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今､小のちがあなたを生きている

真宗大谷派高田教務所
編集 響流編集委員会

流罪からの出発
一私はどこで生きているのか‑

早

縁として'念仏ひとつを勧められる宗祖の教えの前

ますと'私達も今､この五十年に一度の御遠忌を勝

ら､同朋会運動に立ち上がって来られたことを思い 輩達が'宗祖の教えに背いてきたという深い憤悔か

であろうと思います｡

今から約五十年前'七百回御遠忌を勤められた先
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ならないと思います｡ に身を据えて､共に自らを聞き開いて かな‑てほ

発行

に語‑合っていけるような｢場｣を開いて ‑こと

一人ひと‑が御遠忌をどうお迎えするのか､お互い

お知らせしていかな‑てほならないと思います｡ じめとして､さまざ な方法で､広‑分かりやす‑
そして､さらに大事なことは､そのことを通して'

上がって来ないと う現状です｡今後『響流』をは

の内容をお伝えできていなためか､な か盛り

いただいて るのですが､多‑の皆様には､まだそ

において御意見を頂戴し'実現に向けて活動をして 坊守会等それぞ の代表の方々にはこれまで委員会

それぞ 実行委員会を設けて､取り組んでいます｡
しか､教区の状況を見ますと､住職･門徒会

備を進めてまい‑ました｡ 年後にお迎えする宗祖七百五十回御遠忌に向けて準 目の御遠忌推進委員会を開催して以来'今日まで二

中から､現在団体参拝･讃仰事業･広報について､

想定されるさまざ な事柄に関して協議を重ねる

御遠忌に向けて

高田教区におきましては､昨年九月八日に第一回

御遠忌推進委員長 北候 頼宗

び
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完了し'二〇 九年七月十六日には

第115号(2)

ては､二〇 八年十二月で御修復が に起工した御影堂御修復につきまし

宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌日程

ら初めてお迎えする御遠忌です｡ 二 (昭和三十七)年に提唱されてか されます｡真宗同朋会運動が一九六 親鷲聖人の七百五十回御遠忌が勤修 都の真宗本廟(東本願寺) にて宗祖

廟諸施設の御修復を行ってお‑ます｡ けて両堂及び御影堂門その他真宗本 て､総事業費一九六億二千万円をか

二〇二年三月から五月まで'京

真宗本廟では､特別記念事業とし

その中でも'二〇 四年三月四日

B脳田山円田相

笹宗祖御遠忌にむけて

201 1 (平成23)年

第1期法要

3月19日〜28日

御遠忌讃仰

第2期法要

4月19日〜28日

御遠忌讃仰

第3期法要

3月29日〜4月18日

4月29日〜5月18日

5月19日〜28日

御正当報恩講11月21日〜28日

い たします｡ (高田教務所)

ていただきます｡ 教区としての取り組みをご報告させ 迎えできることを願い'こ に高田

を共に喜びながら'この御遠忌をお 僧伽の一員として招かれていること

が実動しました｡ 同朋会運動推進『中期教化研修計画』｣

宗祖のご遺徳を偲び'足跡に学び､ 海外三関教区あげて真宗門徒全員が､

同年七月からは ｢真宗 ている｣が発表され､ いのちがあなたを生き

は､御遠忌テーマ ｢今､

かっている状態です｡ 要期間中も素屋根がか 工する予定ですが､法 復は御遠忌法要後に着

本廟お待ち受け大会で 月二十日の第一回真宗

国内三十一教区(準開教区を含む)､

皆様のご理解とご協力を切にお願

お目見えする予定です｡ 素屋根が外れ'新し‑

なお､阿弥陀堂御修

また､二〇〇五年五

｣‑L
̲l11■■■■■■■■■‑｢ 版
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一㌧趣旨

宗祖の御遠忌を讃仰するにあたり､ を教区御遠忌テーマとして定めた｡ 出発‑私はどこで生きているのか｣

百年法要｣を通して｢流罪からの

業｣ (要旨) を構想している｡

として以下のような ｢御遠忌讃仰事

まだ確定とはいえないが､高田教区

忌テーマ 幽8

Y￨ﾒ Sあなたを

企画書を送付したことである｡ の承認を経て一月末､御遠忌本部へ 委員会に報告書を提出した｡そこで 会で検討を重ね､一月十六日の推進

ことになっている｡そのような訳で 得た上で六月には結果が伝達される

した ｢宗祖親鷲聖人越後御流罪八

ﾉ$"
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讃仰事業の取り組みが願われている｡ を通して具体的に発信する主体的な 人に遇う｣ を教区の地域性や歴史性 忌の基本理念｢宗祖としての親鷲聖

こと した｡その後二回の実行委員 事業実行委員会を設置して取り組む 宗祖御遠忌推進委員会のなかに讃仰 仰事業｣ の趣旨を汲み取り'教区の

今後は'開催日'期間等の調整を

4X

高田教区では二〇 七年に厳修

讃仰事業実行委員長 鷲嶺 紀文

五､会場

四､実施希望日

記念講演 御影堂or視聴覚ホール パネル展 阿弥陀堂素屋根部分

※いずれも講演希望日であ‑パネ 第三希望 二〇二年四月七日 第二希望 二〇二年四月八日
日までを希望する｡ ル展示は決定日から五月二十八

流罪の地からの発信

宗祖の御遠忌を機縁として､御遠

教区では､このような｢御遠忌讃

第一希望 二〇一 年四月九日

･講 師 未定

･テーマ｢御流罪について｣

･尾神山獄報尽碑維持管理費勧寡の

(記念講演)

