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教区御遠忌テーマ

今､いのちがあなたを生きている

流罪からの出発
一私はどこで生きているのか-

妙高山南地獄谷(池の平青少年センターの源泉)

二〇〇九年度教化事業実施にあたって

教区教化委員会幹事長　鷲嶺　紀文

教区の第十次三カ年教化研修計画を策定するにあたり､教
化テーマを教区御遠忌テーマと同じ｢流罪からの出発～私はどこで生きているのか～｣として一年が過ぎました｡この間'各部門においてはそれぞれの部門目標を独自に設定し､教化事業を実施してきました｡五月⊥ハ月は'その事業を総括Lt新年度に備える時期でもあ-ました｡そこでは成果を確認する一万㌧当然のことながら問題点も指摘されております｡

教区が主催する教化事業､研修のほとんどは全寺院に案内
されている訳ですが'出席率は必ずしもよいとはいえません｡もちろん'時期の問題'場所の問題､内容の問題等'様々あることは承知しておりますが､その一つ一つの教化事業が､私にとっても必要なことという問題意識で受けとめられているかどうか検証してい-ことが大事だと思っています｡

また'一昨年'本山が門徒戸数調査と併せて実施した｢地
域特性調査｣結果に現れている｢将来への不安｣は寺院そのものの存続にかかわる不安の筈です｡それは単に数の減少(生活基準の崩壊)　の問題にとどまらず､寺離れ'宗教離れという現実にどれだけ思いを致し､対処しようとしているかが問われなければならない問題と思っています｡

二〇〇九年度の教化事業実施にあたって'その一つ一つの
内容に意味を見出し'寺の活性化につなげてい-ことは'真宗門徒を名告る私たちの責務と考えてはしい'そのように願っています｡その内容を充実させるのも､変えてい-のもまた私たち一人ひとりの姿勢ではないでしょうか｡かつて'寺族研修部門目標であった　〟研修会に参加し'教えの前に身を据えよう″という言葉を改めて思い起こしています｡
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集され'各役職の選出が行われました｡

四月一日から新しい教区門徒会員

会　　　長副　会　長常任委員

の任期が始まりました｡

第1組　西光寺門徒第1組　本立寺門徒第2組　西福寺門徒第2粗　大蓮寺門徒第3組　光栄寺門徒第3組　西性寺門徒第4組　浮善寺門徒第4組　持専寺門徒第5組　林覚寺門徒第5組　光源寺門徒第6組　得願寺門徒第6組　等正寺門徒第7組　専念寺門徒第7組　極生寺門徒第8粗　壁善寺門徒第8組　浮琳寺門徒第日組　専敬寺門徒第日組一念寺門徒第12組　横超寺門徒第12組　光囲寺門徒第13組　本善寺門徒第13組　最尊寺門徒

田原　久人田森　光男渡辺　忠弘磯貝　守也山本　喜一五味川千秋笹川　　大山本　　勝小林　義之内藤　直治吉田　　勉高宮　正喜宮腰　英武安藤　喜悦平野　　宏加藤　正文早川輿五郎西山　英一小池　利男平山　正樹高森　　勉村松　亮次

補充員

参議会議員

五味川千秋吉田　　勉田原　久人磯貝　守也小林　義之高宮　正喜加藤　正文西山　英一平山　正樹宮腰　英武高森　　勉早川輿五郎小池　利男

今回は､正副門徒会長'

新旧参議

会議員にごあいさつをお寄せいただきましたのでご紹介します｡
教区門徒会長就任のあいさつ

教区門徒会長

五味川千秋

として'のちの三年間は教区門徒会長として諸先輩方を始め事務局の御指導を頂きながら努めて参りました｡今回再任された折に教区門徒会員の方々にお話し致しましたが'今迄の六年間は小学校の義務教育が終-､向う三年間は中学校の義務教育と考え'皆様の御協力を頂き与えられた職務を全うしますと申し上げました｡何事もプラス思考に考えて行動すべし｡今この時'門徒会長に再任された事に何て私は幸せなんだろうと'再び皆様が私に勉強の場を与えて-れた事に責任を感じている事と併せて感謝致しております｡二〇〇七年の親鷲聖人越後御流罪八百年法要に学び､そして二〇二年の七百五十回御遠忌法要と仲間に入れた事'誠にありがたい事であ-､この様な経験は私自身もうないでしょう｡

今迄以上皆様の御指導下さいます
事心よりお願い申し上げます｡

教区門徒会副会長就任のあいさつ

四月十五日に臨時教区門徒会が招

教区門徒会員の任期は三年'去る
四月十五日教区門徒会が開かれ'教区門徒会長に再任されました｡思い浮かべれば'今迄教区門徒会員として六年間､最初の三年間は常任委員

(

教区門徒会副会長

吉田　　勉

宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌を

(

二年後に迎える時､再び教区門徒会副会長の再任をいただき'その任の重責を思い改めて門徒会員各位の御協力を頂き'任を務めてまいりたいと思います｡

二年前二〇〇七年'御門首をお迎
えしての｢親鷲聖人越後御流罪八百年法要｣を御流罪上陸の地｢居多ケ浜｣ 'ときお-降る雨の中､波音が静かに聞こえる浜辺'日本海を背に掛けられたご本尊を仰ぎ'行われた参拝式､今でもあの時の感動を忘れることができません｡

