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高田別院での紙芝居
い申しあげます｡ 企画していきたいと考えておりますので皆様方のご協力をお願

させていただきました｡こ に厚‑御礼申しあげます｡ 育協会高田支部加盟園のご協力で'各保育園年長組の絵画展を

来年以降も今回の｢子ども報恩講｣をふまえ'内容を検討し

終わってから'少しの時間ダーツゲームで遊び'終了いたしま た｡ 子どもたちは真剣に見入っていたようでした｡約十五分の上演が なさんは'しんら さまを知っていますか｣という始まりから' 描かれた｢しんら さま｣ の紙芝居を見ていただきました｡｢み

もたちと保護者の方々に､この紙芝居を見ていただきました｡

両別院の報恩講期間中､｢子ども報恩講｣ にあわせて大谷保

また'新井別院では十一月三日の稚児行列に参加された子ど

お勤めに参詣した後'図書資料室に移動し親鷲聖人のご生涯が が十二名､保護者を含め合計十八名の参加で'別院で行われる

して計画してまいりました｡ 報恩講ということで､｢感謝‑ありがとう‑｣ をコンセプトと

十月 一日､高田別院での｢子ども報恩講｣には'子どもたち

が行われています｡こ に集まって‑る子どもたちを対象に､

たや実行委員会｣ による屋台も出され'新井別院では稚児行列

のみになっていました｡そこで､高田別院報恩講期間には｢お

き昨年より計画し'実行委員会を立ち上げ'行いました｡ て教区 化委員会青少年部門と外郭助成五団体の協力をいただ

ら､教区事業としての青少年が､夏｢キャンプ｣

教区 化委員会において｢寺院子弟の集い｣が休止されてか

恩講｣を実施させていただきました｡青少年連絡協議会におい

みんなあつまれ

今年'高田･新井両別院報恩講期間中'一回目の ｢子ども報

青少年連絡協議会主任 大 滝 法 円
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とした響きのように感じます｡ かなか味わえない'どこかまったり

笑顔で迎えて‑れる子ども達の姿に'

車が往来していた日々にあってはな ルに視界遮れら '息つ‑間もなく
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いなぁ｣という言葉も'赴任前'ビ あって､つい口を突いてでる｢忙し

の笑い声lを聞きながら過ごす毎日に 見､また'別院境内に遊ぶ保育園児

るのかもしれません｡ は'初雪の便‑が既に届けられてい

ますが'皆さまにご高覧いただく頃 は晩秋から初冬へと移ろうとしてい た｡この拙稿を書いている今､季節 いもので五カ月ほどが過ぎゆきまし 長を梅雨の最中にお引き受けし'早 別院輪番'さらには高田大谷保育園

別院会館の窓越しに遠‑南葉山を

ただ'｢えんちょうせんせ〜｣と

新任挨拶

高田教務所長兼ねて高田･新井両

教務所長 杉本 了恵

ご協力を賜れば幸いです｡ ので'皆さまにはよ‑一層のご支援' 来るよう微力を尽‑してまいります が十全にその使命を果たすことが出 御遠忌の円成と教区･別院･保育園 一つひとつを心に留めながら'宗祖 当にありがた‑思っています｡その たし'折々に頂戴した叱嘩激励は本 れた'とてもとても貴重な機会でし に多‑の方々との出逢いを恵んで‑

業務としてあったわけではな‑'私 きました｡それらは決して無機質な 院の報恩講等々を経験させていただ は宗議会議員総選挙'さらには両別 区諸機関の会議や各組巡回'あるい 区会･教区門徒会をはじめとする教

てきた家族と初めて離れた今の暮ら 得てから二十年'一緒に泣き笑いし なんともリアルに思えます｡伴侶を に向う父親を措‑コマーシャルが､ と'家族との週末を終え一人赴任地

きを思い知らせて‑れます｡ 辛抱して‑れている家族のあ‑がた

しは'不安な思いを抱えつ 何かと

ましたこと厚‑御礼申し上げます｡ ともに'丁重なお心遣いを賜わり

たこと'心よりお詫び申し上げます 皆様にはご心配をおかけいたしまし

｢吾子はどうしているだろか‑｡｣

声が空虚なものに思える夜などは' あるいはテレビから発せられる笑い

こうした毎日を過ごすなかで'教

感謝申し上げます｡ たのも､皆様のご協力の賜と心より

その間､何とか勤めさせていただけ 間の二年であったような気がします｡ 動き回っていただけの､あっという

戻していきたいと思っております｡ で休んでいた期間のブランクも取‑

別院の運営'保育園の運営と'ただ 務所の宗務のほかに､高田･新井両 あった事業の取り組み'そして'教 し'また'御流罪八百年の未実施で 地震の恐ろしさを目の当たりにいた 赴任してまもな‑中越沖地震があ‑､
在任の二年間を振り返‑ますと､

して'一日も早‑生活に慣れ'けが 任いたし現在に至っております｡そ

き'九月初旬にようや‑新任地に着

厚情を賜わり厚‑御礼申し上げます｡ 察いたします｡在任中は､格別のご れましては､日々お忙しいこと 拝

左膝を骨折してしまい'その折には､ 令日の前々日に'不慮の事故により

その後'治療に専念させていただ

まず'御地において､人事異動発

退任挨拶

報恩講の季節になり､皆様におか

前教務所長 河合 宜朋
(

思っております｡ たし､御遠忌法要にお参りしたいと

させていただきます｡ 発展を念じまして'退任のご挨拶と

最後に'高田教区のますますのご

者に支えられてきたことに思いをい

たと思います｡ いう'仏智に開かれた生き方であっ

うことが'道宗のような多‑の念仏 すが､｢法義相続･本廟護持｣ とい

宗祖御遠忌も自陣に迫っておりま

一月に一度の聞法'一年一度､帰依
‑ということを常に心がけていたと 仏をとおして真の拠‑処に帰ってい 苦しみ悩むことがあっても'本願念 だ‑と､日々の生活のなかで､煩い このことをもう少し自分なりにいた 常に心がけていたことであります｡ 処にて宗祖聖人に真向かう｣ ことを

