えんの
会｣主催の公開講座が､五月三十日に開催されましたo

直江会長より'｢恵
信尼公と親鷲聖人との関わりあい､異なりを生きる者との出

会いによって自分が破られてい-0宗門･社会での役割分担の固定化やその領域の中に座り込み､声を聞こうとせず､主体性を奪われる関係を生きている｡親鷲が願われた『一人ひとりが､そのいちにんを生きあう関係』が見えて-る｡〔同朋〕として'その歩みとして､公開講座が機縁となることを願い､宗門･教区･社会に発信していきたい｣と､あいさつがありました｡ひき続き公演に入り､
｢真宗の問題と性の問題は関係ない

と排除されてきた｡しかし今日､私たちが身を置いている場(社会･国家とのつながり､時代･し-みの中に女性はおかれてきた姿)が見えて-る｡明治時代の女子教育(良妻賢母･国を想う女性)　であり､現代の私たちの意識の底辺となっている｡男性観･女性観をすり込まれてきて

〕

たことが問題である｡『恵信尼消息』の中でも､つながりを生きる恵信尼･親鷲の姿､お互いに影響しあい､響きあいながら'一人ひとりとしての関係､共に生きることを通して､願いを一緒にもたれ､他者としておがみあう水平の関係'生死を越えたものであり､そこには､『真宗の教えに出過っていた』ということである｡今日､『同朋社会の顕現』と詣いつつ､女性を含めたシステムになってない'しかし､『両性で形づ-る教団(社会)』を願って､あらゆる場で､どのような関係性を作り変えてい-かが大切である｡｣と､見義氏より､多-の問題点･課題を私たちに提起して頂いた｡講演終了後各班別に分かれ'意見交換を行い現実の問題点が少しずつ垣間みえてきたようである｡今後､｢えんの会｣として､組･教区･宗門へと声を届けていきたい｡一人ひとりがそのいちにんを生きあうために-｡

拷.女性室会議にて作成 

⑤産んでくれまずは男を寺のため 
㊧教区会.組会男ばかりで何決める 
㊧世襲制寺は一体誰のもの 
㊨なぜだろう素直に聞けぬ義母の声 
⑳平等をわかったつもりにしていない? 

㊨認め合う男と女同じ席 
◎勇気だし女の甘え辞退しよう 
㊨桃栗3年柿8年同朋になるまであと何年 

(一部紹介) 

第一組円照寺　藤島　　直

六月八日脚に高橋哲也先生(東京
大学大学院総合文化研究科教授)をお迎えし､｢靖国問題と日本の宗教｣という講座が行われた｡レジュメはなく､当時の映像資料をはじめ､膨大な資料を参考にしての講義だったが､高橋先生のお話はとても整理されていて､何が問題なのかを私たちによ-理解できるように講義して-だされた｡同時に､私たち自身が与えられた資料をどう読み､｢靖国｣という問題をどうとらえるかという宿題も与えられたと感じている｡高橋先生は､靖国問題の本質を｢感情の錬金術｣にあると指摘された｡つまり'｢靖国｣が戦没者遺族の｢悲しみ｣を｢喜び｣に変える装置であるということである｡本来､悲しむべき死を国家のための功績として意味づけることで､喜びに変換させ､戦争に対する疑いや国家への失望の感情を停止させる効果が｢靖国｣にはあるということ｡またその効果を現代においてもはたらかせようとしていることに問題の核心があることを指摘された｡私が印象に残ったことは､先生の提示された戦時中の映

