今、いのちがあなたを生きている

一私はどこで生きているのか−

流罪からの出発

妙高山を背に（池の平吉少幼年センター）
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キッズふくしまスプリングキャンプ

金子

光洋

インたかだ2012

第六組最賢寺

くる︒その際には是非力を貸してください︒よろしくお願いいたします︒

わからないことがあるからこそ︑これからも年に二回開催する﹁キッズふく
しま﹂を大切にしたい︒そのためには多くの方の協力と支援が必要になって

に癒され︑地域の方の温かい励ましをいただき︑いっぱい充電できたよう
です︒疎開の意義は︑単に子供たちを放射能から逃がすということに限ら
ず︑カラカラに渇いた親御さんたちの心のケアという大切な意味も含まれ
ているな︑と実感しました︒当たり前ができない福島の子どもたちに︑こ
の先もずっとこんな支援があったら本当にありがたいことだなぁと改めて
感じています︒﹂
この文章の中には私たちの生活上だけではわからないことが沢山ある︒

﹁砂遊びも︑お花摘みも︑綺麗な石を拾うことも︑水たまりを覗き込
むことも︑思いっきり外の空気を吸うことも︑ずーっと制限してきました︒
子どもたちはようやく本来の姿のままに︑思い切り駆け回って ﹃放射能だ
からダメ！﹄を言われない時間を楽しみました︒母親たちも子どもの笑顔

知り合いでもある福島在住の保護者のインターネット上に掲載されて
いる文章を紹介したい︒

心して送り出してくださった︒前回の不安混じりの雰囲気とはかなり違っ
た印象だった︒
あれこれと迎える側として準備をし︑子どもたちに楽しんでもらった
が︑それ以前に私たちは福島におかれている人の現状をどの程度把握して
いるのかということも感じた︒

どもたちだけでなく︑保護者の方も二回目ということもあり︑ある程度安

三月二十六日から三十日まで ﹁キッズふくしまスプリングキャンプイ
ンたかだ﹂が開催された︒昨年の夏に引き続き二回目の開催となる︒前回

ｨ

参加者に対して募集要項を送付したところ︑新たに友達に呼びかけてくれ
三十四人の参加者が集まってくれた︒
前半の二泊三日は池の平青少幼年センターで雪上運動会やキャンドル
作り︑後半の二泊三日は十カ所に別れてホームステイをし︑それぞれが思
いっきり遠慮なく日程を過ごした︒
現地説明会から福島に送り届けるまで関わったが︑終始皆いい顔をし
ていたのが印象深い︒雪遊び中︑食事中︑皿回しやケン玉に夢中の顔︑ホ
ームシックになり泣いている顔︑友達との関係がうまくいかないけれど頑
張っている顔︑笑顔だけではなく生活している時の顔全てがいい顔だった︒
必死に関わりを持とうとしている姿に心を打たれる瞬間の連続だった︒子
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母∴＼／i薗蓋撃議能 劍 H

今回は︑糸魚川市大和川にある高
田教区第一一組善正寺を訪問し︑上官
修清住職にお話をうかがいました︒

して⁝︒

に雪害で屋根の垂木も折れておりま

そこも抜けてしまったのです︒前年

門の後ろの部屋に回ってもらったら

しまいましてね︑それで役員だけ後

私が継ぐと言った段階で⁝︒

話人会議で再建が決まったのです︒

父が亡くなって一か月後の八月の世

タートしたのです︒ですから七月に

で平成元年に建設委員会が発足しス

れが私の驚きでした︒過疎も原因で

すが︑子どもの声が全然しない︒そ

が減っているということもあるので

ことは︑定例法要などで︑参詣の方

まず私が寺に戻って最初に驚いた

寺をどうするのだ？﹂ということに

そんな中で門徒の皆様から ﹁一体︑

まくいくのか自信がないし︑役員さ

私自身もどうなるものやらと︑う

感じました︒

く子どもの声が聞こえない寂しさも

はあるのですが︒法要の時にまった

j

作るのか移築するのか何も決まっ

とにかく寺を再建︒元の砂場に

はい︒全く何にもない状態です︒

のですね︒

が約半分︑ですから五割の方が ︵上

きています︒それで結局出られた方

町の方へ出られて上は過疎になって

とは九割以上の上早川にあった家が

ある家があります︒それからもとも

しました︒上早川の地域にお内仏の

てない⁝本来そんなやり方はない

︵

反対︒これ綱引きですわ︒

早川以外への移築に︶賛成︑残りは
とにかく基金を作ろうということ

︵

の柱などは使いましたが︑外壁およ

もうポロポロでした︒ですから本堂

みは︑雑木で出来ておりましたので︑

本堂ですが︑天井から上の小屋組

◆資材はどうされたのですか？

計などを決めていったのです︒

ここに決まるまで二年︒それから設

てこられるとは思いませんでした︒

た︒ただ︑ここまで ︵大和川︶ 降り

集まりやすい所に出たいと訴えまし

ではないかと︑皆さんが出来るだけ

の流れとともに移動した方がいいの

っている所にいるのではなく︑時代

に動きたいということで︑過疎にな

希望として︑出来るだけ民衆ととも

い︑という思いがありました︒私の

法道場なので人が来ないと意味がな

でしょうが︑浄土真宗においては開

主が修行するということではいいの

始まっていましたので︑山の中で坊

もともと善正寺は真言密教として

んにおまかせという状態でしたね︒

現在の善正寺（大和川）

なりました︒私もいろいろ考えた中

ﾗ 棹 謦

場所が決まるまで約二年︒大騒ぎ

） 剪 劔∴詰

前住が癌とわかって二か月後︑昭

る勇気がなかった︑というのが事実

でやはり長い善正寺の歴史を断ち切

時︑大学に勤めていた私は︑まだ寺

ですね︒で︑寺を継ぐということを

和六十三年七月に命終しました︒当
の将来もしっかり考えていない状態

らこの寺を一刻も早く直さないと潰
と門徒さんの方から

/ 6ﾘ X5
iuﾃ
窒≡愛撫一翼馨嬰 〇〇〇〇 劔6B 韻

門徒さんに表明したところ﹁それな

旧善正吉（砂場）の本堂

でした︒

父の葬儀の準備で世話人を本堂に
れてしまう︒﹂
声があがりました︒

私の方から是非再建してくださ
いと言わないうちに︑移築するか︑
しないかも決まらないまま建て直
すことになったのです︒ついては

即資金を積み立て始めようとも決
まりました︒
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◆移転計画は全く白紙の状態だった
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だけのものでしたので︑台風で倒壊