ための募金箱設置

･尾神山獄の大槙による用材運搬情

･御流罪八百年法要並びに記念事

･高田教務所製作DV ｢親鷲聖

景の模型展示

人と上越｣ のモニター上映

おおぞり

業等のパネル展示

･越後御流罪八百年法要‑越後の (パネル展)
真宗‑｣ パネル展示

二､事業概要

三㌧ 主な内容

パネル展 記念講演

い直すため次の事業を実施したい｡ 現代を生きる私たちの立脚地を問

ひ
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『真宗の仏事の回復』とあります｡ マは『本願念仏に生きる人の誕生』

さて'御遠忌基本理念は『宗祖と

遠‑八百年の昔'宗祖聖人が流さ

お誘い申し上げます｡ 願い､ご一緒に御参詣をいたした‑

たします｡ をご構築‑ださいますようお願い 針を基に ｢組｣としての対応･態勢 行委員会｣を組織‑ださ‑､教区方

しての親鷲聖人に遇う』とあり､テー

かと思います｡ た読み方に気付かされたのではない

めを通して教えにふれ､あらためて 来にわたって僧侶･門徒が共にお勤

とです｡

が､受講者は､自分の読み癖､間違っ 勤めされている読み慣れた次第です て講習が行われ､普段報恩講等でお 朋唱和勤行集』 (通称緑本) にそっ

社等基本事項が練られ､ した｡そこで団参の規模･窓口旅行

教区内全十一組遅滞な‑計画運営出 などの決定をみたことです｡さらに､
◎二泊三日の旅程 ◎取扱い業者は1TB

｢御遠忌推進委員会｣が設置されま 二年後に控え､当教区にも昨年七月

御遠忌団参にむけて

宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌を

◎組単位のバスによる移動 ◎三期九座'二千七百五十人

団体参拝実行委員長 千名 哲爾

を報じ､感謝申し上げたいと思うこ 真宗の教えに日々生かされておる身 に生き､生かされておることを謝し' 影の御前で本願念仏によ‑願生浄土 を御修復なった御影堂に身を運び御

とめぐりあえぬであろうこの御遠忌 ないと知りながら､今生でもう二度 歩みと願いには､万分の一にも及ば て､幾百年'幾万人の先人ご門徒の

『宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌同

約三十名の参加で開催されました｡ にお迎えLt初日約四十名､二日目 本山本廟部堂衆･井上 昭氏を講師 午後〜三日午前､高田別院を会場に､ 和講習会｣を企画し'去る二月二日 は別枠で､今年度より｢教区同朋唱 会｣を開催してお‑ますが､それと 別院報恩講前に ｢教区声明作法講習

た明治期の尾神の先徳方の地｡ も怯むことな‑両堂再建に尽‑され 難者と数多‑の負傷者を出しながら れたこの地｡また､二十七名もの殉

も嫌う私がお‑ます｡ がらも'我が身には擦り傷一つさえ すべし｣と､日々ご和讃を口にしな 主知識の恩徳もはねを‑だきても謝 恩徳は身を粉にしても報ずべLt師
この地に住まいし'｢如来大悲の

それでも真宗門徒のいちにんとし

(声明作法研修会) において､毎年

事業｣ が掲げられております｡ 施策のひとつとして｢同朋唱和推進 方針に､中期教化研修計画の七つの 誕生｣･｢真宗の仏事の回復｣を基本 忌に向け､｢本願念仏に生きる人の

教区同朋唱和講習会

来る宗祖親鷲聖人七百五十回御遠

当教区教化委員会､寺族研修部門

既に全寺院に配布されてお‑ます

今回の講習会は､寺族研修部門主

立つことが願われています｡ 一人ひとりが ｢三帰依文｣ の誓いに

今秋の ｢団参計画｣ の確定､｢団参 月に置かれました｡実行委員会は､ 担う｢教区団参実行委員会｣ が十二 来ますよう､情報交換と連絡調整を

この御遠忌は ｢同朋唱和｣ での法

住職･寺族･ご門徒､もれ人な‑､

象であ‑ましたが'門徒の方々の受 催ということで､ご案内は､寺族対

2009年3月31日

各組に於かれましても｢組団参実

で唱和を致したいものです｡ 習を積み全国のご門徒と共に御影堂 勤行集｣も届いておることです｡練 要が多‑厳修されます｡｢同朋唱和

是非のご上山をいただけますことを

ころです｡ 募集｣ の開始に向け準備を始めたと

び

声明作法研修会主任 楠田 昌樹

く､この緑本制作にあたっても､将 してい‑上で､一過性のものではな

その旨の通知も必要かと思われます｡ ることがないように､団参募集の際､ 本を読む機会がなかった｣と言われ れる寺院は､｢習礼していったのに縁 可能性があ‑ます｡初中結に団参さ

御遠忌に向け｢同朋唱和｣を推進

ませんが､初中結では使用されない 第であ‑､まだ最終決定されてお‑

行次第を検討しております｡ の報恩講より､緑本を使用しての勤 います｡高田別院においても､今年 習会｣を実施していただければと願 いても門徒研修部門で ｢同朋唱和講 ければと思います｡また､教区にお

間中の平(初中給を除‑) の勤行次

尚､この緑本の次第は､御遠忌期

し､｢同朋唱和｣ を推進していただ

のご門徒は勿論'幅広‑お声掛けを

いて､御遠忌団参で上山される予定 講された各位は､組または自坊にお そろえてお勤めすることであ‑､受

｢同朋唱和｣ とは､御同朋が声を

とお聞きしております｡ 講も可能かとの問い合わせがあった

2009年3月31日
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討ち死にしてい‑のを目の当たりに

とはいえ'つぎつぎと一族の人々が

の江口勝明氏は､戦乱の世のならい 習の武士であったという｡その子孫 へ配流となった順徳上皇に仕えた近 北条義時を討たんとして敗れ､佐渡 口少将清勝とい ､承久の乱の時､