これから二年後に迎える二〇一一
年の　｢宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌法要｣　の団体参拝には'御遠忌基本理念｢宗祖としての親鷲聖人に遇う｣　のもと'御寺院､御門徒の皆様のご指導ご協力を頂きながら､一人でも多-の門徒の方々と共に参加できるよう務めていきたいと思います｡

参議会議員退任に当って

第五組林覚寺門徒　池田　　弘

二〇〇九年四月三十日付で､退任
致しました｡その間十有余年に亘り'宗政の立法府に参画し'大過な-過させていただきました｡これも偏に皆様方の熟きご声援の賜と'厚-お
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礼を申し上げる次第です｡

在任中を振り返ってみまするに'

参議会も何回か脱皮を繰り返しました｡それが直接皆様方の眼に映る変わり様には､ならなかったかも知れませんが'宗政改変の一翼を担うという自覚が眼に見えるように､感じ取られるようになりました｡参議会議貝六十五名の意志が一本'ピーンと揃い踏み出来るのも､そう遠-はないと私には感じとられました｡ここに到るまでに'多-の曲折も有り'拳を握り締めるときもありました｡これらは'脱皮のための一つの過程として見逃していただければと思います｡

本年改選期に良選された新議員一
人ひとりに'心から熱い声援を送-'宗門の益々の発展と降盛を願うのみでございます｡

長い間'本当に有難うございまし

た｡

参議会議員退任に当って

第六阻最賢寺門徒　渡部　光治

二〇〇六年五月の教区門徒会総会
において皆様からの推挙をいただいて'参議会議員として宗政に直接参加をさせていただきました｡

(

初年度におきまして予算委員会に
所属し宗派全体の事業計画及び予算全体についての説明を伺い了承し'第二年度目及び第三年度目の二ヶ年は決算委員会に所属Lt初年度に了承しました予算がどのように使われたかを確認する事が出来ました｡予算･決算を通して宗派の主要財源である募財に関して'北陸地方において相続講制度が完成しており'他の教区では見習うべきだと強-思いました｡しかし今行なわれている門徒戸数調査の結果を基として科学的な基準に基づ-募財をすることの重要性を特に感じた次第です｡

任期中､特に御影堂修復における

｢瓦葺き上げ始め式｣　に参加した事'
臨時会において宗務総長指名という極めて重要案件に出会い'現宗務総長として高田教区とも深い因縁のある安原晃師を'全会一致で指名出来た事など印象に残っております｡

しかし任期二年目の夏'軽症では
あ-ますが脳内出血を発病Lt今期限りで退任致しますが'任期中教区門徒会員各位には本当にご迷惑をお掛けLt何ら報いる事が出来ず心苦し-存じております｡

各位におかれましては何よりも健

康第一を切望いたし'退任のあいさ

へ

つとさせていただきます｡

参議会議員に就任して

参議会議員に就任して

参議会議貞

早川輿五郎

参議会議貝

小池　利男

宗務所の三階が議場であった｡正
面にご本尊があって真宗宗歌斉唱の後'説明と講義があった｡新たに参議会議員として案内の概要､議事運営の基礎知識等であった｡不被参務から宗憲の精神､続いて各部局長から'朝の九時半から夕方五時まで大体各一時間程度'説明と講義があった｡休憩と昼食時間はあるものの老骨にはこたえる一日であった｡緊張のあまり睡魔におそわれ､ぐらっと身体の-ずれがあったりもした｡一月前'このような重職を担うことになるとは思ってもみなかった｡六月の宗会は六月五日に招集されている｡前後を入れると三日から十一日まで京都滞在になる｡本願のなげかけにお報いしなければと荘重な一日であった｡

歴史の浅い者が最高議決機関の一
員にな-得るのは仏縁というはかな

ヽ｣　0-V

この度'教区門徒会において参議
会議員に推挙をいただき'これから三年間高田教区門徒会の代表として直接宗政に参画することを思う時'責任の重さに身の引き締まる思いを致します｡

今'宗門では二〇二年の宗祖親
鷲聖人七百五十回御遠忌法要を立派に終らせる為'着々と準備を進めております｡

また'これからは教区改編'そし

て御遠忌法要終了後には阿弥陀堂の御修復も予定されております｡
このような重要な時期において教

区を代表する参議会議員の重責を負うこととなりましたが､門徒一三一万戸の代表六五名の一人として門徒会の発展ならびに宗門の興隆に微力を捧げて参-たいと存じます｡

どうか諸先輩各位の一層のご指導
ご鞭接をお願い致します｡
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爪心こ∴'
第八組大蔵寺前住職

長尾　義正さん

(九十五歳)

今回は'教区内最高齢の現役布軟
便であり'大正･昭和･平成にかけての激動を生きてこられた大先輩､上越市三和区川浦の第八組大農寺前住職･長尾義正さんにお話をお伺いしました｡◆略歴を教えていただけますか?