という意味ですから'｢日々のお勤め､

｢たしなむ｣ とは'常に心がける

し｣ (蓮如上人御一代記聞書) 御本寺へまいるべしと'たしなむべ たしなむべし｡一年のたしなみには､ 様の御座候うところへまいるべしと､ たしなみは､ちかきところ､御開山 めにか さじと'たしなめ｡一月の

｢一日のたしなみには､あさつと

うなことを言っています｡

さて昔､道宗という方が'次のよ
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とりわけ連技御参修の時は役務が急 の全体の掌握が求められています｡

ことができました｡

ります｡｢春の法要｣と｢報恩講｣

ひ

き'何とか今年の報恩講を円成する 教示をいただきながら助けていただ めて式支配の一人としていろいろ御 して出仕七て参りましたが'今般初 准堂衆会員として外陣加勢や掛役と

び

き
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した｡これまで高田別院の法要には たが'迷った結果お引き受け致しま 配の後任を依頼され保留していまし

高田別院報恩講

七月に前輪番より高田別院の式支

式支配の役務はとても多岐にわた

高田別院式支配 堀前 妻裕

高田別院報恩講

と考えてみることができましょう｡

講になることに違いありません｡ 仕いただければ'より賑々しい報恩 す｡せめてこの中の一座なりとも出

しに別院崇敬下の一人ひとりのこと

した｡これも担当組だけの問題でな 何とかことなきを得たことがありま 速別院や教務所員の御協力を得て' 座で､内陣出仕の方が一名の為､急 ようであります｡今年の報恩講の一 加には結び付いていないのが現状の

くことも一考かと思われます｡ 各寺の予定表に記入し備えていただ 知されるようにな‑ました｡早目に

うですが'なか 内陣出仕者の増 作法の事前講習をされる組も多いよ

す｡近年は別院の行事日程が早‑局 仕をされる方が少ないことでありま

前から言われているように'内陣出

この高田別院報恩講を控え､声明

高田別院では都合九座厳修されま

課題が沢山残‑ました｡ 程であります｡初めての経験ゆえに

に御出過の先導と息の継ぐ間もない 式次第'出仕者巡讃者の報告'それ 参修されます｡各座毎に､御案内と 結願の逮夜･農朝､日中の三座に御 日中のみの御参修でしたが'現今は 増致します｡二〇 六年までは結願

式支配をして感じたことの一つは

(

とても'感動されたと思います｡ 潔‑'真剣に聞き入っていました｡ 演されました｡皆さん全員が'興味 供達にわかりやす‑紙芝居として上 納骨堂で'親鷲様の御l生涯を､子 わり'｢子ども報恩講｣の始まりです｡ た事と思います｡稚児の着替えが終 に一度の晴れ舞台として記念になっ 供達と'両親祖父母の皆さんは'年 早‑稚児行列は終了しましたが'子

ンフルエンザや､不景気の影響を受

更されました｡時間や距離が短‑' 庫裡から本堂内陣までの縁儀に'変 の庭儀ができず'十数年ぶ‑の'お

わたり'開催されました｡ 高田別院報恩講と新井別院と二回に 持っていただきたいとの願いから､ や親鷲様のことに少しでも興味を

や'両親祖父母の方たちに'報恩講 日に同時に開催されました｡子供達 も報恩講｣ が'稚児行列の十一月三

まで厳修されました｡ 例年通り十一月一日より十一月四日

新井別院の報恩講をお迎えして

二〇 九年度の新井別院報恩講は'

本年の新しい行事として､｢子ど

十一月三日は､生憎の天候で外で

本年の､稚児参加者は'新型のイ

第七組正行寺 朝日 正顕

す｡

を感謝して'本年の報告といたしま 無事お迎えさせていただきました事 また一年の始まりとして'報恩講を

をお願いしたいと思います｡ 大変でしょうが'来年も､ぜひ開催

を持ちつ ､一年の総まとめとして､

沢山の人たちが'報恩講に関わり

新井別院報恩講

フのご尽力と'準備や'後片付けが ちから､ご覧いただきました｡スタッ い出の絵を'展示して'沢山の人た

す｡また､本堂では'園児による思 から元気をいただいたように思いま

寒さ悪天候にもか わらず'子供達 や 少なかったのですが'それでも 二十一組二組風邪のため欠席)と､ けて例年三十組以上の申し込みが'

2009年12月1日
はありませんが､先般の臨時宗会に

べた通りで'それに付け加えること

まびこ』や選挙広報'立会演説で述 でしたが'私の考えは宗政報告『や 依頼は｢新宗議の抱負｣ということ
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の当選を賜りました｡編集部の原稿

が'いかがなものでしょうか｡

たのではないかという説があります 風を立てた‑ないという配慮が働い

ほどということもあり'教区内に波

ますが'御遠忌法要まで五百 十日

そうい 状況の中でこの度五期日

しいということでした｡

なさで'宗議会の歴史の上で大変珍 屋･三重･日豊の四選挙区という少 挙で投票になったのは'高田･名古

宗議会議員･参務に就任して

九月十七日施行の宗議会議員総選

受けとめ方は様々であろうと思い

竹田 憲示

が遅‑までともっています｡宗務総 業務が重な‑､宗務所には残業灯火

ります｡

員同朋の会なども担当することにな 長､真宗本廟維持財団理事'国会議 教会常務理事'真宗教団連合事務総

宗務役員は通常業務の上に御遠忌

私が担うことになりました｡ の継続性を重視することから新任の

したが'それぞ の参務の担当業務

は筆頭参務が担当することが慣例で 報部会を担当します｡これらの部門 画室で､御遠忌関係では総合企画広

総務部を担当しますと'全日本仏

ということでした｡ 後任として竹田一人を補充した｡｣

て'この度は退任された不破仁氏の

と｢御遠忌の諸計画には進行中の事 た｡安原宗務総長の言葉によります

柄が数多あり､その継続性を重視し

との四人は継続することになりまし

私の担当は'総務部･内事部･企

うことになりました｡

たり､図らずも参務として宗務を担 れ'第二次安原内局を発足するにあ

おいて安原晃氏が宗務総長に選出さ

参務五人の中で新任は私一人｡あ
あまた

(

いのが実情ではないかと思います｡ 多いと思うのですが'手掛か‑がな

ます｡

子供会の開催を考えている寺院は

力が生まれるのではないかと思慮し

は人間関係に悩む若者が沢山います｡ 係の在り方を学ぶのですが､職場で 下の子供と遊ぶことによって人間関 仲間も少ないと聞きます｡年上'年 供は遊び方も知らず'友人といえる