にお話をうかがいました｡ 第四組西勝寺を訪問し'江口兼住職

今回は､上越市三和区本郷にある

西勝寺の寺伝によると､先祖は江

寺院クローズアップ

改修後の本堂
り｣ の御堂であった｡しか 五十年 間の大規模な ｢破風入り三方蓮台造 き､総桂木で間口十三間に奥行十五

城主松平中将よ‑直峯城の用材を戴 約百五十年経った一六三〇年'高田

されている｡ 代､利慶の代､高峰の代と三回建立

最初の助泊の代の建立は､開基後'

ある｡

澄から数えて現住職は二十五代目で 本郷に寺を開いたのである｡開基明

を西勝寺､法名を明叢と頂戴して' 上人のもとへ参って僧となり､寺号 四八七)年'京都大谷本願寺の蓮如

れた｡その後宝暦年中(一七五一〜

南北十間半･東西十一間で再々建さ

七二〇年'火災で焼失｡ 半に十一間の御堂を再建したが'一

して､出家の心を起こし､長享元 (一

記録をたどると､御堂は､助泊の

改修後の本堂内

七〜八本しかあ‑ませんでした｡ 本以上の柱のうち､まともなものは

た｡専門家に見てもらったところ百

‑､床も傷みがひど‑なっていまし

台はシロアリがたかって腐食してお

老朽化が進み'特に基礎が悪‑､土

ださい｡ まつわるいきさつなどをお聞かせく

苦労があったと思いますが'それに

げます｡修復にか わって大変なご

堂になりましたこと､お祝い申し上 ◆昨年'修復工事を終え､立派な本

年新し‑葺き替えられている｡ ひど‑なり'昭和五十五 (一九八〇) 大正十二年である｡その後､傷みが

ような鋼板葺きに替えられたのは､ えられたのは､明治三十二年､今の

今に至っている｡ 尺も傾いたが､起こして元にもどし'

一七六三) の地震で'東方へ七･八

屋根がカヤ葺きから木端葺きに替

本堂は､約二百八十年経っていて

焼失後､一七二八年､高峰の代に

こば

明して理解をいただきました｡ れた‑しましたが'趣旨を丁寧に説 質問を受けたり､厳しい意見も出さ

てヒアリングを行いました｡多‑の

十日町'浦川原等の集落まで出かけ

は､地元をはじめ遠‑の大島､松代､

ご依頼するために､住職と修復委員

いました｡

予算が出たので､ご門徒に懇志を

設計事務所に依頼して算出してもら

め､工事費の見積もりを小出･平原 の委員を構成して'具体的に話を進

復する方向で話がまとま‑ました｡

修復委員会を立ち上げ､二十二名

とで､二〇 六年に世話人会で､修
これでは放っておけないと うこ

腐食した柱

後の一六八〇年越後大地震で大破｡
その後一六八三年利慶の代に十間

2009年3月31日
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一･五mの高さまで上げて､コンク

れるものにすることでした｡全体を

◆修復の主な内容については

台をきちんとして'地震にも耐えら

が一番の苦労した点でした｡

とを原則としましたが､やはり募財

難がありましたが､大体の人は理解 状況の厳しい時世にあって多‑の困 労したことが思い出されます｡経済 得していただけるまで足を運び､苦

ています｡

して‑ださったので'ありがた‑思っ

的に新し‑する‑‑などでした｡

り替え'壁塗‑､後門の廊下を全面 をアルミサッシに替える｡天井の張

寄付は三年間で納めていただ‑こ

本堂修復の主たる点は'基礎と土

一回でだめなところは､何回か納

本堂基礎工事
替えなど追加工事も出て大変でした｡ 土台の柱が腐食していて､柱の入れ

たいと考えました｡

ころが多‑ありました｡ たが､それに伴っていろいろ直すと

る程度金箔を張り替え､きれいにし
また､この機会に内陣の内装もあ

床をはぐって見ると､予想以上に

た前の高さまでもどしました｡ をしっかりとしたものにした後､ま

リートをべた打ちにして基礎や土台

そのほか､外壁を新し‑する｡戸

主体は､基礎を修理することでし

ジャッキアップした本堂裏から

もなく無事だったので助か‑ました｡

完成しました｡ ただいて､その年の十二月十四日に

ていただいてありがた‑思っています｡ な仕事だと思うのに､本当によ‑やっ の技術に感心させられました｡大変 て､それを手際よ‑進める職人さん でした｡次々といろいろな作業があっ や柱がえをするところなどは､圧巻

り､大変あわてましたが､幸い被害 ちょうど修復委員会を開催中でもあ プして持ち上がったところでした｡ きたことです｡本堂はジャッキアッ 七月十六日に新潟県中越沖地震が起

重い本堂を持ち上げて､基礎工事

特に思い出に残るのは､工事中の

されました｡休みな‑仕事をしてい

二〇 七年五月七日に工事が開始

◆工事の工程などについては

本堂床面工事

ます｡ (取材 坂井･内山)

開法精進して参りたいと思っており

忌に向けて､ご門徒の皆様と共に､

機能を果たすべ‑､宗祖七百五十回 仏の精神に立ち'念仏道場としての 宗祖親鷺聖人が顕かにされた本願念

ありがた‑思っています｡ 皆様のご懇志によって大事業ができ､

今後は､先人の願いを受け継ぎ､

改修後の本堂裏から

くされました｡お陰様で､ご門徒の 立され､老朽化で全面改修を余儀な

秦‑越えてこられました｡ る地震や雪害'火災等幾多の苦難を

現在の本堂は約二百八十年前に建

ではなく､歴代のご先祖は､度重な その間'決して平穏無事に過ぎた訳

◆ご住職の今後の抱負について
開基より五百有余年の歴史があり､

2009年3月31日
めに｣ (抜粋) 生きることの基本的

ひとりの真剣さや勇気や自覚を要求 えていこうとするとき､そこに一人

してきます｡｢同朋社会の顕現のた

ところから自らに課し､その声に応 い差別事件に学び､糾弾の声を聞‑

び

ひ
促すような開法を相即さねばならな

自覚し､歴史への深い責任の自覚を

い｡自らを歴史における主体として

を与えられても解消するとは限らな

見は誤解ではないので､正しい知識 な知識､学習をし得るとき､差別偏 する｢同和｣ の文言について'正確
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だきました｡ 参加者の一人として聴講させていた