一九一四　(大正三)年一月三日生
まれですので九十五歳になりました｡生まれは三和区沖柳の安楽寺(真宗大谷派･現在は廃寺)　で､男三人女三人の六人兄弟ですが'私以外は皆

浄土に還りました｡私の叔父も､この大願寺に入寺していますので､二代続けてのご線ということになります｡

大願寺は'上杉謙信公の陪臣の血
筋で'元は柿崎で聞法院という寺院を開いたと聞いておりますが'ここ川浦に居を定めて私の代で十三代目です｡

先の大戦後'復員してしばら-は､
ひだもhソ

旧美守村役場にお世話になっていましたが'大願寺に婿養子として入寺

あ

してから､ご緑があ-播州姫路･網
ぼし

干の東保･福専寺(浄土真宗本願寺

みこがみけんりょう

派)　で'御子神意了師から布教のイロハを教えていただきました｡

とうばりゆうせっきょう

この福専寺は'東保流説教の中心
地で'東西本願寺に関わらず'全国から布教使を目指す僧侶が集い'九つある高座でお説教の研暦を積む姿はそれは壮観なものでした｡

布教の最中でもダメなところがあ

ると'墨をたたいて｢ちょっとまて!そこに力を入れすぎると次の言葉が出てこない｡それでは感動がない｡ただ読んでいるだけのものを布教とはいわない｣　と'先生から厳し-注意されたものでした｡
ここで四年間修行して後､別院･

本山へ教導として出講するようにな

(

り'多い時は一年間に百五十日程度布教に出ていた年もありました｡北海道から関西まで'いろいろなところで布教しました｡その中でも越後･北陸と北関東周辺には特に多-出かけましたが'一昨年からは近-だけにさせてもらっていて､お声かけいただいても出かけられず申し訳な-思っています｡◆先生の布教は節談でしょうか?
御子神先生は節談の説教者でした

が､私のは節談ではないですね｡今と違い､当時は展朝･日中･逮夜･初夜の四座で'農朝を除き後の三座には'短いですが勤行の前に､所謂

(

お待ち受けの布教があり､計七座お話しました｡しかも'聴衆は変わりませんし､同じ話はできないので､どうしても難しい話だけでは座が持ちません｡ですから､面白おかしくする部分も交えて､飽きずに仏法を聴聞してもらえるよう工夫したので'そう言われるのではないでしょうか｡◆思い出を聞かせてください
昔は上越近隣のご寺院の布教には'

バイクで廻っていましたが'一度だけ後ろに付けていた鞄を落とした事がありました｡それ以来'母親から'出かけるときになると必ず｢しっかりしないや｡バイクから荷物を落とすでないぞ｡｣　と､言われました｡その時は口うるさいなと感じたものでしたが'この年になると有-難いことだったのだなと思います｡

当時は今に比べると'布教は盛ん

でした｡報恩講等の行事が何日も勤まることが当た-前でしたから､布教使さんも大勢いらっしゃいました｡飯田正法寺の宮井さん､島田明通寺の小山さん'長崎養法寺の松岡さん'蜘ケ池聞名寺の本場さん'原之町福正寺の矢嶋さん､そして本派の八越さん'松山さん｡皆'ご門徒さんに誠意を持って布教された方々でした｡
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懐かしいですね｡

ある日､自坊の鐘突き堂の前で掃
除をしていたら'｢あら､先生!　まだ生きてたね｣と'ふいに声を掛けられて､振り返ると長年布教に出ていた群馬のお寺の坊守さんだったことがありました｡わざわざ'研修旅行の途中に顔を見に川浦に立ち寄って-れたのですね｡有り難いことです｡

昔は交通事情が悪かったこともあ
り'いったん布教に出ると同じ地域を一ケ月程度寺を渡り歩き､布教していましたので'顔なじみも多-でき､大事にしていただいたのもいい思い出です｡

地域では､行政相談員･社会教育
委員･民生委員などをやりました｡また'公民館長を四期'旧三和村議貝を三期務めさせていただきました｡私は住職であり'地域とのかかわりの中で生きていますので'村会議員をしたのもよい経験でした｡

昭和六十三年には'自坊の本堂を
再建しました｡大きな喜びでありますが､思い出でもあります｡◆今へ　ご自坊での生活を教えてくだ

さい先はど申しましたが'一昨年から

(

逮-へは布教に出かけてお-ません｡近-の､昔からのおつきあいのあるお寺のみ布教に出ています｡

それ以外は､自坊におりますが'

朝七時に起きておあさじを勤め'いつもではあ-ませんが'月忌参-もしております｡午後は近所に住む碁敵達と一局囲んだり､布教の話題用に新聞を読んだり､水戸黄門をテレビで観たりして過ごしています｡

そして､おゆうじをすませて晩酌

をして休みます｡煙草は布教使を志した時､喉のためにやめましたが'酒はやめられませんね｡今でも自分で欄をつけて美味し-いただいています｡これが､健康の源かもしれません｡

(

◆後輩の布教使さん方に三一日お願い
しますそれぞれ'皆さんが研輩を積んで

お話をされていて'素晴らしいことだと思います｡しかし'難しい話をわかりやす-話すことが布教ではないかと私は思っています｡最近は難しいだけの布教が多いのではないでしょうか｡

晩年の金子大柴先生とご一緒する

ことがありましたが､金子先生は｢〟わかる″　とは決して言えないですね｡了解したと言えるばかりです｡｣　とよ-仰ってました｡いつまでも学ぶ姿勢をもって'同行をすっぽかさないように'お願いします｡私も現役の布教使の一人ですので､自戒も込めてのことですが｡◆取材を終えて
床の間に　｢春風微花誘｣と揮毒さ

れた書が掛けてあ-ました｡のびのびとした勢いのある書です｡春の風が吹-と季節の花が誘われて咲-かのような'長尾さんの熟のこもった法話が､ご門徒さんをお一人おひとり育ててきたような気がいたします｡
これからもお元気で｡ご活躍を願っ

