ハ凹百生−と作ｌｖ

組相診員

天野 広海

﹁基幹運動﹂とは？ご門主さまが﹁教1:﹂の中で︑﹁人々の

ふれあいの中でＩつひとつ着実になしとげてゆくところに展開

してゆきます︒もとより︑私たちの一人ひとりが真の信心の行

者になってゆくことを恨事にしていますが︑それとともに今日

及び将来に向かって︑全天類の課題豪目らのものとして椙写積

極性が必要です︒﹂と決意を明らかにされておられますように

tIIQのものとして担う 基幹運動の要が︑念仏者の半床性で

１

あるとお示し下さっておられます︒我が組に於いて昨年度より

が研修会に取り組んでまいりましたが︑テーマが抽象的すぎ︑

研修テーマを定め︑一貫性牽もって稽据的に各部門のスタッフ

目迂呼化するのに若干の戸惑いがあったことが反省としてだされ

これを受け︑本年度は標題に掲げましたように︑明確化し︑各

部研修会の中に︑顕如宗主四百回烏法要・寺路程転回百年法要

のご消息を取り入れ︑そのおこころを伝淳すると同時に︑寺院

活動の沃梅按︸および基駝謬Ｅ一の周知徹厚を一人ひとりが一歩一

歩着実になしとげてゆくことができますように︑その立場にあ

又︑皆様方の御協刀︑御鞭植をよろしくお願い申し上げまし

るものとして一層の帑刀︑精進を重ねていきたいと思います︒

運動とは 走りながら与？凡

て︑新年度にあたってのご挨拶とさせていただきます︒

考えながら走ることで

始めて浬勁たり得るのである ︵宗報より︶
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１咄咄Ｊｔ肢吸ずんアク
隆不孝住職 家郷 防垣
人生に庶事が多く起こ友謄ちだが︑この度の蔭滓師
のご往年 句︑その例に洩れない無常のひとこまであっ
た︒平素御健康であり者肯より・下取もお若かった人が