像資料の中に｢東京へ行ったら､まず靖国神社に参拝すること｣を推奨するコトバがあったことである｡私もまた教団に属する者として､｢京都へ行ったら､まず真宗本廟へ参拝すること｣を信仰的根拠のないままに公然といい放っていないだろうかと考えさせられた｡｢靖国｣が｢人間のための国家｣を｢国家のための人間｣に変換する装置だとしたら､真宗大谷派も｢人間のための真宗｣を｢真宗のための人間｣にする可能性を内在しているのではないか｡事実､高橋先生はい-つかの資料を提示され､偏狭な国家主義の価値体系に､普遍的な価値を持つはずの宗教がとりこまれ､むしろ宗教的イデオロギーの側面から当時の｢日本の宗教｣が｢感情の錬金術｣の道具として､人々を扇動していった事実を明らかにされた｡また､その資料で取り上げられた暁烏敏の｢万歳は永遠の生命であり､無量寿であり､阿弥陀であります｣(｢万歳の交響楽｣)というコトバが､私の属する教団も例外ではなかったことをあらわしている｡今､私にとって｢靖国｣問題を考えることは'｢真宗｣とは何か､｢国家｣とは何かを問うということになるのだと思う｡
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｢不戦平和の思いよとどけ-戦争
体験を風化させないために-｣のテーマで五月二十六日､高田教区教化委員会の社会問題研修会(黒坂克己主任)は高田別院に栃木県足利市から､秋草鶴次氏を迎へ四･八組担当で公開講座を開催した｡

黒坂主任は｢沸教の身土不二は自
身と切り離せない時代社会を言い､そこに生ずる社会問題をどのように受けて生きてゆ-のか､係わらざるを得ない問題を共に照らされて見たい｡｣と挨拶｡

秋草さんは昭和十九年七月に硫黄
島に出兵｡当時十七歳の海軍志願兵として通信兵の任務を受けて横須賀から出船｡父島を経由し硫黄島に上陸した｡

講座は九十分間､硫黄島に上陸し

秋草鶴次さん

た時からのようすを静かに語り始め'米軍の総攻撃のようすを､生きて見届けてきた証人として語った｡
｢一月二十五日'米軍の攻撃は空

からB29が'海からは四十m砲弾が杵裂｡地上の生き物は蟻一匹も認められない島に変わった｡｣

日本軍二万三千人､米軍は二十五
万人の当時の戦況下｡十分な食料や物資のない中で､砲弾の中を-ぐり抜け､無数の日本兵の死体や追いつめられた仲間の叫びを身に受けながら最後の総攻撃に耐えていたという｡

三月八日'総出撃し右手を失い左
脚大腿部を砲弾片貫通の負傷を受けた｡壕の中の負傷兵やその治療をするにも医薬品が不足していたようすや､次々に突撃した親友が帰らない状況を､当時そのままにかみしめながら語った｡

秋草さんが日本軍玉砕の硫黄島で
捕虜となり､日本に帰国したのは昭和二十一年の一月｡

｢このまま死んだら仲間がなぜ死
んでいったのか無意味になる｡私は話し続けることで生きる意味､戦争の無い世界が何なのかを言い続けたい｡｣と自身の思いを訴えた｡

会場の別院本堂には百十人の聴講
者が集い'熱心に耳を傾けた｡

高田教区教化委員会の門徒会研修
会(五味川千秋主任)は五月二十七日､高田別院ご命日の集いに合わせて二〇〇七年度最後の研修会を開催した｡

研修会開催前に親鷲聖人の命日お
逮夜のご法話を聴聞する企画は今回で二回目の試み｡

会場の別院本堂には二十名を超え
る会員が一般の聴聞者とともに､頚城区浄厳寺住職､坂井龍輔氏の話に熱心に耳をかたむけた｡

坂井氏は『教行信証』信の巻の講
義から信の開顕の大切さを説き､母親の存在と｢いのち｣について触れ､そこから現代の家庭のあり方について問題を展開､家族の秤の大切さを説いたrJ

渡部光治氏(左)と池田弘氏(右)