て大鹿寺さまを後にしました｡

(坂井)

九十五歳とは思えないハリのある
声'そしてしっか-した記憶で昔の話をされていて'正直感服いたしました｡

取材の合間に'

｢どうです｡一杯やりませんか?｣と'何度もお誘いいただき､これが先生の元気の素なんだなと改めて驚きました｡

お同行を第一に考え布教をされて
きた長尾さんに'教えていただ-ことは､まだまだたくさんありそうです｡　　　　　　　　　　(矢嶋)

｢春風　微かに花誘う｣
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仏育報恩講
仏教青年会連盟報恩講担当　稲清水　等

五月三十日に'居多ケ浜記念堂に
於いて仏青報恩講を行いました｡今回は､仏育学習会に参加されている

一般のご門徒さんにも声を掛けた事
もあり'また'一度やってみたかった思いもあり'装束を着けず各々の普段着でお勤めをさせていただきました｡

二年後に宗祖七百五十回御遠忌を
迎える事もあり｢同朋唱和勤行集｣(緑本)で真四句目下･五淘を勤めました｡

法話は'林正寺住職古海法雲師よ
り､親鷲聖人の足跡や念仏発祥の地としての大切さを伝えていただきました｡

私たちの住む近-に親鷲聖人ゆか
-の地がある事を再確認したかった事と'普段何気な-身に付けている袈裟や衣の意味'着脱時の心境･態度を問うきっかけとなればとの思いもあり行わせていただきました｡

装束を着けて､お勤めをするとな

ると参加者が限られてしまうのが現実ですが､ちょっと参加してみよう

かなと来ていただけたのではと思います｡

伝統的なお勤め作法を学びながら'
色々な方々に参加していただき､話し合える機会を考えてい-事が大切だと感じました｡｢法然と親鷲｣を観劇して

第五組林覚寺坊守　直江　俊子

三月二十九日'前進座特別公演'｢法
然と親鷲｣が上越文化会館で上演されました｡法然上人の幼少の頃､父が討ち死にされたところから始まります｡比叡山を下り'吉水に庵を結ぶ法然上人｡老若男女'僧俗貴賎を問わず教えを説いた｡当時の様子や服装が細やかに表現され､心に迫ります｡l方､親鷲聖人は比叡山から下り､六角堂に参龍し煩悩に苛まれ'己の生きる道を求める人間親鷲にとても感銘を受けました｡吉水での法然と親鷲の出遇い､承元の法難､越後での恵信尼'人々との生活､その御苦労が眼のあた-に伝わってきます｡そして関東へ'その厳しい生活の中での人々との出遇い『数行信証』を完成すべ-'都へ旅立って行かれる｡非常に長い間のことを今回の公演にまとめるに大変な御苦労があっ

(

たと思います｡前進座の方々の取組み'熱演に深-感動しました｡専門的な難しい言葉も出ましたが､親鷲聖人がよき人(法然上人)との出通いによって専修念仏の教えに生きることを宗とされた事が私の身に係わるご縁を頂きました｡
社会問題研修会公開講座に参加して

第六組最賢寺寺族　金子　詩織

開法の場に足を運ぶと'いつも一

番始めに全員でお念仏をします｡開法初心者で､数える程しか聴聞したことはありませんが'それでも毎回みなさんとお念仏を唱える度に'背筋がのびるような緊張感と年齢も職業も違った方々と何か同じ思いでつながり合えているような温かさを感じます｡その雰囲気を感じさせて頂いただけで､来てよかったと心が満たされる思いです｡だからこそ､私でも気負いせずにお話をいただけるのかもしれません｡

今回の今井先生のお話から見えて
きた親鷲聖人と恵信尼の生活には驚-ことが多-'視点を歴史や生活の方に少し変えるだけで'お二人が生きられた時代や関係をより深-知ることができました｡そして時代によ

(

り風習や環境は違えども'人とつながり合い共に生きるということは､現在の自分においても同じで､気付かざれることが多-ありました｡

このような御縁を頂き'ありがと
うございました｡

靖国問題研修会に参加して
第十二組善立寺住職　山越　英隆

竹中彰元氏のお話をうかがった｡
戦時中に｢戦争は罪悪である｣と言って'罪人となった方であった｡氏が亡-なられてから'六十数年の後に名誉と地位とが回復された｡

この事実は'私に何を教えている

のだろうか｡

人が生きてい-上で'一番つらい

ことは　｢仲間はずれ｣　である｡それは社会的死を意味する｡それを前提にしても､なお言わざるをえなかった氏の力はどこから来たのだろうか｡

かつて､真実とは何かと問われ'
教えの中に　｢平等｣という文字を見つけた｡真実とは平等ということではないのかと答えて､笑われたことがあった｡長い年月を経て'平等という文字の次に　｢施一切　同発菩提心｣と続いていることに気付かされた｡安田理深先生は､｢野たれ死に
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しても後悔しない'これを菩提心という｡｣と言われた｡野たれ死にしても後悔しない力と'言わざるをえなかった力とが重なりあう｡

今'｢お前はどうなのだ｡｣と'自

問自答すれば'心と体が熟-なるのを覚える｡
坊守就任式に参加して

第一組本立寺坊守　渡違　智子

坊守の項の条例改正に伴って'坊

守就任式が本山で執り行われました｡直前になって急に参加を決めたのですが'応募用紙提出の際｢坊守届が出ていませんよ｡｣と言われたのには少々慌てました｡また新型インフルエンザ騒ぎの真っ最中ということもあって思い出深い上山とな-ました｡
二百人の募集に対して百七人の参

