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元旦会
門徒の皆さんと共に
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﹁教化活動最前線﹂

２報恩講あれこれ
１
真水寺院の年間最大の行事と言え
ば報恩講です︒近年︑参詣者の数が
滅ってきたとは言え︑吝寺それぞれ
力を入れて盛大に勤められています︒

１
０

を思い出して︑洋食を用意して待っ
ている家もあるとのご住職のお話で
した︒
報恩講参りは︑真宗門徒としての
自覚を深め︑扶育聖人を身近に感ぜ
られる良い機縁となるものと思われ
ます︒
年に一度の寺院報恩講を勤めるに
当って︑こうした日常の地道な努力
がまず犬切なことであると強く実感
いたしました︒

今回は︑寺院以外で独自に勤められ
ている報恩講を紹介いたします︒

▼お講報恩講

二･

▼門徒宅へ報恩講参り

止俗説を高らかに唱和し︑お説敦を
いただく︒そんな行事がもう四ト年

が接待される︒百年以上続くこのお
講に﹁土徳﹂と﹁伝統﹂という言葉

近く続けられている︒侍には総代も

ソードもある︒

きでおおいに飲みあい︑帰りの汽車
では寝過ごしてしまったというエピ

故人となられた先代往瞰具に酒好

交互に参り介い親交を深めたことも
あるという︒

が脳裏に浮かぶ︒

沃田を耕し︑信心の種が蒔かれ︑

農村社会の崩壊と具に︑その教は壊

多くの同行や歴代の住職によって守
り育てられた中に今見事に沃の華が

がっては盛んであった﹁お満﹂も︑

る行事が多いなか︑せめて真宗門徒

滅状態にあると言っても過言ではな

咲いていると言える︒

﹁お盆お徒岸等︑死者と結び付け
として︑年に一度は祖師聖人をお迎
い︒

そうしとなか︑長沼を中心とした

えして︑仏事を営むべきです﹂︒そん
な恩いから美唄市常光寺では︑すべ

急速に変わりっつある社会にあっ
て︑今後もお講が存続することを願

ができなかったので︑お内払報恩講

址域は今もなお盛んに﹁お満﹂が行

いたい︒同時に私達は︑新しい共同
体を求めて︑現代人のニしスにあっ
た﹁お店﹂を復活させる努力をする

は心待ちにしていた行事﹂と正教寺

ての門徒宅に伺い報恩講参りを実施

聞かれていて︑会所宅玄関には仏旗

べきではないだろうか︒

われている︒長沼町警報寺では︑七

今ではすっかり定着したこの行事

が掲げられる︒他寺院との共同のお

している︒期間は十月中で︑四年前

も初めて葉書で案内しか時には︑意

満もいくつかあるということでした︒

です︒また︑仏法領解の一助となる

る報恩講の模様です︒明治三十一年

写真は十四口論の十二月に行われ

桓例の行事として︑お内仏報恩講が
営まれている︒互いに住職を招き︑

相導師の縁を結んでいるが︑年末の

上砂川町証法寺と美唄市正教寺は

か︒いま︑足元が問われている︒

なく︑寺族にどうご法義を伝えてい

進されている︒門徒教化ばかりでは

のスローガンのもと︑基幹運動が推

宗門では﹁念仏の声を子や孫に﹂

住職は語る︒

﹁小さい頃︑お寺ではクリスマス

味がわからず斯かる家も何軒かあっ

次第は勤行に二席の説教と聞き︑只々

日満︑十四円満︑二十五日満と毎月

たそうです︒布袖に小五条を身に纏

驚くばかり︒継続することのいかに

からはじめられた︒

い︑正信備に三朝浄土以下三首引き

大変なことか︒

ように︑一語法話のプリントを全戸

三月七日に回行中のご消息が下付さ

お内払の問には寺族と総代が座し︑

▼寺族お内仏報恩講

をお勤めし︑ご文章を拝読する次第

に配布しているということでした︒