したことは'｢同情融和｣ を語源と

座､講師朝治武先生のもとに多数の や現状を学ぶための学習会'公開講 機会を得ました｡差別に関する課題 て公開学習会に参加させていただ‑

称｢解放推進委員会｣ の一年生とし

別からの解放を推進する委員会'通

学習の中から学ばせていただきま

ることが多い｡ に一旦‑､若い学生さんは苦労してい

地震などでの共同生活の場合は多岐 が少な‑聴取も意外と難しい｡特に

いので受講してみた｡ 経験もあり､相談を受ける機会も多

‑､幼児や老人が関与すると情報量 叫ばれている｡複雑な内容であった

に纏めて‑れと依頼された｡若干の
まと

地震や事件がある度に心のケアが

上手な聞き方講座に参加して

十二時間余りの講義感想を四百字

部落差別をはじめとする様々な差

の学習に向けての課題でございます｡

｢いのち｣'自身に問われたこ から

て'寺に身をお‑坊守として､｢差別｣

れました｡そして､本来仏教徒とし

の文言についての意味を考えさせら

講座を通して､新たな活動に ｢同和｣

習会でした｡解放推進委員会'公開

され､｢差別心とおもいこみ｣ の学

同和問題研修会公開講座に参加して
第十二組徳生寺坊守 八島三枝子

問題研修会を組と坊守会合同で開催 放推進委貝として'第一回目の同和 ち｡今年二月五日に十二組では'解 いのちがあなたを生きている｣ いの い平等な社会､御遠忌テーマ ｢今､ にか'差別に問う｡人権'差別のな 態度にか わって‑る､人間とはな

第八組科名寺門徒 池田 強

ているからといって､そのま 保証

だ｡しかし､法規範に整然と誼われ な犠牲の果てに獲得されてきたもの

与されたものはな‑､近現代､膨大 な権利は､一つとして､誰彼から付

に広め恐怖感を拭いたものである｡ 感した｡自然死の意義を多‑の仲間

解放推進委員会･公開講座に参加して

日頃､何気な‑享受している様々

ようだ｡宗教文化の普及の不足を痛 間に ｢死｣ に対する温度差があった 喪の作業｣ では大学の先生と吾々の

体験してほしい｡ あいの手やジョークのタイミングも

ングが重要だ｡この時今まで学んだ プレーを実施するマクロカウンセリ

うであることも学んだ｡ かず'視覚の与える効果は大きいよ

ラーとクライアントになってロール

ウンセラーの身振り･表情や姿勢が 情報を発信して‑れるかである｡カ

与える効果が大で'百聞は一見に如

ようにしたらクライアントが多‑の

ラーの環境造りが大切だ｡即ちどの
このように聞き入れ側のカウンセ

又'カウンセラー同士がカウンセ

第三回目のテーマ ｢大切な人との

第七組敬覚寺 舟見 輝夫

･りた

そこが国家神道の英霊･顕彰の施設

第一組靖国神社フィールドワークに参加して

靖国神社に実際に行‑まで'私は

者には何の責任も無いのだ｡｣
厳重に受け止めたい｡

るから差別問題が荏るのだ｡被った

違いない｡ やがて光合成を失い､枯れ始めるに

小山氏が幾度も言われた ｢差別す

は消せない｡ 応を試みても､被‑続け沈殿した苦 痛･不利益･絶望‑ ｡如何程の対 的に､我々が与え続けた重層的な苦

芽｡でも､根気よ‑摘んでいれば､ 識の根｡摘んでもしぶと‑吹き出す 我々だが､その内奥に張る差別の意

幸か不幸か感情の相場を抱えた

稀薄に呆然としてしまった｡ 育の場･行政の場での余りの認識の

け､最も重要な機関であるはずの教

と現況を識ることができた｡と‑わ

いては尚更だ｡ 憲法の柱の一つである｢人権｣ にお

聴し､｢部落差別｣等々の負の歴史

三回に一日一る小山正明氏の講座を拝

何等の因果もないのに､半ば慣習

第一組囲照寺住職 藤島 直
し

に直結する訳ではないと思う｡特に､

(7)

ひ
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研修に参加させて頂きました｡ に取り組む新潟県宗教 団連帯会議) 日'初めて県同宗達(｢同和｣問題

と思う｡

新潟同宗達研修に参加して

二〇 八年十一月五日･六日の両

理由をみつけて安心したかったのだ ヤスクニは嘘 (異常) だ｣といえる

かしら'｢自分たちは本当(普通)で､

び

していただけなのかも知れない｡何 単に正当化するための ｢テキ｣を探 真宗教団に属している自分の立場を

2009年3月31日

キ｣を探していただけかも知れない｡ 鬼を私に起こさせる｡結局'私は｢テ 常なんじゃないか?｣という疑心暗

｢靖国神社が異常なら自分たちも異

残り､そっちの方がショックだった｡ する教団との共通点ばかりが印象に

あるせいだろうが､むしろ自分の属 常さ｣を感じ取れない愚鈍な人間で 場所でなかった｡それは'単に私が｢異 いが､想像していたほど ｢異常｣な 場所は'確かに ｢普通｣とも言い難 な‑とも'私がみた靖国神社という

れる場だと思っていた｡しかし､少

るような雰囲気があ‑ りと感じら で'｢異常｣ という言葉で表現され

第三組西性寺門徒 五味川千秋

欲しいと思います｡ 活用してゆ‑とか真の研修会にして

に持ち帰‑'それをいかに生かすか､ 修だけでな‑､参加者がのちに教区

として私の思った事は'只見学､研 を感じてまい‑ました｡反省の一つ 歴史を振り返る程､差別が大きい事 伝承を学んでまいりました｡過去の 名墓石､そして差別法名等'差別と