坂井　龍輔氏

門徒会研修は場所を本堂からお食
堂に移し､五味川門徒会長の挨拶の後､高田教区の門徒を代表する参議会議員の渡部光治氏と池田弘氏の両氏が議会報告をした｡

参議会は宗派が年1回､京都に全
国三十教区の門徒代表を集め､宗議会(僧侶の代表)　の議案を門徒の立場から審議する重要な議会｡

渡部議員からは議会審議の内容が､
池田議員からは議会組織の報告説明がなされた｡

出席した門徒会員からは宗議会と
の関連､その組織と門徒会の役割についての意見や質問が出され､一時間半にわたる活発な意見交換がなされた｡　　　　　　(取材　南)
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第五阻林覚寺門徒　小杉伸一郎
この講座を受けることになった

きっかけは､父の死でした｡

これから先､やるべきことが出て
きた時､何をどうすれば良いのだろうと思い悩んでいました｡

そんな折に､ご住職よりこの講座

のお話しをいただき､二つ返事でお受けしました｡

前期教習では､地元でありながら
行ったことがないお寺で講義を受け､後期教習として京都の東本願寺同朋会館にて二泊三日の講義を受け､帰敬式受式後､法名をいただきました｡

同朋会館では､老若男女様々な方
がおられ､特に若い方が多-､イメージが違って大変驚きました｡

たまたま､私の頭が坊主だった為
に別の奉仕団の方に｢どこかのお寺の若さんが奥さんと一緒に来ている｣と､勘違いされていました｡

そんな楽しいエピソードもありな

がら無事に全教習を終了し'推進員となることができました｡

まだまだ解らないことばかりの状
態ですが'これから南無阿弥陀仏の心を大切にしていきたいと思います｡

第五組宝善寺門徒　酒井　勇二
仏教を学ぶという事はどういうこ

とかわからないまま受けた前期教習も､北僚先生のわかり易い講義で､回を重ねる度に少しずつ自分なりに理解できるようになり､無事修了しました｡

いよいよ二泊三日の後期教習を受
けるため本山に入りました｡

結成式の挨拶では｢ここで出遇っ

た言葉やさまざまな出来事を通して､感じられたことを大事にしていただきたいと思います｡｣という歓迎の言葉で後期教習が始まりました｡
阿弥陀堂参拝､諸殿拝観では､そ

の規模と荘厳な重さにただ圧倒され手を合わすだけでした｡

帰敬式受式では､阿弥陀如来と親
鷲聖人の御真影の前で仏弟子の名告りである法名をいただき'感激で体がふるえる思いでした｡

又､御影堂修復現場視察をさせて
いただき､当時の御門徒の再建への熱意と長い歴史を感じました｡

この度の教習において御苦労いた
だいた先生及び各住職並びに先輩推進員の方々に､深-感謝致します｡

今後も仏縁を深める中で自分を見

つめ直していきたいと思います｡

真宗本廟の明治造営で多数の犠牲
者を出した有縁の村(現､吉川区川谷)で､六月二十二日､百人を越す参加者を得て研修会が開催された｡

今回の講演主題｢誰も傍観者では

あだちはらとおろ

いられない｣の講師は足立原貫氏で｢人と土の大学｣｢草刈十字軍｣を主
催している人である｡

一九七四年五月､富山県の森林開
発公団造林地に､下草刈りの労働者不足を理由に､ヘリコプターによる除草剤散布が行われようとしたことから事件が始まる｡その下流域で｢人と土の大学｣　の事業を展開していた足立原氏等は､薬剤による人体や農作物への被害を懸念して散布中止の抗議行動を起こしたのである｡しかし｢森の育成｣は､社会の必須事業であって､反対だけですむ問題ではなかった｡そこで氏等は薬剤散布を行わずに資源や環境を守る方向を行動で示そうと､東京を始めとして全国の若者に山林の下草刈り参加を呼びかける運動を起こしたのである｡それが映画にもなった｢草刈十字軍｣である｡