加者というのは'募集の仕方がわかりに-かったということもありますが､それよりも関心が薄いということが大きな理由であったと思います｡

実は私自身寺の衆徒となっていま

すので'｢坊守｣　への思い入れが特にあるわけではありません｡それでも参加しょうと思ったのは'そんなものはいらないと言われていた状況からやっとこれが実現したからです｡

(

本山では住職修習､門徒帰敬式'
推進員宣誓式などい-つもの研修･儀式が行われています｡坊守就任式もこれでようや-並列になったと言えるでしょう｡まだまだ問題の多い坊守の定義ですがt Lかしそれが自分に付いた名前なら､ここにも光を当てたいと'今回の就任式はそんな坊守達の何十年もの思いがつまっていたように感じました｡

第五組｢同和｣問題研修会に参加して

第五組善正寺門徒　玉虫　善一

去る五月二十一日'林覚寺に於い

て､第五組｢同和｣問題研修会が行われた｡今年九十一才になった私ではあるが'一年に一度のこの研修会には'毎年参加させてもらっている｡

今回は　｢同和｣　から解放へという

テーマのもと'組内善正寺の大場正信氏が講義をされた｡
講師はまず'この第五組｢同和｣

問題研修会が来年以降名称変更される可能性があることをのべ'本山の
｢同和｣推進本部が解放運動推進本

部に名称変更された理由'それとは別に高田教区｢同和｣協議会が'解放推進委員会に名称変更されるのにどうしてこんなに時間がかかったの

かを説明された｡

さらに'大谷派では　｢同和｣　とい

う言葉を極力用いない事になったが'
一般社会では逆に　｢同和｣という言

葉を人権という甘美な言葉に置き換える事によって'差別の本質を見えにくくする事を避けるため'｢同和｣という言葉をあえて残そうという動きがあると話され､新潟県人権･同和センターの名称がその例だと紹介する事で話を結ばれた｡
声明講習会に参加して

第十二組門徒会員　平山　正樹

宗祖御遠忌お待ち受け大会をひか
え､去る五月二十四日声明講習会が吉川区の福正寺で行われました｡このような研修は'組としては初めてとのことでしたが門徒の方の参加が意外と少な-残念に思いました｡

同朋唱和勤行集を教本として'当
寺院の矢嶋一樹講師による日中勤行の指導を受けること約二時間､大変有意義な研修会でした｡帰宅してから思ったことですが'このご指導の過程を録音しておけばよかったと｡

矢嶋講師は､私の親戚の仏事に来
られ読経や法話をなざるのですが'とても活気ある明瞭な声質で参拝者

の心を集中させて下さるのです｡

今回の声明指導もその通-で'蹄
命無量-と始まる四句で一息の草四句目下について反復練習'節譜その他符号の意味､間の取り方'抑揚等､懇切丁寧にご指導いただき感謝しております｡

今後は､文言の意味内容も分かり
易-教えていただき'できるだけ教本を見ないで勤行ができるようになることを目標とします｡是非この研修会の継続を希望いたします｡東蓮区児童教化指導着日主研修会嘉えて

第六組善念寺　滋野　憲史

『食を考える』というテーマで高
田教区が主催となった今回の研修会｡先回の三条教区の田植え?　稲刈りを受けたことが非常に大きなきっかけであったと聞きました｡その上で'

『1大地とともに生きる､食から問
われる地域と社会-』と副題を添えて､宮崎農機具店の社長から二時間余-のお話を聞かせていただきました｡

計らずも昨年の東北連区仏教青年
会は仙台で行われ'その時の講師はドキュメンタリー映画監督の森達也師｡講義の内容はメディア論とそこ
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に迎合する私を聞かせていただいたように記憶していますが'座談ではいのちのグレーゾーンに踏み込んだものだったとも記憶しています｡その唆味な記憶のおかげもあって'『食を考える』ということ'いのちを考えること､そしてメディアと迎合する私が'なぜか融和された状態で今回の研修会を過ごすことができたのは妙な感じであ-'そこに毎回参加していた友人に感謝しています｡

今回の宮崎師がお話し下さったひ

とつに､『食を考える』と言っても'実は本質を知らされていないのではないか?　という投げかけがなされました｡その内実として'経済が優先され､金に踊らされ'安心も安全も見失われていないか?　ということでした｡教育も同じだと､宮崎師は話されましたが森達也師からも同じことを問いかけられました｡

私も食物連鎖の一人だと､改めて

知らされ､そのことが何よ-も有難いことだと感じた研修会でした｡
(追)　マガリダケの採取は自然の

恩恵を全身で感じました｡お腹いっぱいと筋肉痛で- ｡

(お内仏の荘厳編①)〟一切荘厳皆説法″　という善導大
師様のお言葉があります｡形があるということは'その形を通して何かを伝えたいという心があり'そこには色々な物語があります｡そこでまずお内仏の荘厳の一つ一つを見てゆ-ことを通して､何でもないと思っていた形を'有難い形として手が合わさるご縁となればと願っています｡

