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︿新年度にも万っ て﹀

１

杉田 英明

‑−

‑

行
発

(寺院紹介は４Ｐ)

空知南組 組長

合 掌

御本山においては︑昨年︑隣接地を入手することが出来て︑私
達も大変嬉しいことでございました︒尚︑そのことを一層の宗門
発展の契機とするかの様に︑五年後の展望の下︑昭和六十六年に
向け﹁四百年記念事業総合計画﹂が樹立せられて︑ここに新年度
を迎えたことであります︒
亦︑宗門の人材養成のための最高機関でもある龍谷大学におい
ても︑数年後には三百五十年を迎えることとて︑滋賀県大津市に
理工学部等新学部増設という大きな記念事業に踏み切り︑宗門も
三十億の助成を決めたことでございます︒
この様な事柄で︑将来に向かって一層飛躍しようとする私達宗
門の姿の一端が︑具体的に偲ばれて誠に喜ばしいかぎりでござい
ます︒皆様も御同様かと存じます︒
それにつけましても︑これら記念事業計測を完遂いたしますこ
とは︑並大抵のことではない大変なことであろうことは︑申すま
でもないところでございましょう︒私達も︑賦課懇志目標額の達
成に︑一層の努力を期したいことでございます︒
新年度にあたり先ず念願を記し︑前年度中色々御世話になりま
した御礼を申し上げつつ︑今年度も共に︑御同朋御同行のあゆみ
を基幹運動推進という名の下に精進・努力いたしてまいりたいと
存じます︒本年度もよろしくお願い申し上げます︒

‑

粘
…………、4

5.1
19 87 .

号
２
第

本堂
寺
休こ
￣已互

内懐山

鰯……………
一
ｓ
一際。：

，、
軋:……゛
重？゛

−ヽ
−ｕ
̲,∠言ヽ菜………
･纂‑−‑‥･．
し尚ぶ‥‥‥‥Jこ
･･･．･･ ･･･

……゛ヌとズ¨

？

空
知］
一

?…
−゛標、

１

5
19 87 ｡

組報
空知南組
第２号

l一会..

正教寺住職

永岡 龍憲

一一

﹁樋浦一道師の死を悼む﹂

−

１

ａ

三月二十二日午前八時頃電話のベルが鳴った︒﹁上砂川です︒

今朝午前六時四十五分住職が亡くなりました：︲１．﹂一瞬絶句し

た︒そして故人の面影が走馬燈の様に脳裏を駆け巡った︒かねて

より今日のある事を知らされておったとはいえ今更乍ら冷酷な事

早速弔問に参上︒白布に敞われた故人のやせ細った肉体に﹁長

実の前に涙した︒

年御苦労さんでした︒﹂と満感の想いをこめて小経を誦した︒た

った半年の間︑而も二度と大地を踏みしめる事もなく逝かれた住

職︒その間再起を信じて疑わなかった故人の姿を見るにつけて幾

度か涙した事でございましょう︒辛かったでしょう︒

どうにもならない現実の中で︑﹁名残りおしく候えどもＩ：︲：﹂

一一

２

づ杉田英隆師をしのんで﹂ 西願寺住職
西川 宗一
今年一月八日︑杉田英隆老師が御往生なされた︒九十五才
であった︒宗門の功労者であり︑多年の御活躍とあいまって
広くの人々に借しまれての御最後であった︒
老師は︑評すれば純粋の方であった︒大正のなかば︑単身
一八菱美唄の炭山へ開放のために飛び込まれて︑やがて常光寺
を創建︑三菱美唄の閉山が現実となると︑敢然︑東明臥牛山
に重明会館を壮麗に出現させ︑その勢いや︑とどまるところ
を知らなかった︒
また︑創価学会の折伏には一歩もゆずらず︑宗門の会合で
は圧鎬をかかげ︑孤高をおそれずひたむきに主張された︒つ
ねに純粋な生きかたを選ばれたのである︒