しかし'十二筋の山林の下草刈り

は､十日間で延べ三千人が必要の大

事業である｡挫折する若者も少な-なかったが'多-の若者が汗を流したという｡その中には全盲の人もいた｡｢何か協力させて欲しい｣と懇願してきたのだという｡そこには人びとを｢傍観者ではいられない｣という気持ちにさせた運動の成果が見えて-る｡

氏は訴える｡｢社会には今やらな

ければならない問題がた-さんあるが､批判するだけでは先に進まない｡行動で示してこそ社会がよりよくなっていくのだ｣と｡また､｢やりた-なくてもやらなければならないことでも'行動することで自分の目標が見つかるものだ｣と熱弁をふるわれる｡ヒッピーといわれた若者に富山の山中で草刈鎌を握らせ､蜂に刺されながら行動を共にされた言葉として､重みをもって聞-ことができた｡

その後､パネルディスカッション

が開かれ､それぞれの立場からの環境問題に対する意見が述べられた｡
環境問題を考えることは､いのち

のつながりを考えることである｡｢今､いのちがあなたを生きている｣と説く私たち寺院関係者にも､こうした社会問題に取り組む行動力が求められていると思った｡(取材　上野)
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第七組入善寺　海野　憲英

今回の旅は､スタッフの一員とし

て参加させていただきましたが､そのせいか､｢怪我人が出た時の動普-- ､子供達の面倒-- ､何かあれば責任問題になってしまうかも-- ｡｣などと､私にとっては重苦しいものでした｡

しかし､長野市に近づ-につれ､
周りの景色は一面田んぼから緑の山々と林檎畑へと移り変わり､ほのかに咲いた白い花は春の訪れを告げているようで'そんな私のストレスを吹き飛ばすものでした｡

初日の見所である松代大本営跡で
は暗闇奥深-続-地下壕とその入口にある強制労働慰霊碑が､｢あなた逮(日本人)もこんなひどいことをしてきたのだぞ-- ｡｣と訴えかけているようで､心苦しいものがありました｡

二日目は､篠ノ井の康楽寺･専精

ゆかり

寺へと歩-｢親鷺聖人縁の寺巡り｣でした｡皆一緒に歩いている中へ歩-ということは､自分自身の人生の歩みでもあるのではないのかと思いました｡また､一人ではな-皆とl

緒に歩-ことは'｢それぞれ一人で歩いている気になってはいるが､実は単独ではな-必ず誰かと共に歩み､支え合っている-- ｡｣そんな連帯感を感じさせて-れました｡

今回の旅で､親鷲聖人と行動を共
にした西仏坊という自分と関係の深い寺である康楽寺･専精寺を御参りすることで､真宗信仰者としての自覚が深まりました｡また'戦争の一端をかいまみ､平和であることの有り難さを改めて教えられました｡そして何より無事に旅を終えられたのは､同行の皆さんのおかげと感謝しています｡

第六組善念寺　滋野　憲史

四月二十九日､八十名ほどの参加
者が集い'武田定光師をお迎えし､例年にな-盛況の仏育公開講演会が開かれました｡

当初からGWやら田打ちの時期や
らということで､チケットもなかなか売れない中'当日を迎えるのが心配で､ご講師に｢参加者が非常に少ないと思われます｡｣とお話したところ､｢聴衆に数は関係ありませんよ｡｣とのお声をいただき､人数の多少にのみとらわれていたことを教えていただいたことでした｡

また､講演の終わりに｢『ありが

とう』の反対語を知っていますか?｣との問い掛けがあり'｢反対語は『あたりまえ』です｡その感覚が私どもの生きる力を失わせ､事なかれ主義とさせてゆ-｡また無気力･無関心･無感動にさせ'より私どもを閉塞させ､強慢な者にしてゆく｡その『あたりまえ』からの開放が信心であり､起こり得ないことが起こったという､有ること難しの『ありがとう』ではないでしょうか｡｣と'お聞かせいただき､いかに自分が強慢な者であ

)