まず最初に見て頂きたいのは､ご
本尊様です｡真宗の阿弥陀様は立像です｡善導大師様は　｢仏とは座しているのが本来の姿｡立ち上がるとは'仏の姿として軽率｣と疑問を持たれ'その理由を｢凡夫救済のお姿｣と結論づけておられます｡自分の思い通りにならな-なると'他人を恨み'世の中を恨み'仏様さえも恨み苦しむ様な愚かな凡夫を'座して見ておれんと立ち上がって-だきったお姿と頂かれたのです｡だから先達の方々は　｢阿弥陀様を立たせているのは'この私である｣と思いながら手を合わせてきたことです｡

次に阿弥陀様のお屋敷である宮殿

を見て-ださい｡精巧な屋根と数本の柱で造られていますが'夜になったら閉める扉がないんです｡これを昔から｢今現在説法｣を表わすものと頂いてきました｡阿弥陀様は'夜昼つねに我々に'はたらき続けて-ださっているのであり､蓮如上人様は'せめて朝夕二回な-とも勤行'礼拝して'その恩徳に謝していこう

須弥山図

と定められたのです｡

そして'その宮殿は'中腹がくび

れた須弥壇の上に安置されています｡須弥壇とは'須弥山という山を摸したもので'古代インドでは､この須弥山が世界の中央にそびえ､その山頂に阿弥陀様がおられると信じられていました｡この山の高さは百万キロメートルともいわれ'その途方もない高さが阿弥陀様のお徳の高さを表わしているといいます｡ただ'阿弥陀様がそんな高い所におられるならば'我々の声が屈かないと思いませんか｡そこにこそ'阿弥陀様が蓮台に乗っておられる意味があるんです｡蓮が泥の中に生じ､しかも泥に汚されることな-美しい花を咲かせる様に'阿弥陀様は仏の座である須弥山の山頂を捨てて'すでに迷い苦しむ我々の口から出るお念仏にまでなって-ださっている訳です｡だから須弥壇と蓮台を見るにつけ'｢こんな私の為に勿体ない｣と頭が下がりお念仏申さずにはおれないことです｡　(ペンネーム　推摩　教信)

仏教には､教えへ　作法'荘厳などに

ついて'さまざまな伝承や解釈が存在します.このコーナーでは､その中の一説として紹介しています｡
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問思学場での学びを適して

第一組園照寺住職　藤島　　直

昨年十一月に　｢聞思学場｣　が開か

れて'半年が経つ｡ここまでの聞思学場は'『正信偽』の学びと並行して､主に『教行信証』｢化身土｣流通付属分(後序)　の読解を中心として､親鷲その人の生き方にアプローチする内容であったと考えている｡前回は'二一〇五　(元久二)年親鷲の改名に関する講義･座談を行った｡今までの学場での学びと'前回の講義を通して私の課題を考えてみたい｡

まず'｢愚禿｣　という姓を親鷲が

名告ることに感じたのは､朝廷よ-与えられた俗名に対する親鷲の拒絶の思いである｡｢〟禿″の姓で十分だ｣という親鷲の強い憤-を感じる｡いうなれば'信仰を権力によってねじ曲げられようとした状況の中にあって'親鷲の強-自由な意志を感じるのである｡｢非僧非俗｣　の立場とは'権力によって仏教に帰依した人間を俗におとしめることなどできない立場である｡同時に'たとえ俗に身をおいていても権力によって左右されるような僧という位に縛られない立場である｡念仏者の自由を感じる姓である｡｢このゆえに　〟禿″　の字を

｢

もって姓とす｣　という言葉は実に力強い｡井上先生が紹介されるように'姓は　｢類をあらわす｣　ことから'本願念仏に生きる人すべての姓として法名｢釈○○｣の上にあるといえる｡私も｢愚禿釈直囲｣なのだ｡

次に親鷲の　｢名｣　の問題である｡

井上説によれば'通説通り'一二〇五年の改名は'｢縛空｣から｢善信｣への改名であったとする｡諸説と比較して井上説が正しいというだけの論証は今の私にはできないが'井上説が親鷲三十三歳の改名を､教義的な裏付けをもって｢名｣　のもつ意味にまで踏み込んだ仮説を立てた点は興味深い｡井上説に基づいて｢後序｣を読めば'朝廷から与えられた罪名の　｢姓名｣　である｢藤井善信｣　に対して'｢愚禿｣は｢姓｣となり'｢縛空｣ '
｢善倍｣ ､｢親鷲｣は｢名｣となる｡｢名｣

の読み方や意味に踏み込むことで､
｢後序｣自体が　｢姓名｣　という概念

を通して'統一感をもって読むことができる｡
｢縛空｣　は'法然から賜った名で

あるが､親鷲は『選択集』を読み込む中で､｢立教開宗｣をした法然(源空)　の一字を含む名の重さを感じ取り､改名を自ら申し出る｡それは十九歳にみた｢善-信ぜよ｣という｢磯

長の夢告｣　に始まる生涯を貫-立場を表す名であった｡だからこそ'罪名とされた｢善信｣の名を｢名(ミョウ)　の字｣として伏せたという点に領かされた｡｢親鷲｣とは､『選択集』において｢三経一具｣とありながら説明されることのなかった『浄土論』･
『浄土論註』　の作者に基づ-名であ

る｡このことから'親鷲が｢親鷲｣という名を自ら名告ったのは､法然減後､｢三経の広説にあたる『選択集』に対して'〟一論″　にあたる『教行信証』を起筆しよう｣(『宗祖と越後』)という決意からである｡ということは､親鷲は　｢親鷺｣という名にそのなすべきことを込めたといえる｡
｢善倍｣　や｢親鷲｣　にも共通して

