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空知甫組々長 杉田英明

昭和五十二年︑即如門主が法統を継承せられたおり︑三期十二
年に至る宗門の長期展望計画が立てられ︑殊に門徒推進員養成の
ための連続研修が始まりましたが︑今年はその第三期目︑最後の
年に相当することを︑まず自覚いたしたいと思います︒
もとより︑昭和三十六年宗祖七百年大遠忌を契機として︑特に
戦後日本の工業化の波による︵昭和二十五年︑朝鮮戦争以後の動

ｊ

態︶人口の地滑り的移動現象︑そして︑その社会不安の渦中にあ
って危機的深刻な反省から打ち出された﹁門信徒会運動﹂︑四十
六年以来の﹁同朋運動﹂が︑近年︑理念としては基本的に一本化
せられて︑昭和六十一年度よりは︑宗門の﹁基幹運動﹂として位
置づけられ推進せられていることは︑御承知の通りであります︒
只一点︑省みるべき事柄として︑隣山東本願寺においても︑時
を同じくして運動が展開せられて来たのでありましたが︑長年の
緊張紛争の結果は︑血脈相承を完全に分断し︑先見氏の新門・僧
籍剥奪をも先日決定する等︑これら一連の運動の経緯そのものを
共産主義工作の典型的成功例とみている識者もいることでありま
すので︑他山の石というよりは真摯に対面しなければならない大
きな問題であろうと︑お互いに自覚を深めたいことであります︒
今や人間の活動が気温上昇にも影響していると︑気象庁リポー
トも警鐘を鳴らしている時代であります︒宗政界にあっては︑か
つての貧・病・争と云うよりも︑地球の終末や地上天国の到来︑
超能力や心霊等異次元︑あるいは精神の荒廃を憂い︑より良き家
庭や社会の実現を目指すもの等々が花どかりといいます︒
平成元年度に臨み︑真宗者の立場で意を新たにし︑近くは四百
年法要を目途に︑共々に報謝行に尽力いたしたいものです︒
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養うことによって︑近年とみ
に増加しつつある青少年非行
化防止にも大いに寄与し︑明
るい社会づくりにも貢献でき