るかと知らされたことでした｡

また､｢講題にあります『【親鷲に
帰れ】から【親鷲から出発する】へ』の【親鷲から出発する】とは､親鷺と親友になることです｡報恩講のご

うた

和讃でも誼われておりますように､釈尊の方から親友と呼ばれ､七高僧とも､親鷺とも親友になってゆけるんです｡｣と､あたたか-､積極的なお言葉が､とても印象的な武田定光師の仏青公開講演会でした｡
ご講師はもとより､皆様方にはご

尽力を賜わり有難うございました｡

世の中　安穏なれ

仏育　弘まれ〓‥
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訂軌

第八組大願寺　長尾　正示

五月七日､高田別院本堂にて故藤
島意宗議会議員を偲ぶ会が'御遺族'囲照寺御門徒をはじめ教区内の方々'御縁のあった宗議会議員等約八十名の方々と共に開催されました｡

五月十五日で藤島さんが亡-なら
れて二年が経過します｡二〇〇五年九月の宗議会議員選挙では皆様方の御支持で四期日の当選を果たされ､議会での活躍を期待されていたのですが､病魔に倒れられ回復されることな-命終されたことは､本人にとっても無念だったと思われます｡

当日､日豊教区の長野浮雄さんか
ら感話をして頂き､宗議会議員時代の藤島さんについて｢文章力が大変た長けていて､議会での質問書の文面が一字l句に熟が入り､そして名文であった｣と話されました｡

思い出せば､藤島さんと『響流』
の編集委員だった時､本山の第一回全戦没者追弔法会の取材に出かけられ､『響流』(五十l号)　の紙面で報告されました｡その後､その文章が､教区内に波紋を投げかけ､別院本堂にて響流編集委員と教区内の方々との意見交換が行われるまでに発展し

)

たことが思い出されます｡それが一九九五年の宗参議会にて｢不戦決議｣の採択に尽力された原点になっているように思われます｡
この会を開催するに､世話人会を

重ねる中で｢藤島さんがどうして宗議会に出られたのだろう｣という話がでました｡その中には｢蓮如上人五百回忌･宗祖の七百五十回忌を見据え､宗門が時代社会の問いに答えられるかどうかという危機意識をもって決意表明されたのである｡その根幹は地道な求道者であり､それが宗政に立たしめたのだ｣と｡

また長野さんは｢宗議会が開かれ

たまたま

ると上山Lt　その常宿が偶々同じであり､本山での廉朝にはいつも参られておられました｣と話された｡藤島さんらしい逸話である｡
京都での生活も田舎での生活も同

じょうに肩ひじ張らず生活されておられたようだ｡

亡-なられてから日数が経つ程に
その存在の大きさに気づかされています｡時代社会､宗政に対して大事な方向を示していただきました｡その願いつづけられた課題を､念仏申して生きる我々一人ひとりが背負っていくことを呼びかけられているようです｡

高田教区では､蓮如上人五百回御
遠忌､宗祖親鷲聖人御流罪八百年法要におきまして､帰敬式を実践してまいりました｡本年は高田別院報恩講期間中の十月十二日､ご連枝による帰敬式を執行いたします｡全寺院へ改めて詳細をご案内いたします｡今一度法名をお受けすることの意義をお確かめいただき､宗祖親鷲聖人の教えを宗として生きてゆ-｢名告り｣の機縁となりますよう､皆様の受式をお待ち申し上げております｡帰敬式実践運動Q&AQ　帰敬式を受けて､仏弟子になる

とはどういうことですか?

A　仏の教えによって､南無阿弥陀

仏を本尊として生きてい-者となることです｡それは三宝に帰依し､法名を名告り'自分自身のいのちの尊さに目覚め､さらには､人として共に生きてあることを発見するという意味があります｡法名とは､決して亡-なってからの名前ではな-､この人生を仏弟子としての自覚をもって生活してい-名前です｡

Q　帰敬式はどういうことをするの

ですか?