？

｀春
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そ水
れ力
がま
また
た︑
︑付
壮与
年に
にし
して
て梗
奥材
様と
と列
死坦
別さ
され
れた
た時
時に
に︑
︑あ
あえ
えて
て困
困ことの聖人の御持言を載して浄土へお帰りになった事でしょう︒
そ
難な独身をおしとおす道を選ばせ︑お子様方を養育され︑しＩ 想えば長いおつき合いでした︒七百同大遠忌後相導師の約を結
かも︑常光寺の運営と両立させられることとな
びての親しい交わり︑教絢師としての十年来のお
るのである︒そこには︑なみなみならぬお子様一
つき合いお世話になりました︒あの豪快な性格︑
たちへの愛情が秘められてもいたのである︒こ
呑む程に酔う程に出てくるドンドン節︵晩年はプ
うした多忙ななかから︑副組長の要職をつとめられ︑緻密な
ッツリと止められた︒︶は忘れ得ぬ面影でございます︒大事な人
頭脳と綿密な行動でよく組長をたすけ︑次期組長の期待が高
であった︒立派な住職であった︒その功
かったが︑この組長は実現しなかった︒今︑御子息英明師が
績は葬儀の席で立派に証明された︒多勢
組長をつとめていられるのも不思議なめぐりあわせである︒
の門信徒︑各界の名士の弔辞の中にさも
近年︑さすがに衰えが
ありなんと恋慕俤泣しきりであった︒今
目立つ老師に︑お子様方
二度と温容に接する事の出来ない悲しい
がそれぞれに孝行をつく
現実の中で︑故人の残された足跡を静か
された︒当然といえば当
に想い起し︑遺族と共々に報恩の大行に
然ながらまた出来がたい
いそしまん事を約し追悼のしるしと致し
ことである︒御人徳がし
ます︒最後に故人の好きであった句︑﹁花びらは散っても花は死
のばれてありかたいこと
なない 人は逝っても追憶は消えない 面影は去らない﹂
であった︒
合 掌
消えぬ思い出︑去らない面影をしのびつつ
南無阿弥陀仏
‑
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新会長に光明寺・佐々木忠正
さんが就任︒
○空南組総代会総会・研修
会が÷二月六日︑美唄・正教
寺にて十八ケ寺四〇名の参加
者にて開催︒講師は竹中徳成
師︒
︵僧侶卵︶
○空南会研修会が乍二月二
十一〜ニト三日に開催︒同総
会が四月十四日に開かれる︒

︵パート３︶

︵連研部︶
○連研も五回をかぞえ︑四月
十一日には第一回目の補修がお
こなわれました︒
￢

︷同朋卵一

○二月一一十六日に講師に殿平

善彦師を迎え︑﹁差別と同和﹂

について研修しました︒二十五

名の参加者でした︒

︵総会・基推委︶
○定期組合が四月十八日︑於
サンプラザにて開催される︒
○四月二十四日︑基推委が岩
見沢・光明寺にて開催︒

恐祖宣ぷ守ニふれあドノ

葉二百汀ぶぷＴ︶二十二白土

レレ十テレホダサー寸どズソ 一

２一１声卜０３３ｊ３．

︼︿度は水石ダずヤルペ

あの電撃的な︵関係者のみぞ知る︑実は人形劇の人形を使
っての︶婚約発表より約半年︑美唄・正教寺の若院様がご結
婚することになりました︒このよき御縁のお相手は︑恵庭市
本警寺の野口警世さん︵チーちゃん・23才︶で︑今年の三月
まで島松幼稚園で先生をされていました︒若さん曰く﹁何事
も最初が肝心︑バシバシいきます︒﹂といきなり関白宣言︒
ところがチーちゃん﹁わたし︑子供の相手するの上手なのよ
︒﹂さてどうなりますやら︒まずはおめでとうございます︒

‑

以邨としお４に来まま﹂ ︵パート２︶

︵婦人部︶
○仏姉達協研修会が西本寺
にてヱハ○名の参加者のもと
開催されました︒講師は青木
円成師︒
○寺族婦人会臨時総会が西
本寺にて開催されました︒
○仏姉達協総会︑四月二十
五日に西本寺にて開催︒

ｌ
㎜･
■■

空南の若院さんは皆さん急ぎすぎ？ 自動車免許証といい
右めでた続きは︑南幌町∴り華寺の若さんです︒この度︑江
別の瀧といわれるほど歴史ある旧家の右嬢さまこと︑高橋結
香さん︵22才︶とめでたくご結婚となりました︒出会いは右
示で︑きっかけは蓮如Ｌ人まっさ右の若さんのレター作戦︒
プロポーズは？右Ｉっと︑銀世界の富良野スキー場で﹁スキ
だよよぺしゃれてる場合でない︒あまりの幸せで﹁最近顔
がのびた﹂と両氏を知る人はいうのであります︒