の心にうるおいを与え︑生き
ることの喜び︑世の中から受
けているご恩に感謝する心を

でありますが︑斑年︑南・中

従来より続いてきた年聞行事

︿ 郷知人催能 ﹀

会・秋季研修会の年二回が︑

仏教婦人会活動は︑春季総

を推進したいと存じます︒

ることと感じます︒

・北のブロックが整い︑ブロ

ック内寺院を会所とする開法
二大法要にあたり︑ご門主

上で︑多くの仏婦の方の協力

います︒参加者も一七〇名以

︿ 描旧訓押□諒闇 ﹀

様のご消息のお心を休し︑宗

を得て︑活発に動いていると

の場を設けてへ今年に至って

門の基幹運動を推進して︑記

云えますが︑それはあくまで

﹁寺院・開法﹂という形に止

念法座・各部研修・連研が開
催されていますことは︑誠に

冷静に時代を直視しますと︑

今世紀も余すところ＋余年

れた立場で︑仏教婦人として

の場で貯えた心を︑お寺を離

ます︒今日まで寺院での開法

まっているとも反省させられ

政治不信・生命尊厳性の喪失

広く社会に奉仕する動きの中

喜ばしいかぎりです︒

などが叫ばれています︒

様々に変化顕しい現代であ

に伝えて行く事ができればと

が︑過疎地寺院対策の取り組

る故に︑一層自身の足下を見

宗門においても︑教学研究

みの遅れがあります︒平成元

失う事のないよう︑お念仏の

思いますが︑﹁云うは易く︑

年度︑組内も新たな発展に向

み教えを聞き止め︑他に及ぼ

・間数・ビハ︒︲Ｉフ活動など︑

けて活動が始まりますが︑二

す心となるよう念じ︑共に努

行うは廻し﹂であります︒

大法要のご勝縁を迎える喜び

めたいと思います︒

重点政策が審議されています

を通して︑実りある僧侶研修

‑

中心に自主運営がなされてき
ており︑総会をはじめ春・秋
二回の研修︑教区の研修にも
参加し︑活発であります︒今
年は︑連協が結成されて十年
となり︑十周年記念研修会を
目標に動きつつあります︒
しかし︑各単位とも新会員
の加入並びに運官等に苦慮し
ているようです︒何事も継続
することに大きな意義かおり
今後更に充実した壮年会活動
を期待しています︒
︿ 全日少と于智即 ﹀
一年間の歩みをみますと︑
寺院子弟の研修会が︑﹁親坦
聖人のご一生﹂というテーマ
で︑日校については︑﹁仏の
子供ってなぁに﹂というテー
マで︑青少年部全体の総括的
な研修会は︑﹁なんでもしゃ
べろうや﹂というテーマで︑
開催されました︒特に総括的
な研修会には︑三十人程の小
・中・高校生が参加し︑それ
ぞれの思いや悩みを話し合う
意義深いものとなりました︒
各研修会を通して︑子供達

一

︿ 田口斤旧牡瓦超即 ﹀
平成元年と歴史の変動を目
の当たりに体験し︑思いは人
それぞれに⁝︒その中にあっ
て︑宗門は︑全員開法・全員
伝道を掲げて基幹運動を展開
し︑幼年から熟年に至るまで
念仏者としての活動が行われ
ております︒わが組において
も︑各ご住職・寺族の皆様が
自ら開法者となって︑熱心に
基幹運動に取り組んでこられ
ていることは︑喜ばしいこと
であります︒
門信徒部の総代会も早くか
ら組織され︑地道ながら研修
を重ね︑意識の向上に努めて
まいりました︒ただの名公的
総代ではなく︑お念仏を心か
らいただける総代となるよう
に︑研修の持ち方にも一考が
必要と思います︒
仏教壮年会活動については
昭和五十四年に連絡協議会が
発足して以来︑会長・役員を

２

1989.5.1

報
組
空知甫組
rコ
万

６

第

第６号

空知甫組

組

【１】末雄副祗づ勁首訟贈婚ま肪居
ア丁存続ずべぎであ名

●●●

・●

●●●

…
、
椙諭旨鎧ま旨晶鮨

イ、たてない
【９

ウ、その他
】馳庭漆目脂勁感
ア、した

…

… ４
−１９
… １
４

･一一

ｲヽしない
づ謬昌懇聯Elpml

･..22
…

２

イ、勤めない
･一一 ２
ウ、その他
】位贈回漕
【11】位贈組邸膳が福沈澱
ア、はい
…２４
…２０

イ

…

０

【12】

●●●

幽●■

４０

ア、ある
イ、ない

１８

●●・

６

● I I I ● ● ■ ● ● ● ● .j･･●
● ･ .･･ ●■1●●IIII●●1●●･●●●II.･III●I･.●.●I●.●●●d●.●.･.●●･.I
たてた
I
…
、

９７・一１０

●働●

見ない

︵組内住職アンケート︶

●・・

イ
【８】

LrurQ︶

■畠・

･一一１８
、

LrJW︶

イ、感じない
ウ、興味なし
【３
】沢皇ぬ栽童責在臨頒印改i
ア、ある
…
イ、ない
…
ウ、どちらとも言えない …１
【４】蔀曼即紐満顛剛采寞聡
ア、賛成
…１
イ、反対
ウ、わからない
反対ど答えだめ
※反対昴糾頌御方御影阻凪
ア、西暦
イ、仏暦
ウ、その他
【５】庸光号に鵬収副団癩珠ず削
ア、良い
…１５
イ、悪い
ウ、その他

和

見た

｀

LrNcry4︶

…１

昭
かきり軍丁泌践へ

CXR

ア、感じる

1989.5.1

【７】大縦歿社転暉綻姉縦皿縦晦
総

¨………ごＴぢ¨

イ、廃止すべきである
7
ウ、その他
…
【２】皇詔諸誌謳密感回議瀧屁

報

…２

●●●

【６】

幽●●

･一一１

B﹈忌 日尤

３−

▽元号は必要です︒キリスト教ではないの
ですから西暦を使わなくともと思います︒
▼天皇には平和の象徴としての主体性を持
ってもらいたい︒世界は皆我が子という広
い心でなければ平成とは言えない︒
▽一層︑平生業成の念を新たにした︒
▼時の流れに昭和も平成もありません︒そ
の時その時の自分を厳しく見つめて行くこ
としかありません︒