いるのは親鷲自身が自ら名告った名であるという点である｡｢名の字｣が｢善信｣だということは､法然の許可を得て｢善信｣と改名したのは親鷲自身であるLt　｢親鷲｣　の名にいたっては､全-自分で名告ることになると考えられる　(あるいは､親鷲の名も法然によって認められたのであろうか?)｡｢善信｣　にしても'
｢親鷲｣　にしても､その｢名｣　があ

らわす中に親鷲の生き方､信念が意図的に含まれる｡自分で名を｢名告る｣　という行為があらわすものは､

真に　｢自由｣をもとめる立場であるとはいえないだろうか｡

親鷲の改名の事実と私を比較して
みると見えて-る疑問がある｡名前

(あるいは法名)　と生き方が一致し
ているだろうか｡また'自分の名に何か自分のなすべきことをみつけているだろうか｡通常､我々が考える

｢名｣　とは'他者からつけてもらう
と考えている｡私たちは'つけられた名前を生きている｡その名になにか自分を満足させる立場や役を求めてはいないだろうか｡ともすれば'その名にふさわしい立場や役まで他者から与えられると考えてないだろうか｡

石垣りん氏の詩を連想した｡｢表札｣
自分の住むところには自分で表札を出すにかざる｡自分の寝泊まりする場所に他人がかけて-れる表札はいつもろくなことはない｡病院へ入院したら病室の名札には石垣りん様と様がついた｡殊館に泊まっても部屋の外に名前は出ないがやがて焼場の確にはいるととじた扉の上に石垣りん様と札がT,がるだろうそのとき私がこぼめるか?
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様も殿もついてはいけない｡自分のすむところには自分の手で表札をかけるに限る｡精神の在り場所もハタから表札をかけられてはならない石垣りんそれでよい｡

(『空音かついで』童話屋)

私は｢釈直囲｣という法名と｢直｣

という二つの名を生きている｡その名を生きるにあたって'私は｢直(殿)｣や｢釈直園(様)｣　を生きたがっているのではないか｡親鷲が自ら名告ったという事実は'石垣氏の｢様｣や｢殿｣に縛られる事のない真に自由な｢精神の在り場所｣　を見つけたという意味をもって私に問いかけて-る｡

戦後保守派の論客であった福田恒
存氏は､｢私たちが真に求めているのは自由ではない｣　と述べ､｢私たちが欲するのは事が起こるべ-して起こり'その中に登場して一定の役割をつとめ'なさねばならぬことをしているという実感｣　(『人間'この劇的なるもの』新潮文庫)　であるとしている｡私もまた｢直｣と｢直園｣という名をもち､その役割が何かを探している｡役割を｢与えられること｣を望んでいるのだ｡振り返って

みれば､それが聞思学場を志望した動機でもあった｡

しかし'｢愚禿｣　という姓や｢親

鷲｣･｢善信｣　の名が示すのは､福田論の対極にあるもの'すなわち｢自由｣である｡親鷲の名告りは､｢自ら名告る｣ということの中に､｢与えられた｣役割を生きるのではな-｡自ら役割

を見つけ出し'生きてい-という｢自由への意志｣というべき積極的な生き方を感じさせる｡聞思学場や親鷲の名告りを通して見えてきたこと'それは　｢立場や役割を与えられること｣を望んできた自分の姿であった｡同時に､親鷲の姿は私と対極にあるものであったという事実である｡

五月二十八日'第八組では､二〇二年の宗祖親鷲聖人七百五十回御
遠忌に向け､御遠忌の意義を学び'共に上山できることを願って同朋大会を開催いたしました｡他組からの参加も含めて約百名という多数の方々が参集し､このお待ち受け大会を企画運営した第八組御遠忌推進委

員も大変喜んでいました｡

真宗宗歌で始まり､組長の挨拶の
後'記念講演として草間法照氏(≡条教区勝覚寺住職)　より｢凡夫は､すなわちわれらな-　本願力を信楽するをむねとすべしとなり｣との講題でお話しいただきました｡

草間氏は'御遠忌法要に参詣する
機縁として｢まず宗祖としての親鷲聖人に遇うこと｡｣｢法然上人に出遇ったこと(遼遠)　が親鷲聖人を誕生させたのである｡｣と述べられ､｢親鷲聖人は〟雑行をすてて本願に帰す″を実践された方であり'本願にお遇いしたかたでもある｡｣と讃嘆されました｡

氏は'周囲のことや川柳を引用し

て様々なお話をされ'｢念仏を称えるも縁'称えないも縁｡｣とおっしゃられたことが印象に残ります｡｢阿

弥陀様は､私たちを助けようとして本願を建てられたが'私たちは助けてもらわなければならないとは感じていない｡病気'商売のことなど'
一時的なことのみ願っている｡これ

までも､今も､これからも'私たちの人生は流転である｡私の人生はどこへ向かっているのか｡そんな私を助けようと'助かってほしいと阿弥陀様は本願を建てられたのである｡つまり'お念仏に出遇うということは､阿弥陀様の本願に出遇うことです｡｣　という氏の一言三一口が参詣者の胸に深-届いたことでしょう｡