総代などが育ち､そこから宗門の活 仏教壮年会｡その中から責任役員や

が満ちあふれていましたが､今の子

ます｡かつて街や集落には子供の声

を置かなければならないと思ってい

ら､御遠忌後は青少幼年教化に重点 いる推進員養成講座もさることなが いますが'退職世代が中心になって 年センターが連携することになって 学研究所･解放運動推進本部･青少

子供会1中･高校生の会1仏育1

も同時進行します｡ ンター(仮称) の設立にむけた業務 の宗務態勢､財務の在り方'教化セ 動五十周年を迎えますが'御遠忌後

忌の円成に向けて全力を尽‑します｡

と申しておられますので先ずは御遠 長は ｢とにか‑御遠忌に全力投球｣

います｡

に全力で取り組んで欲しいと思って

また､御遠忌の翌年には同朋会運

教化センターについては'先ず教

(

員､参務就任の挨拶といたします｡ 力を切にお願い申し上げ'宗議会議

ますので､教区各位のご支援とご協 で宗務を全うしてまいりたいと思い

す｡

いろいろ申し上げましたが'全力

して係わって参‑たいと思っていま

心残りではあ‑ますが内局の一員と

拝命と同時に退任することになり' 割当に関する委員会｣ の会長は参務

考えられると思います｡

本年五月に任命を受けた｢御依頼

どの｢平成語訳｣を競うことなども

として全教区で教典･偽文･消息な

興に尽きると思います｡一つの方法 い のか分からないときは教学の振

とでありましょう｡何をどうしたら

ネリにな‑､停滞しているというこ

は'そういう事を言う人自身がマン

停滞と見る向きもありますが'それ
また'同朋会運動をマンネリとか

私は教化センターには育少幼年教化
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お念仏の声の復活を願っております｡ 念仏の声が消えておりまして､その

一方では'日々の暮しの中でのお

感しております｡ 員誕生の意味の大きさをつ‑づ‑実

ひ

おりまして､同朋会運動推進･推進 またさらなる人材発掘へと繋がって

て下さってお‑ます｡そしてそれが 本当に仏法宣布の大きな戦力となっ そしてその準備から後片付けまで､

はもとより'報恩講や永代経の聴聞'

も七十人からの方が誕生し'定例会

2009年12月1日

び

もな‑五十周年を迎えようとしてお

ります｡

してスタートした同朋会運動が'ま

の変革を目指し'大きな信仰運動と

己認識の中で'旧態依然とした教団

推進員養成講座を通じ､私の寺で

｢門徒一人もなし｣ との厳しい自

新人宗議会議員としての抱負

①同朋会運動のさらなる推進を目
指します

藤戸 秀庸

と思います｡今までは全てタクシー 修学旅行生が拝観して‑れるだろう

のであります｡ 教団の未来を切り開‑ものと考える

あります｡今まで以上にた‑さんの

日暮し｡そういう家庭の確立こそが 合わすことから始まるお内仏中心の えます｡御本尊のある暮らし｡手を

が､真宗保育の原点とも言えると考 真宗門徒としての日暮しの確立こそ

り前だったそんな｢宗風の復活｣ ､

ところから始まる一日｡かつては当

にまで遡及いたします｡お念仏申す 内仏を中心とした私どもの家庭生活 真宗保育と言えば'その基本は'お の方途を考えてみたいと考えます｡ 稚園等の関係を調査し､その充実へ 考えます｡それ故に､宗派とその幼 信効果は絶大なものが期待できると

と園児家庭､そしてその地域への発 の真宗保育を充実することは'園児

風の復活｣を模索したいと考えます｡ ダブツく｣と念仏申す｢真宗の宗 て思うことであります｡｢ナンマイ

りの数にのぼると思います｡そこで

通夜･葬儀等の仏事の大切さを改め

②青少幼年教化の充実を目指しま

教団附属の幼稚園･保育園はかな

それから'御修復なった御影堂で

す
そきゆう

(

一方､｢過疎･孤立･独居｣ の間

あります｡ であ‑'既に始まっていることでも

しかし近隣地域での共同教化は可能 寺での教化活動には限界があります｡ ることで'このような地域での一ケ あります｡このことは全国に共通す ません｡それと同時に寺院の減少で

ます｡

限界集落の増加に歯止めがか り

その人材の育成を目指したいと思い の教えの種蒔きをする制度の創設と

と相侯って'修学旅行生へのお念仏

る御影堂自身が持つ感化力･教化力 のです｡東洋一の木造宗教施設であ

ます｡蒔かぬ種からは花は咲かない 侵攻をも防ぐ防波堤ともなると考え ある意味そうすることが'カルトの 念仏の教え｣を聞いてもらうのです｡ 純真無垢な若者に ｢本物の宗教･お