▽﹁もう戦は二度とあってはならない﹂生
きている限り叫ぶと涙を流して話して下さ
った御門徒の声が耳に残っております︒
▼アンケートの理由に疑問を感じる︒
▽物は豊かだが精神的には貧困者が多い︒
▼昭和は私の人生の大事であり︑激動の時
代︑青春の時代︒平成︑老化が進むこと︒
▽一つの節目を定めて︑過去の事項を忘れ
がちになってしまうのではないかと思う︒
▼私は昭和生まれですから感慨無量です︒

折しも︑昭和天皇崩御とい
う出来事かおり︑世間では︑
時代の節目を迎えた感があり
ます︒今こそ︑私たちの歩ん
で来た道をかえりみ︑この時
代に生きる宗祖の示されたみ
教えを︑お味おいしたいもの
です︒

‑
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○組内34ヶ寺の各ご住職様にアンケー
トをお願いしましたところ、24名の
方の解答をいただきました。
ご協力ありがとうございました。
(広報部)

檀家のご法事に行き︑﹁ホーッ﹂という
の豊かさの代償として︑ストレスの責め苦

ような御馳走をいただく事があります︒こ
を受けなければならない時代の枠組みの中
で︑せめて一つでも︑自分を慰める明日の
光を与え︑生きる力の支えとなるものを確
保しておきたいと願ってます︒やがて行手
に広がる一つの世界をみる事でしょう︒

ケロイド博士の﹁山アラシのジレンマ﹂
密着すればトゲが刺さり︑相手に怪我をさ
せる︒離れれば水臭く︑他人の関係で暖か
さがない︒お互いに相手を尊重し︑寄らず
離れず相手を理解し︑自分を活かす事を摸
索する方向を何処に求めるか？
ぼちぼち古希を間近に控え︑此れからが
正念場を迎えました︒此の正念場は︑元来
耽粒伎・浄瑠璃の世界で︑演ずる役柄の真
包をみせるべき山場を指す言葉として使わ
れています︒仏教では︑﹃自らの考え思い

ご法要があり︑型通り所謂石州流のお斎が

先年︑先代住職の生家の寺︵島根県︶で
出ました︒豆腐︵白衣︶ ・シイ茸︵黒衣︶

即ち︑信念を乱す事なく︑心を乱す事なく

人間誰しもが︑心中深く︑思いを致すべき
であろう︒事に於いて後悔せず︑剣聖宮本
武蔵の二天一流の奥義︑成るべくして或る
人生の岐路に直面した彼武蔵は︑人智の及
ばぬ巨大な壁の前に立ちすくむ︒その闇黒
の彼方に︑一点の光明を求めて祈った事で
しょう︒点が線に移行︑光明は︑武蔵に降
りそそいだことでしょう︒
物見予地位：刀の支配下からは︑何が
生まれるか︒
ただ︑如是我聞をと願っています︒
合掌

・油上げ︵袈沙︶ ・お壹︵残り物︶ ；人参

出てきたものは︑天下に轟く出雲そば︑天
そばでした︒その原産地のルーツ︑戸籍調
べをしましたら︑そば︵中国︶ ；小麦︵米
国︶ ・エビ︵タイ︶ ・正治︵米国の大豆︶
・割り箸︵韓国︶ ・唐がらし︵台湾︶︒さ
れば純国産は何だろう︒水とネギ︒国際色
豊かな天婦羅そばでした︒
そんな食事をとる若人は︑健康的でデッ
カイ︒中学校卒業式に参列の時︑男生徒は
テレクササ︑女生徒は乙女の恥じらい︒着
実に一つのハードルを飛び越し︑大人の世
界に入った事を見て参りました︒
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大字の網干善政教授ら四人の
日本人が︑キャンプ生活を送
り︑現地人と共に四年前から
発掘調査を進めており︑短時
間ではあったが︑同教授より
仏跡発掘の意義についての話
を間く機会に恵まれたことは
何よりであった︒同教授は︑
奈良県の浄土宗の寺院の出身
で︑現在竜大でも教鞭をとっ
ておられる関係上︑私どもを
浄土真宗の一行と知り︑浄土
教発祥の地ともいえる祇園精
舎発掘についての自己の思い
と︑仏跡発掘に関心の薄い日
本大仏教徒の姿勢について︑
熱情をこめて話されるのを間
いて︑感銘し︑猛省させられ
たことであった︒