︱︱
︱

４月18日午吸３防平の広司よ尨副組長・名和氏の開会とともに窟卸
南組定期組会が開催された︒

杉田組長の新年度にあたっての倍拶の後︑嗜長岑広大寺住職・佐々

木忠昭氏に願い議事の審議に入った︒先ず︑組長による昭和62年ぼ葉

職員として勤務された︒時宛も大東耶叙争が風雲急を

院︵甲刄輪番︶に仕え︑更に鹿児島別院に転じ忠実な

の春乃足であったろう︒その後年月日は不明だが大連別

の衆徒となり平出の教務入りをしたのが宗務員として

熱望に応え︑東洋大学黍巫えられるや︑中神文雄先生

動﹂と定めた︒本年は御消自ブ

テーマを﹁４００年と某幹運

基謬澱昌動計画が発表され︑ ｆ

があった︒次に昭和63年度の

寺住職・霊山氏より監査報告 ﹈

般公町灰隻報告と︑監李不同 一

て︑山崎副組長より62年度一 一

筆者は長野知趾﹈に転任︑当時風聞によって落暉師は関

心ならずｆ︶敗北に帰した︒その後清水輪番の在任雫

筆者と同じ職員としての交友が始まった︒然し国運は

し教区事務に当たられたが︑落暉師も札幌に転ぜられ

ととなった︒昭和63年度の一

層基幹運動を展開して行くこ

移転﹂の法要に向けてより∇

所催され︑﹁邸如宗主よ守塞こ

披露記穿唐審涵丙にて七会︷

挺して活動せられた︒今回雅後︑国より従六拉勲五等

台に一一一千有余年間采仕︑又許否・の開基に身を

財源確保の方所を特別畳

措出され︑明年度よりの健全

為︑事務局より50％アップカ

ｍｍ

１

１
１

１

１１

１

９ｒ次に天野相聴員より62年度の軟化沃娠報告が行われた︒続い

告げ︑国民挙げて護国のため︑死闘を続ける吹岡部

あなたは往年最も熱心な法蓑者であられたお母上の

一歩元に住かれたことは全く予想外であった︒

宗城節が第一管区長︵北海道︶として札幌別院に赴任

数の為郷里岩見沢に帰り宗務を離れたと聞いていた︒

瑞宝章に叙せられたことも︑師の生涯の実りの一つで

を設けて︑協眼することとし

般会肘予算では組財政緊迫の

あったと思われる︒来る石罫千五日には法嗣正紀君の
住職〜られる︒資性阻厚にして自己を

き席岑改め懇親会が開催され

その後節は専ら間肩衝教に︑又岩見沢任限司等の社

鉾らぬ温聊な風眼を思い浮かべて感無量な思いに住ず

た︒

て予算が承認された︒引き続

るのはこの老骨一人ではないであろうと思う︒

２
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・保原婦人会●

霊山 智子

・？画会●

藤堂 征彦

めまぐるしく変転する時代
い現実です︒

人の生命すら妨顎侶する悲し

この度︑長い暦吏
る右・佃南組寺垢砲Ｔハ会々築を

る次第です︒

会長に拝命され︑戸惑ってい

汐・涵一⁝会の歴史は︑北海道の

本願寺の我辰の冊吏であると

言っても︑過言でないと考え

命ぜられ︑身の細る思いを

しています︒前公長の西本四旧

ます︒

をしています︒又︑テレホン

例会を持ちテーマぞ出し討議

伝統的な仏教は︑今や人生

圀回生ぺ引き続き岩見沢

に支えられ︑三十周年記﹂旧一 る人の多い昨今です︒

寺坊回禄の勝れたお人柄隨一と無闇狐のもののように今凡

◇５月７日 速防終了式・於

田子作⁚にて懇親会

念里釆の大成功は記憶 隨﹂ そんな晴代だからこそ︑我が空

昨年Ｊ︲ａ月より︑毎月一回の

◇５月10日 北ブロック仏婦
大会∴訟趾法寺

南会は大変雷要な役割を持︑て

等で晴間の過ぎるの岑忘れる

法話の吹き込み︑色々な勉強

に新しいところです︒｀旧

おります︒この大事な時期に

◇５月19日空画会総会・於

これも忿侭陀め会員の皆

僧侶の新人であります私が︑

平安閣

様の心合わせが有ればこそかと

と自負しておりましたが︑父の死

として自活の法務に謙遜してきた

ました︒永い聞︑父のもとで若暁

Ｗ韻専住職 藤渾 正記﹂
この庶本山より任限を拝命致し

○託刹抒江臨袱幼徊惑乱﹂︶ ︵パートー︶

存じます︒
我々坊守の役目の原点に還っ

◇５月31日 寺旅姉人命聡会
息披露記合法座・伍堅守

て︑顔形︑物の考え方は個々に

◇６月１日 北ブロック御消

◇６月２日 南ブロック御消

異なっていても︑共通の願いを
えて一つになって︑雁万として

海苔磯に使った和ロウ︵残ロウ︶

禁圧して自分を磨き︑違いを越
の地味であっても穴切な務めを

のＶベ
ブ
果たして参りたいと願って居り

を手にしてつくづく感じました︒大きい和ロウは消ずのに

おくと又炎とな烈燃え串天そして太いシンが残りなかな

手間がかかり︑消えたからと決して安心できない︑ほって

ます︒
四十年を目指し︑お念仏を喜

３−

一

息披露記会所座・｀Ｉ卵寺
◇６月３日 中ブロック御消
息披露記邸ほ座・本向寺
◇６月14日 中ブロック婦人
大会∴於賢耀寺
◇６月17日 南ブロック婦人
大会・於脈堅守

かガンコである︒しかし︑光はまろやかで優しく︑風がな

び︑様々な御縁に豪雨し︑皆様

くとも上下にゆれ勣く︑まさに激動の晴代に一寺を琲豆し

◇６月17〜18日 Ｂブロック

方のご協刀を念じながら︑一期

光明寺を継職してゆきたいと鴻ずるしだいです︒

害擾啄を丑ハ有しあい︑生孝万膏確かめあった父の姿に学び

一会︑大切に二年間を歩ませて

ジご

僧戊研修会∴砕凪川

.●l
ご

た父の姿によく似ています︒少ない凹漣と共感しあい︑現

l

◇７日缶︲旬仏壮研修会・於

″

｀y

戴くつもりでございます︒

海

蓮奪
◇７月第３期漣脆叩娘

ゝ ･4 〆
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さつき会の皆禄に何年もお
私でも出来るのではないかと