子に緑のある寺とは知らなかったの

上官という姓をいただいて︑聖徳太

堂は出来なかったでしょう︒

たことです︒それがなければ︑太子

︵

び天井から上は全部新しい材料です︒
してしまいました︒当然︑市の文化

ですよね︒太子堂をあげてしまって

︵

外壁の柱と天井板から上の部分以外
財からは登録抹消されました︒

現在の太子堂

は全部持ってきました︒ほぼ間取り
も復元しました︒上早川のご門徒に

は移築再建の同意とご寄付の協力を
いただくため︑毎夜門徒さんの家を

回りました︒直接会ってお願いする

しか私の願いがなかなか通じません︒
農家なので割とみなさん早くに休ん

でしまわれますので︑七時から一晩
でせいぜい三〜四軒で約二百件︑何
か月かかったでしょうか︒総代さん
と一緒に回りました︒まあそういっ

たことの積み重ねでしょうか︑みな
さん止むを得ないといった感じでし
ょうか〜今となってはそういった方

も︑良い時期に良い場所に出てくれ

た︑とみなさん喜んでいます︒

h

門です︒門は田沼門と言って田沼意

てこなかったのが︑庫裏と太子堂と

せずそのまま持ってきました︒持っ

くしました︒また参道の灯篭は修復

はい︒鐘楼は移築して梵鐘を新し

か？

なく善興寺さんの本堂となったわけ

です︒おあげした時点で太子堂では

うことで︑太子堂をおあげしたわけ

見てどうしてもゆずってほしいとい

探しておりました︒うちの太子堂を

んが火災に遭われて︑再建の材料を

その時に丁度︑名立区森の善興寺さ

当時︑寺のこと︑宗教のこと︑私

次の陣屋門がそのまま善正寺に寄贈

な価値があったので︑市の文化財に

は勉強してなかったので︑善正寺が︑

で
す
︒

置いていくことになっていたのです︒

いうことで︑持ってくる予定はなく︑

太子堂ですが予算も土地もないと

羊ir、11− 劔劔劔 繋

されたものです︒門としては歴史的

◆他に移築されたものはあります
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なっていましたが︑ただ置いてある

付があったこと︑また赤字覚悟で建

是非役立ててはしいという特別な寄

土地なのです︒太子堂に関しては︑

なくて︑御縁があって後から買った

した土地は最初から買った土地では

ありましたが︑現在の太子堂を建立

た太子堂も作りたい︑という願いが

出来るのであれば︑なくしてしまっ

から︑ちょっと失敗したかな？もし

があります︒その村でお堂を建てて

それを置いて逃げたという言い伝え

徒の家の前にあった柳の木の根元に︑

もだめたということで︑うちのご門

して逃げようとした︒その途中とて

ちた時に兵士がそれを担いで山越え

ているのですよ︒その木像を城が落

に聖徳太子の木像があったと言われ

春日山の上杉の出城があって︑そこ

富山側を見張るために︑不動山に

父の死後二十年間ずっと再建に追

とは思うのです︒

は真言密教の頃から大切にしていた

があるにせよ︑ないにせよ聖徳太子

の名前が上宮山宝寿院なので︑木像

録があるのですよ︒ただ真言宗時代

が︑砂場にあった太子堂の再建の記

ともと立派な建物ではないでしょう

と︑想像しています︒太子堂はも

ですか？

ける︑というのが太子堂の始まり

◆柳の根元にあった像を善正寺に預

りました︒

にと︑預けられたといういわれがあ

いたのですが︑やはりこれは書正寺

聖徳太子像をしばらくおまもりして

旧善正寺と現善正吉の位置

築を請け負ってくださった棟梁がい
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われていましたね︒色々みなさんの
おかげで︑今日までこられましたね︒