況､沢田地区のカスミ堤防や差別戒 上田市丸子における被差別部落の概 ほど熱心に取‑組んでおられる事､

ある二日間でありました｡ カスミ堤防等の見学｡いづれも実の 丸子支部･背負式仏壇･彩りの森･

ん｡二日目は､丸子地域の長福寺･

部紹介できないのが残念でなりませ 別問題がある事､紙面の関係で'全 と考えておりましたが､十五もの差 てのお話し'差別とは男女差別のみ の親切な応対により差別問題につい 人権啓発センター見学研修｡関係者 持ちでの参加でした｡一日目長野県 付かず､今回はどうしてもと云う気 の意欲があ‑ましたが､日程調整が 三月迄という事で以前よ‑研修参加 の参加でした｡教区門徒会員任期も 合計十七名でしたが､門徒は私一人

高田教区からは所長他五名の参加､

特に感じた事は隣県長野が､これ

した｡｣と､横山会長の言葉でした｡ 願いしたりして声明講習会を行いま

月には第三組の楠田さんを講師にお

ら女性講師をお招きした‑'この二 切さを感じましたので､福井教区か 少ない声明をきちんと学ぶことの大 るに当たって'日頃講習することの お勤めしました｡報恩講をお勤めす を使用し'和讃を初めて次第六首で 恩講は'『同朋唱和勤行集』(緑本)

｢今年で十年目を迎えた坊守会報

りました｡

高田別院の本堂に女性の声が響き渡 五･六組当番のもと勤行が始まると' 年は約七十名もの参列があり'第四･

報恩講が勤修されました｡

三月三日午後､高田教区坊守会の

昨年は四十七名の出席でしたが今

(取材 渡辺)

キーをしたいです｡ いです｡またらい年もお父さんとス

んどくる時は､六回いじょうのりた

日曜日スキーに行った時は'リフ

の再開です｡ 前東部地区で行ってきたスキー教室 を会場に実施されました｡内容は以 二日の日程で池の平青少年センター

の感想文を紹介させていただきます｡

ができてとてもうれしかったです｡

トに一回しかのれなかったけど､こ

こ に参加していただいた子ども

ぼくは､土曜日お父さんとスキー

上越市浦川原区小二 大滝一真

て二〇 九年二月七日･八目と一泊

さ∞遊んだもの勝ちだぁ‑と題し

東部地区の青少年のつどい‑楽し

2009年3月31日
し‑迎えて下さる皆様のお陰で､そ

ましたが､スタッフをはじめ､心優 私のような者がと正直に少し心配し

矢先でした｡それが東本願寺と知‑､ 仕事以外の事でも活動を考えていた

お誘いを戴いたのがご縁です｡何か

ひ
目に､瀬戸先生からスキー講師との

事になったのは､定年リタイヤ二年

第115号(8)

れの立場でご寄稿を頂きました｡ の参加者である渡造さんに､それぞ 法雲委員長)主催｢児童冬の集い｣

センタースキー学校に思う

私がセンタースキー学校に携わる

んと､高田教区児童教化連盟 (古海 スキー指導をいただいて る牛木さ

ありません｡ スキーを通じてである事には変わり

年センター｣ の主たる利用目的は､ います｡しかし､冬の ｢池の平青少 を見る時､地球温暖化を肌で感じて

る妙高ですら､積雪量･雪質の低下

今回センター主催スキー学校等で､

近年､雪園の中でも豪雪地帯であ

(池の平青少年センター)

スキー指導員 牛木 徹

行事に関わることを本当に嬉し‑､ 思います｡この素晴らしい環境で諸 微力でも寄与することが出来ればと

てセンター行事本来の目的達成に､ 今後は'スキースタッフの一員とし 要な一部を占めているのが実感です｡

し‑拝読等年間を通じ､私生活の重 状の交換､｢センターだよ‑｣ を楽 です｡今ではスキー参加の方と年賀

に覚えています｡今年で参加五年目

リナ演奏での目覚めが'とても新鮮 て'参加二日目の朝'爽やかなオカ

夕のお勤め､感動の連続です｡そし

凝らしたスキー以外のだしもの､朝 かな案内と説明､ユーモアと工夫を

か行事の周到な事前打合せ､きめ細 れも全て解消しました｡それどころ

センタースキー学校

子も､今年はすぼらしい指導の元'

れ､楽し‑過ごすことができました｡

ます｡しか 二日間とも天候に恵ま

ほどい 状態ではなかったかと思い 冬とあって､雪も少な‑､雪質もさ

｢児童冬のつどい｣に参加して

娘と もに参加しました｡今年は暖 のつどい｣に昨年引き続､息子･
二月十四日･十五日と行われた｢冬

昨年はリフトさえ乗れなかった息

渡蓮 真実

センター前にて､みんなでパチリ!

しいと恩いました｡ 人も､来年には元気な顔を見せては

がら'今年は体調が悪‑帰られた二 みにしていることでしょう｡残念な す｡子ども達も来年のつどいを楽し

は大変お世話にな‑'感謝していま

運営に苦労されたスタッフの皆様に

‑過ごさせていただきました｡企画･

です｡子どもだけでな‑､私も楽し でも楽しいひと きを過ごしたよう

の催促のしどおしでした｡ 家に帰ってからも｢また行きたい｡｣

打ち解け､夜のつどいや､それ以外

どうれしく楽しかったのでしょう｡ 子も滑れるようになったのが'よほ

りてこられるまでになりました｡息

めきめきと上達Lt 何とか滑って下

息子･娘も同年代の子ともすぐに

さあ!行くぞ!