方との親睦ご馨原の種渡しを

なられた坊守條方と芳浩守様

もったらと尊っ御器兄もありま

ますが︑あと阿聞か親睦の場を

研修会︑忘年会で終わっており

いました︒
最近の行事は︑総会と一回の

ある雰囲気の良い会にできたら

一

世話になりながら自ら会のお

す︒又︑勉強会も復活できたら

私とさつ参会の梼保とのお

でておりました︒賛助会員と

世話没になろうと決心した時

にはたいした事・り⁝ｍ来ず一年

思ってのことでしたが︑実際

と思っております︒

つきあいの仙叩まりは︑確か寺

と︑年代の違う幹事二人頭を捻

山崎 洵子

に御協力を得て︑テレホン法

は︑会員家格があと三年で終

が終わろうとしております︒

傍観考で居たいと思っており

族ヱー弟との海水浴の時と記憶

●さつき会●

話の継暁を含めて︑一層の勉

了という時でした︒できるこ

Ａ−の方

強の内容の充実をはかり︑空

とならこのまま役を逃れ常に

事がしばしばです︒

る所存で御座います︒

南会々員の相互の親睦を進め

ましたが︑昨年の総会の席で

賛助高台貝にも現会員にも魅力

何甜かお世話没豪自ら名のり

益々の汐・南会の充実岑忿じ
て就任の秘総玩代えさせてい

っておヽります︒
は︑お寺の奥憬万の集まりに

＝＝テレホン法話
利田抒況︱

しております︒在家出の私に

ただきます︒

○芸邨江口︸睨袱幼徊Å罪○ ︵パート２︶

たが︑家族ぐるみで参耶出来

とを思いだします︒着付けの

４−

出席するのがとても億劫でし

講習会︑札幌釦碧浩守禄との

４０

た海水浴は︑お寺の若畏憚と
お友達になれた良い機会でし
た︒その年の秋の研修会には
なんのためらいもなく出席で

任の重さ旁珊感している今日この頃です︒私も碧天が越後

Å品料理漿昼︑七宝焼き︑

き︑楽しい一日を過ごしたこ

へ配流させられました年齢にな吠︒又住職として︑二見の

０ ０ ０ ０
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まして︑御門王より任職任命帯を拝受致しました︒その責

親として︑今何かしなければならないという思いに駆られ

勉強会等多くの行事がありま
した︒総会や忘年会には出席

ておるのでございます︒今年の報恩揖には住職継職の奉告
法要を予定しております︒固より待蓼芹７の身ではござい

一度も出席したことかありま

した私でしたが︑勉強会には
せん︒我れながら向礎石の無

ますが︑今後は想いも新たに大悲伝普這に敵刀岑孫一いでま
合享

いりたいと希っております︒UF諸先輩諸氏のご指導ご
交誼のほど︑よろしく懸畷甲し上げます︒

い人間なのだなとつくづく思
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安沢で置尾
汽車の中で醗 酵
して﹁ポーン﹂
と栓が抜けたり