昔は屋根が茅葺で毎年︑毎年︑庫

裏と本堂︑五つに区切って五年で一
回りするようにして︑葺いていくわ

けです︒毎年茅葺きですよね︒
冬は三回から四回雪掘りを村の方
に頼むわけです︒そうやってお寺っ

て手がかかる時代をずっとやってき

ヽN①⊃SJOu

︵筒石・大舘︶
善正寺ホームページ
⁚＼＼三三三一 00つ．つの
＼一つd①× ∃∃︶

新井別院除雪記
﹁新井別院の除雪を通じて﹂

がかかる子どもほどかわいい﹂ って︒

すると私は冗談で言うのです︒﹁手

んど手がかからないのですよ︒そう

除雪を強いられました︒一月二十六

井別院でも本堂屋根の積雪が繋がり

いても様々な雪害がありました︒新

本年度は豪雪により︑教区内にお

知行

﹁手がかかんなくなったら︑皆さん

日︑二月十日︑十三日︑十四日に別

堀河

お寺に来なくなったじゃないか﹂ っ

院順番︑崇敬寺院︑教務所員︑高田

第七組専念吉

て︒そんなことを思うと︑お寺は手

別院職員等のご尽力を賜りまして別

新井別院のはじまりは︑貞享二年

三度の火災に遭いながらも復興を成

してこられた先達の深い思いを感ぜ

ると︑永い間この雪国で別院を護持

となった︒

いや︑二十年振りとも云われる豪雪

﹁この地域の別院を︑自分たちの

で出て来て欲しい旨の依頼があり︑

一月二十六日に別院の除雪をするの

そんな折り︑別院の朝日さんから

別院を護らなければいけない︒先

高齢者としては自宅以外の除雪に役

ずにはいられませんでした︒

達からの想い︑法灯を今ここで消

に立つのか心配もあったが︑役目柄

当日朝︑新たに六十mの降雪があ

してはならない︒﹂

気持ちが人々を動員し︑今我々が引

り︑九時過ぎ別院到着時には︑お庫

承知した︒

き継いだ者として自己の姿が問われ

邦彦

する程の大雪となり︑六年振りとも︑

︵

の作業終了は何よりであった︒

る︒私共ダンプ班十余名も無事故で

種は四十四馬力雪原のライオンであ

れも四台のピーターのお陰︒最大機

には建物も姿を現しほっとした︒こ

る︒午後もコラボ作業は続き︑夕方

大自ら出勤とは誠に恐縮の至りであ

と思いきや御輪番さんであった︒御

命にスコップを振う人がいて︑誰か

ライプの入った白いヤッケ姿で︑懸

中驚いた事に︑色鮮やかな赤いスト

ーのコラボ作業が進められた︒作業

す︑その繰り返しでダンプとピータ

ノーダンプ班が屋根から順に掘り降

︵除雪機︶ で飛ばし︑そこへ私共ス

処から手をつければ良いか分らなか
った︒説明により下雪をピーター

は屋根まで続く厚い雪に覆われて何

いたが︑その西側からお食堂前の方

裏・一般玄関までは良く除雪されて

人力に頼るしかない時代に︑その

雪原のライオンとスノーダンプのコラボ

ているのではないのでしょうか︒

堀川

﹁白魔よ︑七組のカ侮るで奮いぞ﹂

を∴∴窮
田

今冬は︑正月前に屋根の雪降しを

新井別院順番

20は上02言lI

たのですけど︑ここに来てからほと

がかかっていた方がいいのかなって

院の除雪が行われました︒小型除雪

︒
た

機を数台用いて困難を要す作業でし

思うときがあります︒

ここに出てきていい面もあれば︑

悪い面もある︒色々ですね︒正直再
建はしてみたのですけど︑どうなる

し遂げて来ました︒現在の本堂は明

︵ ハ八五︶ 本願寺第十六代一如上

○

治二十八年︵一八九五︶ に再建され

かば歴史が判断するのでしょうけど

この後もいろいろお話を聞かせ

た建物です︒本堂は十八間四面の造

人のときであり︑以来三度の風水害

ていただきました︒長い歴史の中
で常にご門徒と一緒に歩まれてい

りで︑食堂︑庫裏︑恵信尼公堂︑鐘

⁝わからないですね︒

ることを強く感じさせられました︒

楼︑山門を有しています︒
除雪をしながら荘厳なる本堂を観

お忙しい中︑お話をお聞かせいた
だきありがとうございました︒

︵

閏
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母の話の又聞きであり︑明治四十三

曳いたり見たりした訳ではなく柑父

承されてきたことが途切れることは

す︒このことに限らず︑先人から伝

とができ︑大変有難く感謝していま

であったことを知りました︒

せていただき川谷からの用材曳き中

︵

年生まれの古老の薄れた記憶や地形

大変もったいないことです︒

︵

昨年は残念ながら報尽碑への参拝
等を加味しての憶測とを繋ぎ合わせ

尾神嶽報恩為期碑研修
を断念したが︑本年は十一日の第二
て道筋を記しました︒

今日では恒例となりました報尽碑

自身の為にと宗派を超えての偉業は

信仰の思いや御本山の為︑強いては

説していただき︑又読み返し先人の

研修会で頂いた資料や記念誌を解

組法固寺門徒︑中村栄美子さんの紙

勤行・橘の道を歩く行事は初回から

たくことができましたが︑川谷から

いただいています︒

等々毎回思いを巡らせて歩かせて

有様はいかようなものであったか

が声高らかにお念仏を唱え︑曳く

んが︑雪深い山中を二千人もの人々

どのような日であったか存じませ

ません︒大惨事が起こった当日は

雪中徒歩だけは変わることはあり

猛吹雪と毎回状況は変わりますが

ちのいい快晴や一寸先も見えない

方々に哀悼の意を表し︑感謝を込め

れていただく御縁になりました︒

地名を知っていただけましたし︑訪

せんが︑そのことにより川谷という

亡くなられた方々には申し訳ありま

う不慮の災難が起こったことにより︑

が︑多くの尊い人命が失われるとい

沙汰されることもなかったでしょう

事もなく搬送されていたならば取り

聞いています︒川谷からの献木も何

再建用材は全国から献木されたと

川谷からの献木について知ったの

今日の世相と照らし合わせ感服せず

の献木運搬中に大惨事が起こった史

雪崩発生現場にたどり着き見上げ

てお参りさせていただく所存でおり

芝居の公演と︑翌十二日の参拝は無

同行させていただいています︒

当時︑住民の流出著しく急激な過

実はその頃はまだ知りませんでした︒

た時いつも思うことは︑此処であの

ます︒

はその後のことで︑川谷集落の古老

疎化で変わりゆく故郷川谷地区の歴

峰からの用材運搬︑川谷からの搬送

高さから雪に襲われたらどうしよう

事行われた︒長年にわたり︑報尽碑

史や民族文化・伝説を今のうちに記

どちらの献木曳きも雪を踏み固めた

もない︑逃げ場もなく迫りくる雪塊

にはいられません︒

録しておこうとの思いから︑聞き取

一時的な道であり︑雪が解けるに合

に身を委ねた人たちの恐怖心︑心情

過去六回積雪の多い少ない︑雪が

り調査を開始して間もない頃でした︒

わせ跡形もをく消えてしまったこと

はいかようであったか想像すると背

からは切り出された場所や︑子供の

古老との茶飲み話の中から︑昔旭

から口伝として語り継がれてきまし

筋が寒くなり︑毎回早々にこの場か

への参拝の道案内をお願いしている

︵大島村旭地区︶ の峰集落から東本

たが詳細な道筋は誰も解りません︒

ら離れたい心境になってしまいます︒

深かったり凍み渡りだったり︑気持

願寺再建用材が切り出され︑岩野︵上

伝承されてきた口伝も古老は今まで

雪崩による大惨事︑以前は峰からの

頃切株で遊んだことまで話していた

川谷の別称︶ の村中を通って京都ま

家族にも誰にも話したことはなかっ

用材搬送中の出来事と聞いていまし

吉川区川谷出身︑第十二組法西寺門

で運ばれていった︑との話を聞いた

たとのこと︒貴重な話を聞かせてい

たが︑史実は報尽碑研修会に参加さ

塩崎

﹁報尽碑参拝に想う﹂
川谷ふるさと会

間もない頃かと記憶しています︒

二十四年前︑平成に年号が変わって

献木された史実を知ったのは今から

私が御本山再建用材が当地方から

直一一

徒︑塩崎直二さんにご寄稿いただい

のが最初で︑地図上に道筋を記した

ただき冊子﹃川谷郷﹄ に書き残すこ

今後もお亡くなりになられました

く再度お邪魔したのですが︑本人が

雪に埋もれた報尽碑にて

中村栄美子氏
講師

紙芝居「親鷲聖人」
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土屋有為子

◎㊨畳隠
数学研修会
﹁弘願の信楽﹂
第五組蓮光寺

昨年の十二月十七日︑三木彰円︵大
谷大学准教授︶ 先生の講義をお聴き
し
た
︒

この日は︑大経和讃の第二十首の︑
﹁弘願ノ信楽ナヲカタシ﹂ に集中さ
れていたと思う︒﹁弘願の信楽﹂とは︑
﹁弥陀の本願を信じ願うこと﹂ であ
るが︑このことが難中の難であると