日程の中で特にすぼらしかったの

は勤行であったと思います｡今回の大会では正信偽真四句目下の同朋唱和でした｡第八組ではこの大会のために'門徒会の研修会などで練習を重ねてこられたそうです｡一緒に唱和できないご門徒の方もおられましたが'同朋唱和の荘重な雰囲気に感動し､聞き入っておられました｡

第八組組門徒会長の｢親鷲聖人の
思いを再確認し､一丸となり､すぼらしい御遠忌をお迎えしましょう｡｣との力強い挨拶で閉会となりました｡参加されたすべての方にとって非常に有意義な大会であったと思います｡

(取材　草間)
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センター活動報告五月三十日～三十一田の日程で､
第十回新緑の池の平とバード･ウォッチング(主催‥池の平青少年センター)が開催されました｡二日間で五十種類の鳥のさえずりや姿を観察できましたが､これまでの記憶を振り返ると､さえずりの聞こえなくなった鳥や､若葉の繁りも早まったりと､環境の変化も感じさせられています｡

今回は､講師をお願いしている宇
田川さんに､原稿をお寄せいただきました｡

アカゲラ

キビタキ

ミソサザイ

池の平バード･ウオッチング

日本野鳥の会　宇田川時雄

第十回新緑の池の平とバード･

ウオッチングに参加しました｡青少年センターは'妙高高原にあり'バード･ウオッチングには絶好の場所です｡朝､カッコウの声で目覚め'センターのまわ-の森から小鳥達の歌

声が聞こえてきます｡あいに-の雨模様'朝の勤行の声につられて'キビタキが　｢ピッコロロロ｣と歌い出します｡黒の背中に白い模様､眉'腰'喉から下面は鮮やかな黄色'新緑の森の中で'さえずる姿を見たら'けっして忘れる事のできない森の妖精です｡

アカゲラが木をたた-音が響きま
す｡黒と白と赤のすっき-とした配色のキッツキで､｢キョッ､キョッ｣と鳴きながら､センターのキャンプサイトを飛びまわります｡鳥は世界で一番美しい声を持った動物です｡野鳥のさえず-が聞こえる自然環境はまさに　｢癒しの杜｣　です｡ちょっと耳をかたむけて､小鳥達の存在に気づいて下さい｡小さな生命の尊さに気づいて下さい｡自然の中で小鳥達のことを話し合う､バード･ウオッチングにおいで下さい｡
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完　納　御　礼

二〇〇八年度宗派経常費(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'年末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5組

聴信寺
第7組

専念寺
第8組

専長寺
第日組

通願寺
(二〇〇九年一月二十一日

～二〇〇九年六月三十日)

以上五力寺

宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌御
修復懇志金御依頼額を完納頂き誠にありがとうございました｡

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

光徳寺

第2組
常園寺　通託寺

第3組
明了寺　光柴寺

第4組
宗専寺　養性寺　持専寺

第5組
覚真寺　蓮光寺

第6組
教専寺　敬覚寺　金光寺　明法寺挿図寺　養福寺

第7組

閑川

正教寺　良明寺　覚願寺　浮善寺
第8組

泉光寺　本覚寺　覚善寺　勝名寺延毒寺　西養寺
第日組

添景寺
第13組

信光寺　柴恩寺　照専寺　善照寺

(二〇〇六年十月三十一日

～二〇〇八年十二月三十一日)

以上　三十一力寺

●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　唯念寺前住職第7組　敬覚寺前坊守●おめでとうございます◎住職就任第5組　善正寺第8組　正福寺◎教師補任第1組　徳正寺第1組　専徳寺第6組　長命寺第7組　間柄寺第8組　願立寺第1 3組　啓明寺◎得度受式第5組　覚真寺第日組　福栄寺第13組　願専寺

尾崎　良秀春日　昭子大場　正信大館　崇雄繁原　知子長谷川　悠柴田貴美子水野　隆顕草間　洋文氷飽　浩嗣藤戸美帆子井上　寿法経塚　　清

●人事発令
六月二十九日付で高田教務所長の

人事発令がありました｡高田教務所長　河合　宜朋

山形教務所長に任命する

教育部　出仕　杉本　了恵

高田教務所長に任命する

(兼務高田別院輪番･新井別院輪番)

第2組　陽巌寺前坊守第6組　本誓寺住職第7組　速念寺住職

小英上
島　　谷

映繊嘉
潤修野

庫編集後記圏昨年十二月に編集委員を仰せつか
り､あれよあれよという間に'今回で委員となってから二回目の発行となりました｡経験がな-'周りの手慣れた作業を目にすると､一人取り残された気持ちになります｡しかし原稿を手にすれば待ったなしの本番です｡初心は忘れずとも'若葉マークはそろそろという思いであります｡

先日､生まれて初めて'と言って

も過言でない-らい何十年かぶりに折り紙で鶴を作りました｡子どもの通う保育園の七夕の飾-で使うものです｡慣れない手つきで折り紙の角を合わせ'微かな記憶を頼りに完成した鶴を想像しながらの作業でした｡それでも子どもの思いが届けば､という気持ちで折-ました｡編集という仕事で皆様の書いた原稿に目を通させていただ-と'一語一句の思いが鶴の一折-一折りに重なって思えます｡

二〇一一年の宗祖親鷲聖人七百五
十回御遠忌法要　に向けて着々と準備が進められる中'初心同様､原稿を執筆していただいた方々への感謝の気持ちを忘れずにいたいと思います｡　　　　　　　　　(筒石)