宜し‑お願い申し上げます｡ が大好きな ｢ラッセル･ウシキ｣ を

熱望するものです｡｢青少年センター｣

日日

であった｡ 建されたことがよ‑理解できるもの 徒の篤い願いと力によって幾度も再 内容も豊富であり､両堂が全国の門

お迎えできたことは､報尽碑のとり

び

ひ

第115号
子等を使われての説明は具体的かつ 図や古写真'上申書等の古資料､冊 復工事の内容の解説であった｡古地 建の歴史を､後半は今回の御影堂修

の歴史｣ である｡

事も行われている｡ 道を検証する｢大橋の道を歩‑｣行 二日には再建用材が運ばれた大橋の

誉次長であ‑､講演題は ｢両堂再建 再建の歴史に詳しい本山総務部近松 堂再建の実務担当者であると もに

は七十名が参加された｡また､翌十 三月十一日に研修会が開かれ'今回 念仏もうす生活を送ろうと､毎年' 難の日である｡この事故を忘れずに' 廟再建用材搬出中の尾神山中雪崩遭

報尽為期碑研修会を終えて

明治十六年三月十二日は'真宗本

今年の研修会講師は､この度の両

講演の前半はこれまでの四度の再

今回のように京都本山から講師を

2009年3月31日

第十二組 長 上野 薫英

おかみ

おおぞり

きながら大橋曳きの苦労を考え'十 で植物や動物の足跡を教えていただ 顕聖寺の塩崎直二さんである｡所々 地元の地理や自然に詳しい浦川原区

とができるものとなった｡案内は' の歩きは'大槙の道を十分に偲ぶこ

で訪ねるものである｡ 献木用材の伐採地までの雪道を徒歩 て報尽碑を参拝し'雪崩に遭遇した 行事である｡これは'遭難現場を通っ

余‑横‑､一面白雪に覆われた山中 であったが､前日に新雪が十センチ あった｡今年はまれにみる暖冬小雪

参加者は十七名で'朝七時出発で

都に搬入されたとお聴きしました｡ 津川を上‑大阪木揚場を経て鉄路京 過‑瀬戸内海から大阪湾に入り､木 巨木も日本海へ運ばれ､海路下関を

徒は偉かったなと感銘をうけました｡ 寄進として行われたと聴き､昔の門 各種職人による労働奉仕までもが､ や味噌､野菜の消耗品それどころか 以上集ま‑'木材･瓦のみならず米

たもの 内二割以上は､産地･用途

さることを期待したい｡ 遇について明らかにしていって‑だ いて､これからの報尽碑の顕彰や処 の切なる願いである｡早い時期にお

楽し‑活気に満ち､夜遅‑まで続い

り､参道整備に努力してきた地元民 て問われていた｡これは報尽碑を守 高田教務所の報尽碑への対応につい 述べられている｡その中で､本山や

もよかった気がします｡ 幾度かありましたので､講話の映‑

で､本山へ小屋組の見学上山などが

となったところである｡

とする地元のご門徒にも大きな喜び

もつご緑であり､碑を守っていこう

講演後､参加者から質問や意見が

その後､講師を囲んでの交流会が

で二十七名の殉難者を出した､かの され'明治十六年三月十二日､雪崩

また'全国各地から献木が十万本

中でも木材に関しては'集められ

た｡

翌十二日は､｢大横の道を歩‑｣

しては､我が所属寺御住職のおかげ のこと｡今回の御影堂修復工事に際 焼失を受け百余年前に再建されたと

両壁再建の歴史を聴いて

今ある御影堂と阿弥陀堂は四度の

当地吉川から､本山再建の為搬出

ろである｡

したい｡

一時に無事帰着できて安堵したとこ

来年も全国から多数の参加を期待

第十二組善徳寺門徒 横田 稔

転して研修会場に向かう｡ 似ているな､と思いながら慎重に運 チなら､明治十六年の当日と状況が 山行だ｡明朝までに新雪が三十セン は尾神岳中腹の報尽碑にお参りする から報尽碑研修会､そして翌十二日

人のお参‑隊は初参加四人を含め出 が､天候の回復が期待される｡十七 い｡降雪もな‑相当冷え込んでいる 翌朝七時新雪はそうは増えていな
幸い受講中に雪は止んだ｡そして

まじ‑の雪が十センチ｡今日は午後 顔を見せる春の装いが'一転して風

ねば､との思いを新たにしました｡

報尽碑お参り山行

三月十一日'山里にフキノトウが

る真宗本廟を､未来へつないでいか 門徒の寿(いのち) のつながりであ れた上野組長の言葉に大いに領き､ いでいかねばならない｡｣ と挨拶さ

ち)｡私たちは寿(いのち) をつな 去があり未来までつながる寿(いの

がる思いです｡ その対処要領の完壁さにも､頭が下 使用場所が判明しているとのこと｡

だ得だとつなげる命｡もう一つは過

今回の研修会の冒頭､｢一つは損

第十二組法西寺住職 松浦 彰英

やまゆき

2009年3月31日
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ひ

様でした｡ 解散｡お疲れ ばをいただき､ 尾神岳隠れそ 発地点へ戻‑〜 い｡バスで出 時間以上も早 いつもより一 到着'十時｡ いたコースが見渡せる山行最終地点に

いう黒姫神社跡に寄り､尾神岳と歩

る木を切‑だしていた｡樺が出たと

ら青空も見えて‑る｡村人がマキにす 十分広い棚田地帯に出る｡この頃か 薮こぎもな‑距離をかせぎ､九時四 落の人たちが利用した農道を歩‑｡ がたどったであろうコースをはずれ集

出た川谷集落に向かう｡今度も大儀

の経験はない､と言っていたそうだ｡ 九十五歳のお年寄りもこのような冬

この時期にこの小雪は信じられない｡ 取材のカメラが車で乗‑込んでいる｡

る｡八時報尽碑到着｡すでにテレビ の場所で休憩してしばし感慨にふけ

四十五分遭難現場に到着'いつもこ カンジキも不要で快適に歩‑｡七時 ずれから農道に入‑報尽碑に向かう｡ でコースを変更して､尾神集落のは 発｡新雪の下に雪はほとんどないの