いわれた︒
人は ﹁あるべきあり方﹂をたてる︒

これを大事にすべきと思い︑人はや
らないことを正当化することはいく

らもする︒これをやった時は︑やら

ない人間を強く批判する︒このこ

ないものは︑﹁弘願の信楽﹂ なのだ

もってしても顕かにしなければなら

り方なのだ︒﹂ そして︑私達が何を

これこそが私達の真の

﹁あるべきあ

土を願い︑願って生きることなのだ︒

い︒おろかな私の生きる意味は︑浄

さんの声が一糸乱れずに揃っていた

が声を出しての練習をしたとき︑皆

をしています︒その後︑会場で全員

そのとおりに声が出せるように勉強

らい箇所も解決致しました︒現在は

ただきました︒その結果︑わかりづ

講師の先生には大変細かく教えてい

えております︒

自分を少しでも磨いていきたいと考

これからも講習会があれば出席し

目標もできました︒

綺麗な声明を目指し勉強をするとの

小二

藤谷ちかく

なった︑ゆいけんくんやまりちゃん

うがはじまります︒まえ︑友だちに

と思いました︒明日から︑けんしゅ

もつをはこびました︒やっとついた

池の平センターにつきました︒に

た︒すごかったです︒

ました︒雪がすごく大きくなりまし

ふえていくのをみてるとわくわくし

につかれましたが︑じよじよに雪が

で︑五時間かかりました︒ひじょう

あいちけんから︑にいがたけんま

岡崎教区

﹁たのしかった
スキーの思い出﹂

児童冬のつどい

と続けられた︒先生の静かな熱い講

こと︑これは読み込まないとできな

達雄

いと感心しました︒

義に胸がいっぱいになった︒

同朋唱和講習会
古川

﹁同朋唱和講習会に出席して﹂
第十三組渾厳寺

も﹁邪見騙慢﹂ に落ちていく︒では

願寺での修練に間に合うように得度

院で勉強をしています︒七月の東本

をさいて練習をして︑自分自身で納

とは︑今後は毎日の中でもっと時間

二日間の講習の終了後に感じたこ

す︒ゆいけんくんは︑やさしくてい

ぶりにあえてぼくはうれしかったで

えんさでもいっしょでした︒ひさし

ゆいけんくんは︑本山の子どもご

に会えるのがとても楽しみでした︒

阿弥陀を信じたらこの邪見と蠣慢は

をしたいと考えて︑声明の練習に励

得のいく声明ができるように練習に

私は︑昨年の四月より高田真宗学

消えるか︒いや︑いつも二つでゆれ

んでいます︒現在はさらに僧侶の第

今回の出席は自分には大変良い刺

ました︒スキーは本当にたのしかっ

じでリフトに何回もいっしょにのり

︵

激になりました︒今後は聴きやすく

すごくすきです︒スキーのはんも同

る︒では︑この邪見騙慢の私をどう

そのため︑先日は同朋唱和講習会

っぱい食べるしあそんでくれるから

に本願がたてられていった︒﹁ある

に初めて出席させていただきました︒

︵

べきあり方﹂ は自分では決められな

励みたいと気持ちをあらたにして帰

巡譲の形式での講習

一歩としての声明を︑基本どおりに

燕二1、贈 i mエ 劔∴∴ ∵∴∴

超えてゆけるのか︒これが仏道の課

瀦言言 く151

途につきました︒

藍主 1才

行えることを目標としています︒

∴「．二㌧

題︒この超えられないものがある故

とをどこかで照らされないといつ

∴∴∴ 博一＿二二三＿i ∴∴
子
∴

∴
∴
ヽ●

馴 1

簡 ﾅv X
二継 俘(耳ｵｸﾇ
！

けんくんと前にいっていっしょにで

たです︒朝のごんぎょうの時︑ゆい

二泊三日のスキー学校に参加しまし

東京からスキー歴十数年の友と︑

視線は前＝⁚前＝⁚︒親指に乗って＝

とうと感謝です︒もう転んでも良い

してくれていました︒雪よ︑ありが

夜の雪がやわらかいゲレンデを用意

が見渡せる程の好天気に恵まれ︑前

ょうしょうしぎの時は︑ぼくは︑四

きろくは︑九十メートルでした︒ひ

とても︑うれしかったです︒ぼくの

闘いたらとても︑長くすべったので

︵

きたのがうれしかったです︒また来

位でくやしかったけど︑楽しかった

︵

年もいきたいです︒スキーの先生や

転んだら手を貸して頂き︑美味し

りました︒みんなで作ったクッキー

つぎに︑子どもほうおんこうがあ

初日の池の平スキー場は︑小雪混

い妙高のお米を頂き︑心が雪になり

に必死に男性の後を追い︑転倒もし

雪に愉しむ池の平〜すのこぎり

あそんだら︑だっこしてくれたり︑

まいりをしました︒らんおんくんと

おんくんが来たので︑いっしょにお

ばしばでしたが︑心はかすかに躍っ

しゃしんをとるとき︑ひざの上にの

小二

川上