うことで､宗教心の目覚めを促し' 真宗本廟を語り､真宗を語ってもら

思うのです｡若い中学生･高校生に

として'きちんと対応して欲しいと

非とも本山職員が'真宗僧侶のプロ 意味もったいないのであります｡是 の運転手さん任せであります｡ある

③人の過疎と｢宗教心の過疎｣に
します 対応する共同教化の推進を目指

(

いたします｡ の出るような支援制度の創設を思考 力も湧‑のであります｡そんな元気

も住職も､｢よし‑頑張るか‑･｣と

をしてもらう｡そうすれば'御門徒 いから､金融関係からの融資の保障 度｡いざという時'その頭金でも良 山が我々一般寺院の後ろ盾となる制

その創設を目指したいと思います｡ できる制度を作れないものかと考え' ません｡その現状を打破して､支援 御本山からの資金的支援は何もあり

我々が真宗本廟を守り立て､御本

のではなかろうかと考えております｡ ても､宗門からの大きな提言になる

寺院が､改築･新築をするという時' 金の流れでありました｡別院や一般 ましたのは'本山へ本山へというお 責務であります｡しかしそこにあ‑

④金融支援制度の創設を目指しま

本山を支えるのは私共一般寺院の

す

人を越えるという今日的課題に対し

にさえ領けたならば'自殺者が三万 思え'与はその一人なり｣ この一点 二人と思え､二人いて喜ば 三人と

すのであ‑ます｡｢一人いて喜ば 題に対して､宗祖のお言葉を思い出

2009年12月1日
かと'改めて気付かされます｡思え

きな力を貸していただいて たこと

差し入れをいただいたりと'何と大

ひ

いたり'メールや電話で相談したり､ なかった方からも会議に来ていただ 名という数字ですが'当日参加され

とにも気付かされます｡ 並々ならぬ配慮をいただいていたこ

を何度も聞いて下さった方々には' いことは多々あ‑ますが'その愚痴

されます｡振り返 ますと､言いた

は言えないあり様だったと思い知ら

第117号(6)

び

は多々あ‑ながら'円滑に進んだと

言い訳で'備品の忘れ物や不足事項

参加者三十七名･スタッフ四十七

えますが‑‑ 0

ことを御報告申し上げます｡ 年キャンプを無事に(?)終えられた

地視察に幾度と足を運び'当日を迎 より度々会議･検討を繰り返し､現
スタッフ長に立候補し､二月下旬

初めてのスタッフ長ということは

第二十六回教区青少年キャンプ

まずもって'第二十六回教区青少

参加者⑳砂ろば

第六組善念寺 滋野 憲史

届いたテーマとなったこと '改め

マは､参加者にではな‑'私の身に

『みて･きいて･ふれてみて』のテー

さったのだと痛感いたします｡ 俺が俺がの性根であるかを教えて下 尻拭いのできない私であるかを教え'

‑｡また､この一言がいかに自分の

‑'嬉し‑'励ましになったことか 任を追及する世間において何と有難

さい｡｣ と‑ ｡この三一口が'自己責

思った様に'好きな様にやって下

｢責任は私が取るから'滋野君の

耳の底に残って離れません｡ 委員長の金子正美師からの御言葉が 答は末だ明確にな‑ませんが'実行 がら立候補させていただき'その応 み出されたかを知りた‑'生意気な が'真宗とどのような関係の元に生

ば'青少年キャンプという教区事業

ボン菓子づくり
床合図で出発しました｡ れのなか､さわやかなオカリナの起 ち物の念珠に始まり台風一過の秋晴

じられました｡ にやさし‑目には紅葉がまぶし‑感 色々な葉の落ち葉が紙塩のように足 ち葉をふみしめながら行‑と序々に

ダムの放水警報が出て耳を覆いなが 洲にたどり着き'ホッとした途端に
スリル満点の難所を通‑ぬけて中

海谷渓谷入口の大きな朴の葉の落

第二回センタートレッキングに参加して

センタートレッキングは'先ず持

その様子を紹介させていただきます｡

らの感想文を記載させていただき､ からご参加いただいた､武藤さんか

トルのもと開催されました｡横浜市 海谷渓谷と紅葉の小谷温泉｣ のタイ

トレッキングが､｢越後の上高地･

程で'池の平青少年センター主催の
去る'十月二十八日〜三十日の日

第二回センタートレッキング

て思い至ります｡

‑､誠に有難うございました｡

御多忙中'皆々様方より御協力賜

横浜市 武藤千恵子

(

たです｡お元気で｡ にありがとうございました｡楽しかっ 磨いて‑れる岡田さん達｡皆様本当

には真っ黒に'それを又ぴかぴかに 皆様'またぴかぴかだった鍋が帰り

きったセンターの皆様及び参加者の

になりました｡ 裸のつきあいもでき'肌もつるつる

このトレッキングを企画して‑だ

海谷高地できのこ汁を囲み

とかけ離れた新鮮な体験でした｡ 微妙な味等'私にとって､日常生活 がいたり'おわんで飲むコーヒーの かったこと'三杯もお代わりする人 煙にむせながらのキノコ汁の美味し

を仰ぎながら三姉妹と直子さんとの

小谷温泉雨飾荘での露天風呂で月

きました｡皆で'薪をひろい集めて

ら放水の迫力を間近に見ることがで

(7)第117号
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いただいたのですが､｢口から心臓 ひとつ'参加者の前で調声をさせて 一泊研修に来た訳ですが､その中の 経本すら開‑事な‑過ごしてきて､ 一度も本堂で豊をた ‑どころか､ での得度研修'本山での得度式の後へ た｡恥ずかしい話ですが､私は別院 袈裟と'厳粛な気持ちで始まりまし

きました｡開会式は自服へ直綴､墨

一泊研修があり'参加させていただ

願寺池の平青少年センターにて得度
九月十二日'十三日の両日'東本
第十三組松橋寺 平野 教子

ないので良い経験になりました｡ に挿牡を用いての出過は'経験が少 が何点かあり復習になりました｡特 を使った法要がな‑忘れている箇所

讃本の扱い方を中心に習礼しました｡ 院報恩講に向けた内陣出退作法と和

内陣の出退作法は'普段から内陣

した｡

今回の教区声明講習会は'高田別

せていただき'ありがとうございま 世話になりました｡貴重な体験をさ

を身につけていきたいと思いました｡

させていただき'真宗大谷派の作法 ので'来年の一泊研修にも､又参加 内容が大変密な為覚えきれなかった

きるようにな‑ました｡一泊研修の

得度一泊研修

忌参りにも積極的に出掛ける事がで 毎日練習方々'勤行をしながら'月 た気持ちで､住職にかわり､本堂で た一泊研修'僧侶の一歩をふみ出し 明'着方･た み方等の指導を受け に'お内仏の荘厳･作法･衣体の説 くらい､ドキドキしました｡結果的 が飛び出るとはこのことか｣と思う