釈尊当時と余り変わらない

であろう田舎の風景や︑阿弥

・

孔雀︑そして火炎樹の真

陀経に説かれる様な美しい自

認

紅の花を車窓に眺めながら︑

毎日三百キロ以上のきつい行

程ではあったが︑様々の思い

を胸に︑二月二十五日︑全員

無事帰坊することが出来た︒

本当に有難たき旅であった︒

一一こ一一一一一一一一一一一一一二Ｉ一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

○岳鶴首宇将犬に圃副ム巫

空常会会員を中心として運
営されている﹁テレホン法話
心のダイヤルお茶の開説法﹂
運営委員会では︑昨年度より
教区に教学奨励金助成を申請
していましたが︑このほど助
成が決定され︑三月十四日︑
教学奨励全一〇万円が交付さ
れました︒

作ａ補任式白浜でえで︲
︒
法王寺住職 松山宗生
私︑去る三月三十日︑第六十四回住職袖任式を受式し
御門主従より任命書を拝受させていただきました︒その
責任の重さに身の引き締まる思いでございます︒
人寺して十七年︑種々の事が思い起こされます︒開放
以来九十七年︑仏祖の冥加と先人・住職・坊守・寺族︑
そして門信徒の方々の御苦労が認ばれ︑心から感謝申し
上げずにはおられません︒昨年二月に往生した第三世坊
守︵母︶に育てられた事も多く︑ご苦労が特に偲ばれま
す︒茶志内は︑過疎化が進み︑門信徒も各地に散り︑寺
門連言に厳しいものかおりますが︑門信徒と仲良く和を
もって︑笑いの中に一人でも多くの方
が参詣して頂くよう努力いたさねばな
らないと思っております︒
何卒︑組内皆様のご教導ご鞭益を賜
りますよう切にお願い申し上げます︒

目目目出目目目目目目出目目田出田口目目出田田

インド井同跡巡拝印回

‑

二千五百年前︑釈尊ご在世の
往時に思いをはせながら︑心
の故郷に還ったような懐かし
い思いにかられたのは︑私一
人だけではなかったと思う︒
特に祇園精舎址では︑関西

善照寺住職 林寺正憲
二年前より計画されていた
空甫会主催インド仏跡巡拝団
一行十七名の一員として参加
することができ︑去る二月十
四日︑京都にて一泊︑翌朝本
山参拝︑結団式には︑吉井智
見宗会議員を始め︑柱松・田
坂両総務の激励の言葉をいた
私にとっては︑初めての海

だいて︑空路インドヘ⁝︒

ンド︒時折しも釈尊人涅槃の

外︒それがお釈迦様の国︑イ

お釈迦様ご誕生の地ルンビ

二月十五日であった︒
ニ園︑そして勤苦六年の後三
たブッダガヤ︑初転法輪の地

十五才にしてお覚りを聞かれ
サルナーー ト︑八十才にて入涅
槃のクシナガラと四大仏跡を
巡拝し︑大経をお説きになら
れた霊鷲山︑観経の起因とな
った霖提希夫人の王舎城址︑
そして阿弥陀経・孟菌盆経な
どご生涯で一番多く説法をさ
れた祇園精舎址に参拝︒遥か

５
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日曜学校を開設︒明治四十

五年︑九粂武子様御来寺の
際︑仏教婦人会設立︒昭和

二十四年︑勝如ご門主のお
立ち寄りお泊まりを記念し
て︑翌年仏教青年会設立︒
現在︑壮年会︑ジュニア仏
青の開設を準備中︒

−

‑

６

一

日於西本寺︑三月十日於願

９土寸時田勿和介ｂ

◆第６号をお届けします︒
◆ワープロも年々機能が向上
する中︑次回はついに私の順
番︒今から練習しておかなけ
れば⁝︒それまでに機械に強
いパートナー︵姉さん︶が見
つからないかなぁ⁝︒
◆色々と想いがめぐる春のひ
とときです︒
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※組報に関するご意見・
ご希望等は、組長事務所
または広報部員までご連
絡下さい。組報名も募集
しています。
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