皇順順胆

霊山

慶子

智子

＜十︷寸忙祁但詞人人哭ｒｖ
会長

辰田

にお参りした後

しました︒本山
九州へ行き︑長

副会長

唯専寺前住職 吉野 了顕
私が組長をした時︵昭和三十二年〜四

崎のホテルでは

邦子

ハナ︵光明寺︶

由筈予

和子︵賢耀寺︶

林寺

大坪

吉野

扇恚・

監査

年間︶は年功序列という感じで前任の経

テルに泊まりました︒ところが︑部屋が

六百人一緒のホ

ほとんど命令嗣で指名されました︒今の

で自転車でお参りに行っていました︒私

岩田 千代子︵大安寺︶

川真田 節子︵節義寺︶

原田誇征子︵本向寺︶

ュキ︵良法寺︶

智于

の呼び掛けで﹁猛豪苦海﹂という会が結

たなあ︒経費は組会に集まる時に持ち寄

も今でもお参りに行きますよ︒月参りで

したね︒中には泊まっていかれる人もい
って︑組長さんに渡しました︒なんせお

一言お法のお話し岑于る︒これは大きな

小川

家郷

長さんより﹁おまえ︑組長やれ！﹂と︑
ように組会で選挙によって決めるような

だったなあ︒

悪いだのと文句が出て︑部屋割りが大度

会計

ことはありませんでしたよ︒組会の会場

成されて︑年一度一泊旅行にでかけまし
会 長

他の思い出といえば萬行寺の卵任さん

の住職が集まりました︒当然車のような

た︒皆さんよく飲みましたねえ︒教覚寺

とＩ章凡ばぶ？組長宅で︑組円のほとんど
禅刹の良いものはなく︑皆さんバスや汽

の前任さんも飲んだね︒あの方は月形ま

＜ 同一八いＶ

車を利用して一日がかりで組会にみえま

副会長

金が無かったので︑各自の持ち出しも結

な歓化だとおもいます︒
﹁和韻愛拾﹂の心豪忘れずに︑ご門随さ

構ありました︒他からの助成金みたいな

ものは全然なかったし︒今のようにきち

査計
で︑心湊もって接すると
会長

喜循

蒋堂

宗瑛

征彦

＜みひＩ一一出岡⁝人ぞｒｖ・

門信経より必ｙ返って来

事務局

んの心を踏みにじらず僧侶の心得は﹁壁

私が組長退任後の思い出といえば︑聖

るものがあります︒これ

っとした組職というものもありませんで

人の御遠忌に御木山に団参したことかな

が︑寺門興隆の要でしょ

に豆を投げたのと同じ﹂

ぁ︒組よ皇八百人程行きました︒当然団

したし︑大変でした︒

体特別列車で皆さんお米を背負ったりど

う︒

合箪

ぶろくを持ったり︒このどぶろく・が

兪あがな4

告諭湯砥ﾑ
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１

５

88
19

組報
空知南組
号
４

第

こり

︹太胃少年部︺
︿︷響︸月30日西本寺において

仏什研修会が開催︒﹁命に問

作

ます︒

い︒組報名も募集してい

広報委員まで御連絡下さ

希望等は組長事縮餅又は

組報に関する御塞兄・御

おかなくては！︵Ｙ・Ｈ︶

で内の古妻にもゴマ帝すって

しました▼次号は私の番なの

には︑大変ご４佳愁をお掛け致

寺の新妻さん︵ワープロ打忿

と追われておりました︒ぶ根靫

に締切千リギリまでバタバタ

ます▼年２回の組報発行なの

今吸の御活躍を期待申し上げ

等を扱畝させて頂きました︒

迎え新しい役員の紹介︑抱負

の頃です▼本号でも新年度を

レッシュな顔が目立つ今日こ

い社会ヘー歩を踏み出したフ

▼新一年生︑新社会人と新し

IS

兪夕張永福寺の庫裡・本堂が昨
年Ｈ月19日に落成致しました︒

ん誕生！朋実︵ともみ︶

り由仁本覚寺で昨年Ｕ月赤ちゃ
胆
﹁光に育つ﹂をテーマにＩ〇

日捻低修会開催されました︒

局朋題

五名が参那しました︒

○２月７日に研修命涯びに

ちゃんと命名おめでと
一﹃っございます︒
今夭唄常光寺ご恭女恵津

新年会が︑岩ロ諮り平安閣にお

子きんがご拙婚されまし
た︒どうぞお幸せに⁚１⁚

スピス・ビハ上フについて講

いて開催されました︒仏教ホ

心由仁本覚寺住職高禄輝
師は打本間真師︒
︵婦人部︶

信氏が常備会員となる︒

○俘月12日さつき会忘年会

ョーを楽しみました︒

四回馮伊藤ゆかりディナーシ

◇栗山 が
教区切代会副会長に就任しまし

︹門信徒耶︺

た︒

組報第３号に於いて︑静宴

い命を語る﹂をテーマに43名

○Ｕ月21日新見寺において

寺様の報恩講日程に誤りが

が串席ご講師は杉田革鼎認印︒

︵僧侶部︶

村顕智師を講師に61名が参加

泌粉代会総会研修会が閲呵寺

○12月３日唯墨守において

ありました事︑ここに訂正
し陳謝甲し上げます︒
︵訂正︶
誤・︲︲︲︲︲７月12・13日
正︲︲︲︲︲︲７月⁚目∵12・13日

○12月22日き恚因習左・・今関
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