お勤め後､八時三十分樺の大木が

葬儀式を勤める意義を参加者一人ひ

習会が開催されました｡ のテーマのもと､第三回仏青声明学 て‑模擬葬儀を通しての課題 発見｣

を通し､儀式執行者としての心構え' 地域性による作法の違いを学ぶこと

報告いたします｡ を寄付させていただきましたことを

囲照寺を会場に ｢葬儀の流れについ

･能登沖地震による被害が大きかっ

二〇 九年一月二十四日に第一組

葬儀における儀式作法の意味や'

た能登教区へ五千円

･中越地震･中越沖地震で被災さ

れた三条教区へ五千円

･洪水による被害に遭った南砺市 売上は義援金として'

した｡

まれ､商品は完売することができま

ございました｡二日間とも天候に恵

ただきましたこと､誠にあ‑がとう

年度の倍を上回る程の商品を提供い 催したところ､た‑さんの方から昨 二日にわたりチャリティバザーを開 恩講･十一月二日新井別院報恩講の

二〇 八年十月十二日高田別院報

の自治体へ一万五千円

仏青委員長 竹田 証

た｡

いただきまし

なおす機会を

自身を見つめ ためて､自分

したが､あら

ングもありま

というハプニ

強風で開講時問が遅れてしまった 京都から乗 れた電車が人身事故と

という言葉が印象的であ‑､先生が 間関係をいただいて るのです｡｣

に対し深‑感謝申し上げます｡ ました｡長年に渡るご苦労･ご活躍 期満了に伴い退任されること な‑

第12組 養善寺 上野 賛英

第8組 専長寺 白鳥 顕雄 第7組 本龍寺 竹田 証 第6組 光運寺 南 智信 第6組 善念寺 滋野 康賢

き､生まれたところをいただき､人

なんです｡仏様からいのちをいただ いるが､仏様からいただいたいのち

すよ｡いのちは私のものだと思って

これが分からんから苦しんでるので です｡苦しんでいるのは自業自得､ が本当に負けていけるんなら楽なん

ているのではないでしょうか｡自分

う思いが地獄､餓鬼､畜生をつ‑

｢自分が悪‑思われた‑ないと

公開講座が開催されました｡ る｣を講題に二日間にわたって仏青 マ ｢今､いのちがあなたを生きてい 宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌テー

副編集長 第日組 大滝 法円 編集長 第1組 渡逓 順哲

編集委員 第2組 竜洋 亨

〜二〇二年十二月六日)

第8組 草間 洋文㈲ 第7組 岡寺 広明㈲ 第6組 淀野 壮介㈲ 第3組 筒石 晃一㈲ 第1 3組 坂井 龍輔 第5組 大道 智紘 第4組 内山 順恵

第1 2組 矢嶋一樹㈲

ました｡

また'三月七日〜八日には延塚知

バーの抱負を 掲載いたします｡ れましたので､委員の紹介と新メン 左記の十一名が教務所長よ‑委嘱さ

任期(二〇 八年十二月七日
なお左記の五名の方は'この度任

道氏 (大谷大学教授) をお招きし､

流』編集委員の任期が満了となり､

二〇 八年十二月六日を以て『響

と‑があらためて問い直す場とな‑

(ll) #115%
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ひ
宜し‑お願いします｡ いっぱいやらせていただきますので するかわか‑ませんが､私な‑に精 事でどれだけ皆様に御迷惑をおかけ

ことが出来るか､そして慣れない仕

引き受けさせて頂きました｡ であり'人との出会いであると思い

りません｡しかしながらこれも経験

して編集という仕事もしたことがあ

の寺院の方と接する機会もな‑'ま

みないかと声をかけて頂きました｡

三年という任期の中でどれだけの

‑して『響流』 の編集委員をやって 会社を辞め家に入‑ました｡しばら のこともせねばと思い昨年の一月に

サラリーマンだった私はあまり他

第三組磨満寺 筒石 晃一

第六阻真宗寺 淀野 壮介

た｡

ことになりまし

加えていただ‑

私はそろそろ家 は人任せだった 勤めで家のこと

流』編集委員に

これまで会社

このたび､『響

編集会議にて委嘱されました｡ を仰せつか‑'

す｡どうぞ､よろし‑お願いします｡ 励ませていただこうと思っておりま

ながら､ご指導していただきながら､ いただきながら､ご迷惑をおかけし

と受けとり'皆様のお手伝をさせて

ましては'開法の機会をいただいた

住職を拝命して早三年の月日が流

『響流』編集委員会は､私にとり

るとも思い､喜んでお‑ます｡ 輩方にお会いして学ばせていただけ

ろに身をおいてご活躍されている先

でございます｡

うことになり'大変申し訳ないこと

にますますご迷惑をおかけしてしま

役割をいただいてしまうのは､皆様 おります｡このような私が'さらに 職という責任ある立場に身をおいて お寺のことも'わからないま に住 仏教のことも'真宗大谷派のことも

僧侶となってまだ間もな‑､まだ

しかし'これを機会に様々なとこ

第七組良明寺 岡寺 広明
去る一月二十二日の

流』 の編集委員 高田教区報『響 七組組長様より
このたび､第

ております｡

る衣を着れるよう､精進したいと思っ に教えられながら､諸々の重みのあ

に､委員の皆様､関わる全ての皆様 ての衣です｡委員を受けたことを機 私の場合は単なるユニフォームとし

ました｡貴方の衣は重いですか?