奏都

ぼくが︑一番楽しかったことは︑

三条教区

ぼくが﹁子どもほうおんこう﹂
にさんかして

〜W

2012世界大会 mじゃぽん

ておりました︒

赤倉スキー場の二日目は︑やや視
界も開け︑ずっと抱いていた恐怖心
もいくらかゆるみ︑スピードにも挑

戦しました︒幅広いゲレンデに︑我
を忘れてスキーを満喫しました︒

すのこゾリですべったことです︒

すべる
前から︑

きんちょ

うしてい

て︑すべ

です︒さ

わったら︑

ふさふさ

して気も

ちよかっ

たです︒

みんな

でこの二

日間さん

かして︑

ぼくは︑

のもドキ

さを言う

べった長

来年もさんかして︑こんどは︑すの

てくれたり︑とても楽しかったです︒

し︑スタッフの人たちもやさしくし

いろいろな友だちとなかよくなれた

＼′予掌 凵景ヾ：雪

ドキして

って︑す

＼、−繋ぎ： 、、Ai

子

b

豫

‑ｸﾗ

こゾリでゆうしょうしたいです︒

‡ 偖ﾈ ﾈ

いました︒

三高／∵孝惹

せてくれたり︑とてもやさしかった

11h子ども報恩講

気になりました︒指導者の声を頼り

じりの濃霧で︑視界ゼロのスキーは

とどんどん滑りました︒ビデオで観

がとうございました︒

センター活動報告
今年も天気になあれ
〜第二十四回スキー学校

を︑おそなえしました︒それでらん

た︒総勢二十名でスキー班は十名程
でシルバー女性二名の中高年グルー

韓撃畢鷲饗誓￣、蕊Oi∴

／併設スノーボード班〜

生きる糧を頂き感謝申し上げます︒

で
す
︒

売高霜齢▲小脳i＿施○ 冓∴ 劔

﹁第二十四回スキー学校に感激﹂

三日目は︑速く野尻湖や志賀高原
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た自分の姿を修正しなければと︒
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プと思われました︒
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私 事乳1、， ÷

ﾂ

楽しいつどい

労を感じさせない姿に少し安心した︒
前回︑﹁春も来るからまた来てね︒﹂
と子ども達に言われうれしく思い︑
今回もみんなに会えることを楽しみ

に参加した︒
センターに着いた時︑初めに目に

入った妙高の雪の中で元気に遊び回
っている子ども達の姿が相変わらず
だったので安心した︒

天候にも恵まれ︑暑いくらいの晴
天になり︑顔を日焼けさせながら見
せる笑顔は︑とても微笑ましいもの
だった︒

12012−

高田教区震災支援有志会

震災後一年縫って

信

高田教区震災支援有志会事務局

豊島

高田有志会が発足してちょうど一

年になる︒人と人とのつながりの中

から︑宮城県石巻市寄磯浜が主な活

動拠点となった︒そこでは大切な人

を失った悲しみ︑避難生活の問題や

漁への希望⁝︑ほんとにいろいろな

お話を聞かせていただいた︒現在の

仮設住宅での生活の支えのお手伝い

に今後も継続して関わっていきたい︒

二本松市にある眞行寺に

﹁放射能

テイで私の家に来ていた子の中には︑

Z田RO食品を届けよう﹂というプロ

福島に帰ってからも︑今回見せて

いお子さんを持つ家庭中心に眞行寺

届けている︒主に妊婦さんや︑小さ

ジェクトのもと︑米︑野菜︑水等を

くれた笑顔で外を走り回れるような

ている︒しかし脱原発︑推進︑瓦礫

の見極めが私たち一人一人に迫られ

さん臭さも感じさせる︒ことの真偽

キャンペーンの陰では利権が絡むう

瓦礫の問題も﹁編みの分かち合い﹂

力会社は再稼働に躍起になっている︒

れるようになった︒反面︑政府や電

脱原発の声が多くのところで聞か

が無料で提供している︒
心から願う︒

環境に戻るよう︑一刻も早い復興を

と別れを惜しむ子もいた︒

﹁今日で最終日︑もう帰るのか⁝﹂

別れの時は︑まだ遊び足りていな

∵ 鮫

同時に昨年秋あたりから︑福島県

鮮 −∵駐∵

いような感じの子もいた︒ホームス

螢∴∴筒中要事違穏転／遥濫読燕辱∵言

キッズふくしまスプリングキャンプインたかだ

町村

﹁キッズキャンプに参加して﹂
第六組最賢寺門徒

三月十一日の震災が起きてから︑
私にも何かできることはないだろう

∴∴ 剩ｦ

るく元気に遊んでいて︑被災地の苦
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ような行事が行われるということを