A　ご本尊の前で三帰依文を唱和Lt

おかみそりが三度'頭にあてられます｡(実際に髪をおろすことはありません｡)

Q　三帰依文てなんですか?A　親鷲聖人は､お釈迦さまが明ら

かにされた教えは阿弥陀如来の本願､南無阿弥陀仏の法であると教えて-ださっています｡その意味で､三宝はそれぞれ'｢法｣は南無阿弥陀仏､｢仏｣はそのはたらきに目覚めた人､｢僧｣はその教えを依りどころとして集う人々と受けとめることができます｡

帰敬式においても､今'私もこ

の南無阿弥陀仏の教えを聞いて生きる者となりますという自らの名告りとして｢三帰依文｣を唱和します｡

Q　｢髪をおろす｣　ってどういうこ

と?･

A　お釈迦様が覚りを開かれたとき
に由来しますが､勝他(他人に自分を誇る)･利養(自分のことだけをはからう)･名聞(自分をよ-みせかけようとする)という三つの撃(もとどり)をそり落とすことを意味します｡それは､私の
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思いを中心にした生活が迷いであることに気がつき'仏さまの教えを依りどころにして生きる者となるということです｡

Q　受式後は､どんな生活をしたら
いいの?

A　南無阿弥陀仏を中心とする生活
を歩み始める基本は､朝夕に正信借のお勤めをすることに始まります｡すぐにお勤めできな-ても､あるいは忙し-ても'せめて一日に一度はお内仏に向かってお念仏を申すことが大切です｡

また､聞法の場への参加､お手
次ぎのお寺の報恩講へのお参りをしたいものですね｡

Q　それでは帰敬式はどこで受ける
ことができるの?

A　真宗本廟(本山)　では､基本的

に毎日受式できます｡また'別院で帰敬式が執り行われるときもあります｡また'お手次のお寺で受式を希望される場合は'ご住職にご相談-ださい｡

完　納　御　礼

ⅧⅧ川‖鮎

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､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2組

来遊寺
第3組

本虞寺　徳常寺
第5組

西条寺　聴信寺　安置寺
第6組

願通寺
第8組

専長寺　流源寺
第日組

専敬寺　通願寺　大願寺
第12組

数念寺
(二〇〇八年一月二十二日

～二〇〇八年六月三十日)

以上十三力寺

●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7組　囲光寺前住職　宮下　囲亮

)

教区門徒会員第1 3組　聞名寺門徒　小嶋　芳雄●おめでとうございます◎住職就任第6組　真宗寺第6組　法林寺第日組　大願寺◎教師補任第2組　興順寺第6組　最賢寺第6組　長囲寺第7組　慶楽寺第8組　勝名寺第日組　大願寺◎得度受式第1組　徳正寺

淀野　壮介砺波　康範丸林　量賢丸龍掘渡金天
林山川　部子野

量雅智秀光信
賢代大明　洋海

繁原　知子

画編集後記匪中越沖地震からl年がすぎようと

しています｡復興の兆しがあるものの､震災前の姿に戻るまではまだまだ時間がかかるようです｡

そんな中､先月(六月十四日)　に､

マグニチュード七･二最大震度六強の岩手･宮崎内陸地震が発生し､大きな被害をもたらしました｡

天災は突然やって-るとは､昔か
らよ-言ったものですが'日本を始め､世界各国において大きな被害をもたらすような地震や水害が頻繁に起こるとは誰もが予想しえなかった事ではないでしょうか｡

中越沖地震のボランティアに携わ

らせていただいたり､被害に遭われた寺院の取材を通して､明日は我が身であるかもしれないのに､それを忘れ､人事のようにごまかして生きていた自分に気付かせていただ-ことができました｡　　　　(竹田)

故藤島恵氏の遺稿集の残部が
少々ございます｡ご入用の方は'第十三組柴思寺の宮本住職にお申し込み-ださい｡