素人であります｡ けてしまいましたが､全てについて

に'と言われ､深‑考えもせずに受

ればと思います｡ なことを学び'伝道教化の一助とな

立てるよう努めたいと思います｡ ざいますが､少しでも皆様のお役に

‑関わってお‑ませんでした｡委員

もこの頂いた機会を通していろいろ させられる日々であ‑ます｡ぜひと

わからないことばか‑だなぁと実感 れようとしてお‑ますが､まだまだ

何分にも経験浅‑､未熟者ではご

教師修練での問いかけを思い出し

第八組願立寺 草間 洋文

ぎるまでまった

が､五十歳を過 育ったわけです

寺院に生まれ

します｡ が､どうかご指導宜し‑お願い た

ております｡若輩者ではございます 人のような存在になれば‑ と考え 何度も読み返してもらえる大切な友

かたないことだと思います｡ ば誌面が堅苦し‑なるのは､いたし

ら､願わ‑ば手元に置いていただき､ 継いで下さったものを大切にしなが

ですが'歴代編集委員諸氏が引き

する大切な教区報であり'ともすれ 各寺院の門徒会員の方々にお知らせ 教区の現況を教区内寺院方並びに､

『響流』 は､ご承知のとおり高田

分な‑きに努力する所存です｡ 先輩方にご迷惑を掛けないよう､自

しながら､お引き受けした上は､諸 なり､正直当惑してお‑ます｡しか 上副編集長という重責を担うことに 全うできるか甚だ怪しいのに､その たら‑でありまして､果して責務を 紡ぎ出すことを敢えて避けている体

嶋です｡

生来の怠けもので､平常は文章を
第十二組福正寺 矢嶋一樹

た､十二組の矢 仰せつかりまし 流』編集委員を
この度､『響
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第日組

第8組

明善寺 本覚坊 願立寺 源長寺 臨行寺 明岸寺 勝名寺 蓮浮寺 常光寺

囲垂寺 友岸寺 添景寺 法善寺

び

ひ
第7組
速念寺 西蓮寺 妙行寺 明福寺 極生寺 間柄寺

第6組
西光寺 最賢寺 常敬寺 浮蓮寺 本浮寺 長囲寺

第115号

第5組
西条寺 林覚寺 覚真寺 安置寺

第4組
浮善寺 皆傾寺 敬音寺 願浮寺 嘗正寺 正行寺 随念寺 持専寺 西勝寺 常見寺 慈囲寺 養性寺

第2組 せていただきます｡ 御寺院名を御披露Lt 御礼にかえさ

第3組
恩敬寺 高徳寺

明了寺 穫信寺 光栄寺 浮念寺

冊

ありがとうございます｡ 金･同朋会員志) を御進納頂き誠に

二〇 八年度宗派経常費(相続講

こ に､年末完納いただきました

完納御礼
二俣

第1組 賛光寺 ◎得度受式 第8組 養林寺 第2組 興順寺 ◎住職就任 ●おめでとうございます

●おくやみ申し上げます

教区門徒会員(第8組) 第1 3組 啓明寺 坊守 第8組 阿摘陀寺前坊守 第7組 正善寺前坊守 第6組 最腎三寸前坊守 第5組 覚法寺 住職 第1組 光徳寺前坊守 悼の意を表します｡

(二〇 八年十月十一日

ご生前のご功労を偲び､謹んで哀

第13組

大潟医

願念寺 正行寺 聞名寺 本善寺 啓明寺 柴恩寺 福浮寺 光徳寺 了蓮寺

第12組
徳生寺 敬徳寺 養善寺 明源寺 光囲寺 教念寺 専徳寺 善徳寺 徳戚寺 光善寺

専敬寺 輪鳳寺 照源寺

〜二〇 九年一月二十日)

以上 六十九力寺

寺田喜代次 氷飽恵美子 難波 キシ 渡連サダノ 金子ミツ子

〒949‑2112

m025 ‑86‑2801

◆センター所在地

黒坂 夏実

北村 浩 水嶋 裕

予約‑ださい｡ 況等を確認のうえ'ご

‑52413913)

までお電話にて空き状

【キャンプ場】3‑0名

◆高田教務所 (025

【館内】60名 ③収容人数

1泊2日 偬迂

大人 釘ﾃS

高校生以下

仕事を通して改めて教えていただい

②休館日 【門限】午後1 0時 【入浴】午後1 0時まで 【夕食】午後7時 【朝食】午前8時 ①各種時間 ◆ご利用にあたって

皆様のご利用をお待ちしてお‑ます｡ 家族･グループでのご利用も可能です｡ 対象の研修会ばか‑でな‑､個人･

12月31日〜1月3日

新潟県妙高市大字関川283

(2食付)

てお‑ます｡ (渡辺)

立花 利恵 天野 信海

うことを､『響流』編集委員という

ら前に進むこと そ重要であるとい

き継ぎ何を変えるべきかを尋ねなが かれ､常に原点に立ち返り'何を引

冷

ﾃ

わけではな‑'諸先輩方の足跡に導 と思いますが'変わることが大切な

日帰り

ﾈ88987h

入浴料含) 忠?ﾉx
2,500円 鉄

冷

ではないと意識しております｡

今後も試みと挫折を繰‑返すこと

,ﾈ‑ﾒ

池の平青少年センターは､青少年

ズで統一されているからという理由

1,800円 鼎

とした変更であり'世間がA4サイ

少しでも読みやす‑なることを目的 字サイズを少し大き‑することで､ な‑ました｡記事の総量を変えず文

冷

{

ｨ諍w
ｭﾂ

1泊2日 1人500円

冷

『響流』 は今号よ‑A4サイズに

ら思い知らされております｡

ことができました｡ 号は､ようや‑発行までこぎ着ける

も解っていなかったことを今更なが 継いで三ケ月､端で見ていながら何

前任の白鳥編集長から大役を引き

新体制での初仕事『響流』第二五

がスタートしてしまいました｡ たが､ホッとする間もな‑第三期日

編集メンバーは五人が入れ替わ‑､

員として二期目の任期が終了しまし

昨年の十二月六日をもって編集委

圏編集後記鹿