巨大けん玉の雪像

耳
X

知り︑スタッフとして参加させても

上
王室点
＿

幾態鰹

らった︒

福島から来た子ども達はみんな明

園田国

蛾鑑睦
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（9）第124号

処理の賛否の向こうにいる最も大事
な ﹁人﹂ が抜け落ちてるように感じ

る︒人が見えない︒人の声が聞こえ
ない︒愛する故郷二本松市に留まる

決意を固めた五人の子の母親である
佐々木るりさんの手記を紹介したい︒

友人や親類などから﹁福島にいて

︵

第日組 松野 容平︵新︶

哲雄︵新︶

第8組

第4組

第1粗

園重寺

願立寺

養性寺

酒雲寺

大滝

草間

内山

渡遷

法円

洋文

順恵

順哲

波遷

順哲

高田別院会館の建設ならびに本堂御

任期中の大きな出来事としては︑

を与えてもらったと感じております︒

いた私にとっては︑とても良い機会

くといって良いほど何も知らないで

んどなく︑教区の動向についても全

では高田別院に足を運ぶこともほと

げる結果になっていました︒それま

任者の指示通り三期九年間を勤め上

ないままに引き受け︑気が付けば前

ください︒﹂といわれて︑何も知ら

らいやっているから︑その位やって

大丈夫ですよ︒でも︑みんな三期く

前任者から﹁大したことないから

前編集長

﹃響流﹄編集委員を振り返って

第日組

活躍に対し深く感謝申しあげます︒

なりました︒長年に渡るご苦労・ご

び任期満了に伴い退任されることと

なお︑左記の四名の方は︑このた

〜二〇一四年十一月三十日︶

︵二〇二年十二月一日

龍輔

わせたい︑そして俺も笑いたい︑た

森

景雲

坂井

第13組

﹃響流﹄ 編集委員の任期が満了とな

一樹
晃一

矢嶋
筒石

壮介

直
︵
新
︶

淀野
藤島

古海

広明

亨

岡寺

崇雄︵新︶

毒酒

大館

任期

だそれだけだ︒

今福島に住む方々の声にただただ耳

地震や津波そのことを忘れないの

編集長

第3組

第6組
第1組

第5組
第7組
第8組

氏に説明いただく

︵

﹁では自分の子どもたちが病気に
なったらどう責任をとるの？﹂と問

その思

それには今を生きるしかないん

け︑答えが出せない自分自身に失望
いに︑そ

の？﹂とか﹁うちに果てもいいよ︒﹂

出る言葉なのだと思います︒私もこ

ではない︒避難された方々︑そこに

副編集長

嘱されましたので︑委員の紹介と新

れで良いと思ったことは一度もなく︑

留まる方々が悩みに悩み︑迷いに迷

﹁忘れないでください﹂

正直ずっと迷いながらの生活です︒

った結果出した答え︒どちらが正し

メンバーの抱負を掲載します︒

一日の中で何度もやはり福島を離れ

いかではない︒そこに身を置き︑迷

第2組

第12組

ようか？と考えます︒それでも福島

い︑悩み︑苦しむ方々の声を︑涙を

編集委員

に残る理由は寺の檀家の方々や幼稚

第4組

﹁腹の底から子どもたちや妻を笑

るりさんの夫である佐々木造範さ

決して忘れてはならないのた︒

祖母を捨てられないとの思いと︑ま
だ努力すれば福島でも生きられる可

能性があると信じているからです︒

︒
ん

園の子どもたち︑年老いた義父や義

みな本当に心配してくれているから

り︑左記の十一名が教務所長より委

二〇二年十一月三十日をもって

NPO法人TEAM二本松の佐々木造範

われると言葉が出ません︒実際︑私

し︑迷いながら生きています︒福島

の願いに

自身が毎日その問いを自分に投げか

に残る私の選択は子供たちを殺そう

応えて今

﹂
︒
た

としているかのように感じることさ

を生きる

8ｨB
iii 丼x耳ﾋ騙S

﹃響聾編集委員について

た
い
︒

私であり

えあります︒

ぎょうは︑そんなことを考え︑と

ても悲しくつらい一日です︒
るり

私がしなくてはならないことは︑
避難された方や︑留まることを決意

された方に対して何か納得できる方

、i鷲i／＼

を澄ます︒

法を提言することでは決してない︒

−

とか声をかけられます︒ もちろん︑

いいの？﹂とか﹁子供たち大丈夫な

＼ジ／ヽ1 剴ﾅ澄綜澄醗
l
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営まれました︒また︑方々で幾度も