講師･スタッフの方々には大変お

教区声明作法講習会

へ

第一組西性寺 田中 毒雄

役をするロールプレイですがこれが 話し手(クライアント) と聞き手の 応答の仕方を学びます｡二人一組で

事であることを再認識しました｡

二回以降は実践的な演習例により

一連の宗教行事もその意味で必要な

順調に行われるような促しは大切で' ることが重要であるか､喪の作業が

第一回は喪の作業の総論'死刑の

う事を感じました｡ いので心得というものが大切だとい

りと勤められると思いました｡ 院報恩講と組内寺院報恩講をしっか

を伴ったものとなっています｡ 年と同じですが､より具体的な事例 三日より始まりました｡先生方は昨

る｡いかに受け入れ'感情を汲み取 悲嘆に‑れる人に寄り添って聞き入

ないとしっかりとした作法ができな 扱い調声や巡讃をする時には心得が 勉強にな‑ました｡また'和讃本を

この二つを中心に習礼して高田別

十回連続講座の後半五回が十月十

あたらない限りはしないことなので

和讃本の扱いは'調声人や巡讃に

上手な聞き方講座
第一組長願寺 安藤 都

きたい講座ではありました｡ す｡た‑さんの方に受講していただ

佐藤淳一氏(上越教育大学准教授)

とても中身の濃い内容となっていま

(カウンセラー) の手記の検証など

回想法の事例､実際に行った面接者 を引き出したり感情を整理する為の 践しました｡また高齢者の話す意欲 表現するコラージュ法というのも実 ジに合う物を切り取り台紙に張って 出す為に､雑誌などから自分のイメー

さらに'言葉にできない感情を引き

が必要ということも教わ‑ました｡

らかじめ時間を決めて話を聞‑こと

け入れ共感する態度が大事です｡あ 付けをせず'あ‑までも話し手を受 中々難しい｡励ましやリードや押し

2009年12月1日
べし｡(略)』しかれば大聖の真言に 知りて徳を報ず､理宜し‑まず啓す ず'出没必ず由あるがごとし｡恩を

忠臣の君后に帰して'動静己にあら

薩は仏に帰す｡孝子の父母に帰し' の釈を披きたるに言わ‑､『それ菩

第117号(8)

もって知恩報徳のために宗師(曇鷲) の記されたまさに直前に'｢こ を

『教行信託』｢行巻｣ の ｢正信偽｣

いて少し考えてみたい｡

ら'自分 身の課題となることにつ

学びとなる｡これまでの講義の中か

よいよ二年目の講義'｢正信侶｣ の

り考えてきた｡これを踏まえて､い

土｣流通付属分(後序) の読解によ

に託した願いを'『教行信証』 ｢化身 聖人の生き方､親鷲聖人が｢正信偽｣

｢正信偽｣ の学びに先立って､親鷲

の講義が始まった｡一年目の講義は' 教化研磨室｢聞思学場｣ の､二年目

問思学場での学びの中で

昨年十一月からスタートした真宗

第五組林正寺 古海 景雲

考える事もなかった｡｢にょ‑らい たもので'特に ｢恩｣ について深‑

葉である｡あまりに普通に使ってい

｢報恩講｣ ｢恩循讃｣など良‑使う言

る｡

も大切なものと捉えているわけであ

ないと言われている｡｢恩｣をとて

世の中が噸ろうとも何も恥じる事は 垂‑･深‑遠い事を知っているから､ である｡親鷲聖人は'仏の恩が深‑

たいと思うかもしれない｡

もそうい 事態になれば避けて通り

て通‑たい気持ちは良‑分かる｡私

自分を知られるような事態は'避け

に ｢恩｣ の言葉が記されているわけ

じず｡｣ とある｡まさに'要所要所

の深きことを念じて､人倫の噺を恥 通付属分(後序)｣ には｢ただ仏恩 塀言を恥じず｡｣ とあり､｢化身土流 に仏恩の深垂なるを念じて'人倫の

とを知りぬ｣とあり'｢別序｣には｢誠 序｣ には ｢特に如来の恩徳の深きこ

回も登場する｡こ だけではない｡｢総 の七行の中に ｢恩｣という言葉が三 の行数にして'僅か七行である｡こ

作りて日わ‑｣とある｡『真宗聖典』 深遠なるを信知して'正信念仏偽を

帰し､大祖の解釈に関して､仏恩の

この ｢恩｣ であるが'日頃から､

(

｢仏恩｣ は深‑垂'深‑遠いもの

しまうだろうか｡いや､親鷲聖人も

だけに､ますます遠いものと感じて

るとう ｢仏恩｣ は目に見えないもの

自分を良‑知っている人に､現状の

う｡何らかの助けを必要とした時に､ 人生においても重大な局面なのだろ 確かに'｢恩｣を感じるような事態は'

しかし'現代社会は ｢恩｣を重荷の

を見ても'｢恩｣は重いものであろう｡

ある｡｢恩人｣ ｢恩師｣といった言葉 の ｢恩｣ ですら'とても重いもので

たものであるが'なるほど'人の世

である｡鎌倉武家社会の基礎となっ 教わった鎌倉時代の ｢御恩と奉公｣

じたうえで人に勧める｣ ことが ｢知 勧める事が必要である｣となる｡｢信

めには､自ら念仏を信じ人に念仏を

る｡逆に言えば'｢仏恩を報ずるた

Lt人に念仏を勧める事が広まれば'