一

︱−−−・−

﹈ｔ目少年部一
○日曜学校・寺院子弟合同

﹃縁成園こぶし荘﹄に子供の

集められたタオル百数十本は

者でした︒また︑子供達から

静雲ヤにて︑一二〇名の参加

われました︒会場は志文町・

やりの心﹂をテーマにねこな

研修会が三月二十九日﹁思い

‑

卜により伝達されました︒

︷門信徒部一
○仏社Ｂブロック研修会が
十一月ニトニ〜二十三日に岩
見沢にて開催されました︒当
組よりは四七名の参加があり
ました︒同じく空南組仏社達
一 ︑
︒ 〜
９１ｊｌｌ Ｓ＼︒？／ｉ〜ＩＩＪ
一協定期総会が三月二十八日に

三川・鶏林寺にて開催︒

‑

３
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﹇恚寸時図強碩入Rj﹈

細細巷未一拡玖引ぬＩ

説教所設立︒同二十八年二月

○開基：︲明治二十七年九月︑仮

二号を発行することができまし

すが︵なかったかナ？︶︑無事

で廃刊かとの噂もあった組報で

芯四⁚﹇士乎＋︷寸

奈井江説教所認可︒同年四月

た︒締切間際︑証法寺御住職の

内懐山

説教所本堂・庫裡落成に続き

突然の訃報のため記事を差し替

ということで︑巷では創刊号

五月一日に本堂落成並びに人

一

‑

‑

☆．沖縄史跡の旅﹂
南空知の寺院八ケ寺︵報恩
寺︱咀専寺・警報寺・静雲寺
・力行寺・光明寺・賢威寺・
仏派大願寺︶総勢て二五名の
参加にて三月二日より六日ま
で四泊五目の日程で実施され
ました︒
旅行目よりに恵まれまずご

えることとなり︑原稿執筆をお

をおかけしました︒

願いしていた方には大変ご迷惑

仏座讃法要を勤修︒
○寺号公称・：明治三十一年一月
十八日に認可

さて私事で恐縮ですが︑広報

部員にもかかわらず︑創刊号の

○開基・亀山正法︑二世・野上
鳳軒︑三世こ跡堂西浄︑四世

第二号でも結婚話で紙面をにぎ

自動車免許証事件に引き続き︑
○明治四十三年三月六日本堂・

わせてしまいました︒次号で二

・藤堂西涯
庫裡が全焼︑大正二年二月に

世誕生などどいうことにならな

‑=

本山へ︒国宝・飛雲間等を拝

◇５月６目
寺族婦人会定期総会
◇５月17目
北ブロック仏婦人会
◇６月18目
南ブロ″ク仏婦大会
於本覚寺
◇６月20目
中ブロ″ク仏婦人会
◇７月４目
仏青研修会於サンプラザ
◇９月下旬
寺族婦人会三〇周年記念
行事

新本堂完成︑同年秋には仏教

いよう気をつけなければ：︲︒

組報に関する御意見・御希
望等は組長事務所または広
報委員まで御連絡下さい︒
組報名も募集しています︒

︵Ｍ・Ｋ︶

青年会を結成︒
大正三年四月十八日仏教婦人
会結成︑同十二年１月七日日
曜学校開校︒昭和八年五月に
は季節託児所開設︒

☆光明寺若院さま東海大同バレ
ー部にて全国優勝︒
☆報恩寺副住職責弥さん︑伝道
院住職課程を受講に出発︒

４

白
がヨ
一づ
言観
前し
門て
さ翌
ま日
よの
りお
お晨
か朝
みに
匹匹そりをうけまた︒三日
一生一三目は大阪より空路沖縄
三回三那覇空港へ飛びヽ南国
八づの日差しに北国の参加
針号老はとけそうでした・
⑤早速﹁ひめゆりの塔

圭三二北霊の碑﹂では戦没

古老追悼会をし︑念仏者

☆昨年乍月三トー日︑正瀧寺
久保田一真さまがご本山にて
住職補任式を受けられ︑ご住
職の任につかれました︒

・ としての平和の誓いを
新たにさせて頂きました︒

☆三笠こ告照寺の林寺正俊く
ん︵高一︶が三笠市子供会連
絡協議会より﹁善行賞﹂をい
ただきました︒
☆角田・教覚寺さまに第三子
誕生︒教仁さまと命名︒

ｉ

J）

ｊＪ
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四目口は珊
瑚礁の海と肖
空のド終日観
は伊勢
料理に
おなかもエビス顔︑翌日お上
いを持って全員元気
へ到着しました︒
がっ
家ぱ
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