年の記念事業あり︑そして昨年には
宗視親鸞聖人七百五十回御遠忌が

修復あり︑宗祖親鸞聖人御流罪八百

のは︑まさにこの部分たったのでは

編集長としての私に最も欠けていた

だったのでしょう︒いま振り返ると︑

ながらも大いに意見を戦わせるべき

について論議を重ねて︑親交を深め

ません︒よろしくお願いいたします︒

私にとって︑よい機会なのかもしれ

が決定しましたし︑その意味では︑

なり︑教区内ですばらしい活動を実

日々考えていました︒そして委員と

これからのお寺のあり方について

このたび︑﹃響流﹄

編集委員に加えて

わからないことばかりで︑皆様に

はご迷惑をおかけしますが︑このい

ただいた機会を通して︑いろいろな

とを知り︑自覚が足りないなと反省

しました︒また︑教区のことを伝え

ることが大切であると感じました︒

この機会を大切に︑いろいろな経

験や出会いを学ばせていただけたら

松野

容平

幸いです︒よろしくお願いします︒

第十一組一念寺

皆様にはご指導をいただきがんば

だくことになりま

委員をさせていた

今号より︑編集

りたいと思いますので︑どうぞよろ

した︒初めての経

ことを学びたいと思います︒

践されているみなさんがおられるこ

日本列島を襲った地震にも見舞われ︑
ないかと思います︒

いただくことにな

哲雄

今なお苦しんでいる多くの方々がお

新編集長のもと新体制でスタート
した﹃響流﹄編集委員会が大いに盛

りました︒

森

られます︒ある意味︑激動の期間だ
り上がり︑そこから生み出される教

第四組浄書寺

さて︑そんな中で﹃響流﹄の編集
区報﹃響流﹄が羽ばたくことを楽し

ったのではないかと思います︒

委員として十分な働きができたのだ
みにしております︒

藤島

新編集委員挨拶
第一組固照寺

一月の会議の折︑

直

ろうかと考えると︑そのときそのと

きで自分なりに一生懸命やってきた
ことだけは確かだけれども︑しっか
りと確立したバックボーンを持って
いたと言えるのだろうかという疑問

しくお願いいたします︒

田教区ホームページについて考えた

びにそのインターネット版である高

教区の広報として﹃響流﹄︑なら

まるだろうかと︑安易にお受けして

責を︑私のような軽薄な人間につと

報の編集という重

しましたら︑教区

かりました︑八組

編集委員を仰せつ

このたび︑﹃響流﹄

制作されていくのだと実感しまし

り付け等々︑様々なプロセスを経て︑

委嘱状を頂戴いた

とき︑その役割とは何なのかをはっ

しまったことに少し後悔もしており

が頭をもたげてきます︒

きりさせることによって︑一貫して筋

ます︒とはいえ︑自分でお引き受け

の大館です︒
はずかしながら︑今まで﹃響流﹄

振り返れば︑入寺してから六年が

生懸命各組の様子を伝え︑よりよい

を終え︑高田教区のみなさんが︑一

皆様の心に届く誌面となります様

ます︒

稿︑並びに︑お寄せいただいた原稿
については︑漢字の使い方・言いま
わし等︑できる限り執筆者の表現を
尊重して掲載させていただいており

﹃響流﹄編集委員会からの依頼原

いと思います︒

に︑力を合わせて取り組んで参りた

︒
た

ただけでも︑企画・取材・構成・割

験ですが︑先日︑一度会議に出席し

の通った編集方針が定まります︒そ

して任されたわけで︑これを機会に

に目を通すことはあまりありません

崇雄

して︑その組織の中で働く編集委員

高田教区のことを勉強させていただ

でした︒しかし︑第一回の編集会議

大舘

としての自らの役割もまた必然的に

きたいと思っております︒

経ちました︒所属していながら高田

教区報にしようとする姿勢が伺えま

第八組正福寺

定まってくるものであると思います︒

的に編集作業をこなすだけでなく︑

教区のことを自らすすんで知ろうと

編集委員としての仕事は︑機械
﹃響流﹄が目指すもの︒﹃響流﹄の

︵

住職になり三年ほど経ちますが︑

してこなかったように思います︒

使命︒これからの ﹃響流﹄ の行く

教区の御遠忌もつとめられること

した︒すぼらしいことです︒

道・その方向︒これら根本的なこと

︵

︵お内仏の荘厳編⑧﹀

格であると︒私︑これをお聞きした

光︑黄色黄光﹄と阿弥陀経様に書か

方なんだろうと思います︒﹃青色青

︵

時︑非常に嬉しかったですね︒そう

れてあります様に︑浄土に咲く花は

︵

したお心を持った方々によって東本

教務所からのお知らせ

完納御礼

金・同朋会員志︶ を御進納いただき

他と比べる事なく︑ただ自分の花を

誠にありがとうございます︒

願寺の仏花が立てられている事を誇

我々もまた仏花を通じて︑﹃あなた

二〇一一年度宗派経常費 ︵相続講

は︑あなたのままでいい︒あなたは︑

ここに︑完納いただきました御寺

咲かせて満足しています︒だから︑

た︒﹃花は枯れる前に替えよ﹄ と︒

あなたになればよい︒﹄ という仏様

院名を御披露し︑御礼にかえさせて

りに思った事であります︒

達したもので︑立花式の挿し方を正

これは正直︑耳が痛かったですね︒

の声を︑聞いてゆきたいものであり

今回は仏花を見てゆきたいと思い

式としています︒古くは︑蓮如上人
でも確かにご本山では︑まだ綺麗に

いただきます︒

わす﹂ という心がある訳
です︒阿弥陀様の命であ

又︑こんな事も教えて下さいまし

を始めとする歴代上人や御堂衆と呼

ます︒

東本願寺の仏花が立てられるように

る本願念仏は︑我等の心

天文時代の立花図

慈固寺

明了寺

持専寺

養性吉

耀信寺

澤善寺

富正寺

渾念寺

西性寺

西勝寺

随念寺

第4組

徳常寺

正行寺

願渾寺