とても難しいことである｡自ら念仏

ように感ずる人が増えているという｡

いた事は､昔'学校で歴史の時間に

実生活での ｢恩｣が遠いものにな

｢恩｣ という言葉を聞いて思い付

‑考えた事などあっただろうか｡ 以前に'そもそも仏の恩について深

に了解してきたか｡いや､了解する

私は仏の恩というものを'どのよう

も口に出してはいるが'果たして'

葉の意味も分からない頃に覚え'今 だいひのおんど‑は‑｣などと'言

(

を学び､｢正信侮｣ の一句の中に' 信偽｣に込められた親鷲聖人の思い

のみを学んでい‑事ではない｡｢正 ただ単に ｢正信侭｣ に記された内容 るための｢正信侶｣の学びであるが､

を張って言えるだろうか｡ て説かれているものなのだ｣と､胸

聞思学場での学びは'教化に繋が

｢念仏は他の誰でもない､私に対し

を説‑事を仕事としている｡しかし' 所にあった｡そして'今は人に念仏

恩報徳｣ になると｡

子供の頃から'念仏は私の身近な

仏恩を報ずる事になる｣との意であ

に念仏を教えて信じさせることは' る｣ とある｡｢自ら念仏を信じ'人

‑化するは'真に仏恩を報ずるに成 難の中に転たまた難し｡大悲弘‑普

ら信じ人を教えて信ぜしむること､ 生礼讃』から引用された言葉で ｢自

『教行信証』｢化身土巻｣ に'『往

しかし'知らないで済む事ではない｡ 逮‑計‑知れないものなのである｡ である事を知っていた｡｢仏恩｣ は'

(9)

というこの機会を生かすために'｢正 思学場で ｢正信侮｣ の教学を学べる
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は荷が重いという思いもあった｡聞 であり'この目的を考えると自分に

規則一部抜粋)

(高田教区真宗教化研磨室｢聞思学場｣

ひ

並びに教化を担う人の育成に資する｣

け継ぎ'高田教区における教学研鎖

｢宗祖親層聖人流罪以来の伝統を受

した｡

について けるのかと不安でありま

2009年12月1日
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果たして今の自分が聞思学場の学び ことは'非常に迷ったことであり､

聞思学場の設立目的は､

閉息学場で見えてきたもの

私にとっても閉息学場に参加する

いと思う｡

を見出し､多‑の人に伝えていきた

そのとき'立ち帰る事のできる一句 私は多‑の事に迷ってい‑であろう｡

きした｡これからも､学びの中で' の出通いである｡｣ との言葉をお聞

も悔いる事のないただ一句の言葉と

を思うと'｢正信偽｣ がいかに人々

代まで連綿と受け継がれてきた歴史 た｡｢正信偽｣ が親鷲の時代から現 現実であり､非常に不安な面があっ

いては'深‑触れてこなかったのが んではいる｡しかし'その意味につ

いては､幼少時から自坊で慣れ親し

で'｢宗教とは'一生涯を尽‑して

てい‑事が大切であろう｡講義の中 何かを学び取り'これからに生かし

第五組賓善寺 横山 英一

の理解が確立されたといってもよい

るこの言葉によって'親鷲の信心へ する深い理解があってこそ発せられ この法然の簡潔で'自身の信仰に対

｢如来よりたまわる信心｣

を上げたい｡ た｡こ で法然から発せられた言葉 だ念仏｣という言葉との出会いであっ 然との出会いであると同時に'｢た

目覚めるきっかけとなったのが､法 の信｣ であると思う｡親鷲が信心に あると考えられるのが'この ｢本願

についてである｡親鷲思想の根幹で

して挙げたいのが｢信心｣(本願の信)

｢正信侶｣の中で'自分の課題と

と思う｡

としては､深‑理解する必要がある

ような｢正信侮｣ は'仏道を志す者

いうことを思わざるを得ない｡この

の心を動かし､感動させてきたかと

を決意しました｡ 信侶｣をゼロから学ぶつもりで参加

研修の中心である｢正信偽｣ につ

(

像できる｡ だわった人であったということが想

を人々に伝えたかった｡｢信｣ にこ

字が入っている｡それだけ親鷲は｢信｣

娘である覚信尼には ｢信｣という文

という講義があった｡例えば親鷲の いう文字が含まれている｣

｢親鷲に近い人の名前には｢信｣と

親鷲は名前にこだわった人で'

うか｡

地に達したと言えるのではないだろ

での姿勢があったからこそ､その境

は､親鷲の念仏者としての厳格なま

とであると思う｡その境地に至るに

に対する了解が確立されたというこ

という言葉により'親鷲自身の信心 であり'最終的に法然の｢ただ念仏｣

対する確固たる理解があってのこと

なぜなのか｡それは'親鷲の信心に れほどまでに信仰に深‑領けるのは

と明確に表現している｡親鷲が､こ

るほかに別の子細なき ‑｣

｢親鷲におきては'ただ念仏して' を『歎異抄』において､ によ‑回心したわけだが'その感動

よきひとのお せをかぶ‑て､信ず 弥陀にたすけられまいらすべしと'

五月十九日の聞思学場において'

のではないだろうか｡

親鷲は法然の ｢ただ念仏｣ の教え

へ

と考えている｡ ての自分なりの了解に辿り着きたい

いきたいと考えている｡

を深‑考えていき'｢信心｣ に対し

自分の課題として挙げた ｢信心｣

しっかり理解できるように整理して ておかずに'一つひとつ自分の中で が多々ある｡疑問を疑問のま にし

であると同時に'理解に苦しむこと

に浸透してきた理由であろう｡ 像できる｡浄土真宗がこれまで人々

や『教行信証』 の講義はいつも新鮮 が経過しようとしている｡｢正信偽｣
聞思学場が始まり'まもな‑一年

け入れやすいものであったことが想

しやす‑､親鷲の時代の人々にも受 も非常に現実的であると同時に理解

最も込められていると考えられる｡ 分に本願の信に対する親鷲の思いが を得る) ということである｡この部 切れない凡夫も浬磐を得る (｢信心｣
この部分は'我々現代人にとって