第5組

西袋寺

第6組

常敬寺

第7組

入善寺

本寛寺

第8組

圃性寺

第日組

固重寺

賢愚寺

明岸寺

妙行寺

長固寺

添景寺

本寛坊

極生寺

最賢寺

真養寺

源長寺

速念寺

頼通寺

林寛寺

敬音寺

第3組

恩敬寺

第2組

咲いているうちに︑スパッと新しい

なりました︒当初は︑池坊流の立花

の闇を破り︑生きる力と

︵ペンネーム 維摩教信︶

ばれる僧侶等によって︑ご本山の仏

もつ専業伝書の中にみえる立花図

花が立てられていたそうです︒それ

形式にのっとっていた様ですが︑長

方向を与えて下さる生き

葉があるそうです︒どの

． − 色切

ます︒当派の仏花は︑池坊流より発

／
花に替えてしまうんです︒そこに
は︑﹁花の命は仏の命を表

い年月の間に大きな御堂に適した︑

たはたらきそのものであ

えは︑﹃花は︑でしゃばらない事や﹄

様に生けるかは︑樹や花

′ヽ ′、′、「直真（松三段） l ／ ′′Nl−′、、 ／ ，ノ′′Ⅵ 帆一・、、正真

が注戸時代中期頃より︑﹃花小﹄ と

文字通りク東本願寺の仏花クを作り

ります︒だからこそ︑枯

と︒つまり︑仏花である以上︑中心

の声に耳を傾けて尋ねよ
と︒では我々は︑仏花か

天文14年（1545）5月11日の奥書を

直其の本勝手の仏花復校名称

呼ばれる専門の職人さん達によって

上げて今日に至っています︒

れた花や造花は戒められ
てきた訳です︒

以前︑先代の第十四代花小の大将
に︑﹃仏花を立てる上で︑一番大切

はご本尊様である︒だから︑どんな

ら何を聞いてゆくのかと

又︑華道には︑﹃樹に聞

立派な花を立てたとしても︑それに

いえば︑それは仏様の声

な事は何ですか﹄ とお尋ねした事が

よりご本尊様が隠れてしまったり︑

け︑花に聞け﹄ という言

花や枝が阿弥陀様のお顔にかかって

であり︑命ある者の生き

ありました︒それに対する大将の答

しまう様なものは︑仏花としては失

、請

一、や、、駆，

穿
．．・駿…

1，

、
＼∴∴￣ミ韮蜜薄着真影
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第124号（12）
2012年4月16日

第12組
尊徳寺

敬泉寺

善徳寺

光害寺

敬徳寺
了蓮寺

徳生寺
福海寺

願念寺

第13組
簗恩寺

啓明寺

教念寺

正行寺

四十九力寺

憎の意を表します︒

専念寺

源長寺

大泉寺住職
西袋寺住職

第3組
第5組

善正寺前住職

安専寺前坊守

第5組

照行寺住職
願生寺前坊守

第6組
第7組

源長寺候補衆徒

敬寛寺前住職
第8組

悪光寺住職

第2絶

聞稽寺

賛善寺

小柳
比後

上昇

静賢

前編集長波邁さんからバトンを引

圏こもれび圏

第7組

⑥住職任命

●おめでとうございます

第13粗

第1組

第3組

西光寺前住職

院名を御披露し︑御礼にかえさせて

徳常寺

第1組

渾念寺
営正寺

極生寺

本覚坊

正行寺

いただきます︒

第2組

恩敬寺
第3組
確信寺
慈固寺

第4組
西勝寺

敬音寺

妙行寺

聴信寺

浄書寺
第5組
西欒寺

第6組

願通寺
入善寺

本覚寺

第7組
西蓮寺
第8組
専長寺

第日組

第8組

光園寺

慈固寺

第13組 養法寺

流泉寺

⑥教師補任

第5細

安達ユミ子

編集委員諸氏︑さらに教務所員の力

添えもいただけることですし︑高田

教区の機関誌としての位置づけを逸

脱しない程度に﹁読んでいただける

き継ぎ︑今号より﹃響流﹄編集長と

しての大任を仰せつかりました︒何

どれだけのことを皆様にお届けで

誌面﹂を目標に努力いたします︒

が動く本当に粗忽者の自分に出来る

分にも若輩者で︑考えるより先に体
明源寺

を申しあげます︒︵矢嶋︶

編集委員一同より心からのお見舞い

りで大変な板倉区国川の皆さんに︑

災でご苦労されている方々︑地すべ

最後になりましたが︑昨年来の震

等お気軽にお聞かせください︒

ていただきますのでご感想︑ご意見

光害寺

る前期から継続の六名と新任四名の

幸いにも︑個性的で各人の色があ

くしかないな︑と考えております︒

て︑出来ることを少しずつこなしてい

るさ﹂の精神で︑顔を上げ前を向い

ですが︑﹁迷わず行けよ︑行けばわか

ろしくて一歩も前に進めない気持ち

善徳寺

福海寺

尊徳寺

啓明寺

きるかわかりませんが︑精一杯やらせ
本善寺

ことは何なんだろうと考えると︑恐

真養寺

内島

岡

敬徳寺

通願寺

松竹矢

衛生寺

賓悪寺

貫淳

第7組誓願寺 本堂・庫裏 落慶法要

本善寺
︵二〇二年十一月一日〜

以上

二〇二一年一月二十日︶

西光寺

専長寺
明岸寺

第日組
固重吉

生

敬泉寺

第12組

上小平春宜大加老

教念寺
第13紀
聞名寺

︵二〇二年十一月一日〜

三十九力寺

二〇一二年三月三十一日︶
以上
●おくやみ申しあげます

ご生前のご功労を偲び︑謹んで哀

︵

徳一透

御遠忌法要

宗祖七百五十回

第5組

聴信寺
第6組
本誓寺

第1組
専念寺
第8組
常光寺

第日組
通願寺
第12組

明源寺
第13組
聞名寺
︵二〇一二年一月二十一日〜

九力寺

三月三十一日︶
以上

宗祇親鸞聖人七百五十回御遠忌御

修復懇志金御依頼額を完納いただき
誠にありがとうございました︒

ここに︑完納いただきました御寺

員仁

昭和和良秀厚
英久子英顕順章昌

正

春場茂野
目
野倉出

水島
野倉
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