する心を発するならば'煩悩を断ち 解釈としては'弥陀の本願を喜び愛

｢能発一念善愛心不断煩悩得浬磐｣

｢正信侭｣ の中には､

る｡

というものに非常興味が湧いて‑
私は､親鷲がこだわる｢本願の信｣
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おめでとうございます

馨諾墜凋落

磯酢経私雛鞘鰯…隠紅番

第2組善正寺
聖徳太子堂落慶
にお願いしました｡会場の事前準備'

るため､運営の大部分は門徒の皆様 会当日は法要で僧侶が内陣出仕をす 大会実行委員会を組織しました｡大 運営体制を整えるためにお待ち受け

いただきました｡ 体の役員の方にはたいへんご協力を

第1 2組明善寺

本堂修復落慶(落慶法要)

に門徒会や推進員協議会など関係団 は今年になってからでした｡この間 要内容等の大会の概要が決まったの いろいろ話し合い'日程'講師'法 できました｡準備委員会を設置し' 施することを決め'準備に取り組ん

聞き入りました｡ に帰る｣と題した先生のお話に皆が 生をお迎えしての記念講演｡｢初心

飯田女子短期大学 長の高松信英先 遠忌お待ち受け大会です｡引き続き 十l組の宗祖親鷲聖人七百五十回御 安塚区小黒の尊敬寺で行われた､第 に響きわたりました｡十月二十日に 方々での ｢正信偽｣唱和の声が本堂

昨年春に組のお待ち受け大会を実

大会を数カ月後に控える頃になり､

(

あらためて念仏に出遇っていく

二十数名の僧侶と二百名の門徒の

第十一組 長 岩崎 修

頃の取り組みが大切であることを改 なったと思います｡私たち僧侶も日

それぞれ作法を確認するよい機会に

した｡まだ完全とはいかないもの ､ 組光源寺住職からご指導いただきま

行い'出仕･退出などの作法を第五 の出仕がありました｡事前に習礼を

深い､ありがたいことでした｡ 伝い ただきました｡たいへん意義 清掃なども多‑の門徒の方からお手

法要には組内の大部分の寺院から

(

ことになればと思います｡ 仏の教えにあらためて出過ってい‑

人ひとりが'宗祖の顕かにされた念 を再認識するものです｡そして'一

耳を傾けておられたことでしょう｡ た方は'それぞれいろいろな思いで 聞いてしまっていました｡参加され までさえも自分の都合のよいように

ように私たちは御遠忌を迎えるのか 御遠忌への新たな一歩であ‑､どの

当然ながらこのお待ち受け大会が

めて感じました｡

唆のあるお話をされましたが､それ

記念講演では'先生はたいへん示

2009年12月1日
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す｡

いただきますようお願い申しあげま

ていきたいと思います｡何卒ご指導 立って生きているのかもう一度考え 歩みを確認しながら'自分がどこに

にもありはすように'聖人の教化の 思い出しました｡高田教区のテーマ 地の人々と共に生活をしている姿を

とです｡ 歩みはこ から始まったと感じたこ

たときに'そのときの聖人がその土 今回'高田教務所の辞令をいただい 越後へ流罪される場面があ‑ました｡

を観ました｡その中で､親鷲聖人が 前進座公演の『法然と親鷲』 の芝居

これから､聖人の生きてこられた

常にありがたく思っております｡ 事をさせていただ‑ことになり'非

にご縁の深いこの上越高田の地で仕 御遠忌法要を前にして'聖人と非常 お迎えする宗祖親鷲聖人七百五十回

着任挨拶

今年四月に前任地の金沢において'

主 事 華岡 真樹
た｡一年半後に 拝命いたしまし

田教務所主事を 月三日付で高
このたびへ 八

発展を念じ上げます｡ ございました｡高田教区の益々のご

もって御礼とさせていただきます｡ きと思いますが､略儀ながら書中を

をちょうだいLt身に余る思いです｡ の方からあた かい励ましのお言葉 にも関わらず､転任にあたって多‑

を支えて‑だざるのだと思います｡ 私の身を支え'仕事を支え'関係性 教務所をはじめ'どこへ行っても'

目にか り'ご挨拶を申し上げるべ

短い間でしたが本当にありがとう

ところもた‑さんあったと思います｡

‑さんある中､ご迷惑をおかけした

ての教務所で､わからないこともた

と出遇わせていただきました｡初め

させていただ‑中で'た‑さんの方

短い間でしたが､いろいろな仕事を

今後'高田教区での経験が'高岡

本来であれば'お一人おひとりお

所主事補を拝命いたしました｡

高田教務所には実質九ケ月という

退任のご挨拶

このたび､八月三日付で高岡教務
高岡教務所主事補 川原 麻衣

第6組

第4組

第5阻

智願寺 覚法寺 信光寺 流泉寺 光源寺

第3組
正光寺 浄福寺 光栄寺 安専寺 西性寺 正願寺

宗専寺 皆傾寺

第1粗 ていただきます｡ 御寺院を御披露し､

第2組

尊徳寺 光照寺 勝蓮寺 常誓寺 西性寺 本立寺 賓光寺 大雲寺 雲暗寺

教念寺 明通寺 大蓮寺 常囲寺 唯心寺 賓善寺 善正寺 東雲寺

誠にありがとうございます｡ 金･同朋会員志) を御進納いただき

こ に､早期完納いただきました

二〇 九年度宗派経常費(相続講

完納御礼

通託寺 陽厳寺 高徳寺 西福寺 興順寺 法囲寺 東浄法寺

徳常寺 本康寺 鷹満寺 明福寺 大泉寺

賓善寺 林正寺

第

西善人本泉

8

贋侍寺 西光寺 徳正寺 正覚寺 清雲寺 囲照寺 長願寺 光徳寺

枚

御礼にかえさせ

第

本西富囲慈光長敬西宗願照皆

7

東

春

善得林安長常養安照喬等照呂

光組龍蓮光雲源徳覚谷蘇生光遵組福願西侍契柴福義行正行
方巧 光覚光
寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺
寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺

二ヒ

二ヒ

Eiji iiji

土
｣二
可▲ ｣:二
寸 ー弓丁

浮大延等長
琳巌毒覚念

勝教西表聞歪贋明囲垂性誓良人

寸

寸

=ヒ

二ヒ

土

土

=ヒ

てr

寸

寸

寸

臨行寺 浄書寺 阿藤陀寺 覚善寺 正福寺

契蓮蓮栴建造了山顛願明善
=ヒ

土

土

弓丁

二ヒ

寸

寸

二ヒ

寸

二ヒ

寸

二ヒ

寸

寸

土

寸

土

土

寸

土

=ヒ

寸

寸

関川
本壁寺 正念寺 浮善寺 浮厳寺 明契寺 勝福寺 唯念寺 福戒寺 専了寺 善性寺 康源寺 正教寺

併願長長真樹西玉明浮勝
現垂徳命宗徳安梅法光念
寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺寺
願光光最法了浮照善教福
清照運尊林源蓮蓮念専成
二ヒ
寸

西養寺 蓮休寺 科名寺 蓮浮寺 養林寺

妙土寺 法泉寺 福困寺 正善寺 覚願寺 得法寺 正行寺 願勝寺 囲常寺 慶契寺 道因寺 願契寺

=ヒ
二ヒ寸土
弓丁

二士二
寸
寸

二ヒ
寸 =ヒ
寸 =ヒ
寸 土寸二ヒ
寸 二ヒ
寸

俳性寺 唯願寺 本覚寺 浮照寺 挿図寺 本浮寺 明善寺 蓮受寺 雲妙寺 金光寺 敬覚寺
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誠にありがとうございました｡ 修復懇志金御依頼額を完納いただき

第1組 ただきます｡ 院を御披露Lt御礼にかえさせてい

第13組

(二〇〇九年七月一日

宗祖親鷲聖人七百五十回御遠忌御

こ に'完納いただきました御寺

船人寺 龍光寺 了僧寺 光遍寺 栴念寺 養法寺 恵光寺 善照寺 正行寺 養性寺 照専寺 明通寺 松橋寺 願専寺 寵愛寺 本敬寺 龍覚寺
〜二〇 九年十月十三日)

額城区

第12組

第日組

西願寺 福正寺 延慶寺 善立寺 徳戒寺

照源寺 京徳寺 福栄寺 輪鳳寺 栴専寺 能念寺 本教寺 高徳寺 照固寺 西玄寺

向源寺 明善寺

横超寺 性徳寺 養善寺 明善寺

高源寺 了慧寺 光囲寺一念寺 妙玄寺 教願寺 鞍馬寺 敬覚寺

慈囲寺

下荒浜

以上 二百二十一力寺

西念寺 正法寺 徳専寺 讐善寺 最尊寺 浮厳寺 信光寺 浮泉寺

額城区

第6組 浮蓮寺 第4組 持専寺 第4組 正行寺 第3組 明了寺 ◎得度受式 第8組 浮琳寺 第5組 覚法寺 ◎住職就任 ●おめでとうございます

●敬弔

第4組 敬音寺前住職 白銀 芳賢 第1組 光徳寺前坊守 水嶋 裕 悼の意を表します｡

第13組

(二〇〇九年一月一日

西念寺

ご生前のご功労を偲び'謹んで哀

第8組

入光寺

第7組

第4組

第3組

本贋寺

皆傾寺

専了寺 西谷寺

正壁寺 光照寺 西光寺

〜二〇 九年十月三十一日)
(

以上 九力寺

佐々木早苗 梅滞 満 芳野 香苗 杉田 宗子

アメリカでは｢大統領｣ ｡日本では

平賀 哲 北村 稔

の発行が第三回目の発行となります｡ 一年を迎えました｡この第二七号 私たち『響流』編集委員もちょうど 昨年末に新体制に『チェンジ』した

と'多‑の『チェンジ』があ‑ました｡

空から白い雪が舞う季節とな‑､

ふとこの一年を思い返してみます

第1 3組 松橋寺 第1 3粗 菓恩寺 第7組 良明寺 第6組 本覚寺

廟編集後記圃
このたび､高田教区ホームページの運用およ
び管理の作業基盤が､教化委員会の一部門から

教区報『響流』編集委員会に移管されました｡
(

我々『響流』編集委員一同､よりよいホームペー
ジを目指してまいりますので､よろしくお願い
致します｡

平野 教子 宮本 唯信 岡寺 理恵 老野生真大

高田教区ホームページ･アドレス
U RL:http://www.takada‑kyoku.jp/

十七行目(誤) 生活基準の崩壊

来るように､と思う次第であ‑ます｡

《訂正》

訂正内容は次の通りです｡ 訂正しお詫び申しあげます｡ 文中に於いて誤植があ‑ました｡

｢教区報『響流』｣に『チェンジ』出

ではありますが'少しでもより良い

メンバー全員の団結によ‑､手探‑

するのか‑‑ '出来るのか‑‑ 0

この編集委員での任期はあと二年｡

前号(第二六号)一ページの

(正) 生活基盤の崩壊

(竜洋)

する『響流』がどのように『チェンジ』 て､当教区内の動きを皆様にお伝え

ンジ』していること 思います｡ ても､｢宗祖御遠忌｣に向け日々『チェ

このような大きな流れの中におい

進んでおります｡宗門におかれまし する･出来るように'悩みながらも

課題を'より良い方向に『チェンジ』

中において'おのおの抱えた問題や

議会｣｢内局｣｢御真影還座式｣等々｡
日々'刻々と変化してい‑状況の

｢教務所員｣｡宗門では｢参議会｣｢宗

区では｢教区門徒会員｣｢宗議会 員｣

今までとは違ってきています｡当教

｢政権交代｣｡また社会全体の景気も