れている︒そのご消息拝読してお斎

くか︑一番難しい問題ではなかろう

年配の方の中には︑小さい頃の事

ｌ

２

一
紙報｜

卜空y日南縦
2ooo年５月１目
二
第27号

追 悼

ら︑どんなに酔って帰られても必ず七介は
欠かさないと言う一杯のお付き合い︒わた
くしはどうやって帰宅したのかいまだにわ
かりません︒
ところで別れた家郷師︒後にお会いした
析のお話し︒﹁どうやって乗ったものか︒そ
のまま寝こんでしまい︑目覚めるとそこは
札幌﹂︑そこで当時︑札幌に住まいをされて
いた︑当住の隆文部宅にコ僕の宿を︑との
ことでした︒
わたくしたちには︑まだまだ敦わらなけ
ればならぬことがたくさんあります︒こと
にわたくしなどには︑その姿を通して行儀
は大切なものとして受けていかねばならな
いと思っています︒しかし︑今となっては︑
もう繰言でしかありません︒この上は後輩
に冥護を垂れたまわんことを︒
平成十一年八月二十七日午前八時二十六
分往生 合法院釈隆雄 部の尊前に思いの
一端を謹んで臼し上げます︒

尚

隆王寺開基住職家郷隆雄師

始まりは︑昭和二十四年七月三十一日︑前
門様の北海道教区ご巡教のみ義理の際︑報
恩寺にお立ち寄りになられ︑ご一泊なされ
た時でありました︒
急な会所変更に戸惑うばかりの寺に遇切な
助言をいただき︑当目許参の門信徒で混乱
する中を︑鮮やかに日程を捌かれた姿は︑
高校一年の時そのままにいまだ脳裏に残さ
れています︒
師を語るに当たって省くことのできない
のが︑﹁お酒﹂であります︒端然と座して唇
に運ばれる杯は︑一幅の絵を見るように美
しくさえありました︒いやあその上酒豪で
ありました︒飲まれる酒は一体どこに染み
込んでゆくのかと疑うばかりでした︒酒品
なる言菜が当てはまるのはこの方だなと︑
若かりし頃のわたしは見とれたものであり
ました︒但し︑酒豪であるだけに︑笑い話
の失敗談も結構あったようであります︒わ
たくしにもこんな思い出があります︒
年月はさだかではありませんが︑ある秋
の夕方︑岩見沢駅から列車で帰宅のつもり
の小生︑ふと近くに見價れた二人の姿︒師
と言山一宗師でありました︒ご挨拶を申し
上げお聞きした所︑立法寺さん広見講の帰
途だったそうであります︒﹁こりゃ奇遇﹂と
は雪山師︑﹁こうなったらそこいらでちくと
一杯﹂と近くの料理屋へ︒１杯で治まるわ
けがない︒多分︑終列車にちかい時間︒﹁あ
んたうちに来なさい﹂とはまた言山師︒﹁そ
う年寄りのお守りをせにや﹂と︑家郷師と
言ったようなことで︑わたくしは上幌向に
拉致されました︒家郷師は圓の車両に乗ら
れたようでした︒
本向寺に着くや先ず︑落ち着きの一杯か
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報恩寺住職 辰 田 真 正

家郷隆雄老院の往生をしのぶ一文をと言
うことであります︒小生よりももっと師を
知り懐かしむ方がおられるのにと思いなが
らも︑ご葬儀に際して会奉行のご指名をい
ただいた責任なのかなと︑敢えて拙文を草
するものであります︒
師の経歴は隆王寺の歴史であると同特に︑
北海道教区の昭和史であると言っても過言
ではありますまい︒士幌向駅近くに︑願王
寺説教所を開設されるや担任教師として就
任︒
やがて︑隆王寺と寺号公称を許可され住職
に就任︒寺基を現在地に移転され︑幼児に
お念仏のご縁をと詰育保育園を開設︑三回
予防守を園長に︑上徳を生かしたお育ての
道を聞かれました︒
また︑本願寺札幌別院︑北海道教区教務
所に勤務され︑戦前︑戦中︑代役を通じて︑
最も宗教界に難問を抱えさ廿られた特期に
確かなりＩダーシップを執られました︒廊
館︑長野︑国府別院輪番︑教務所長として
手腕を発揮されたのも︑叉むべなるかなで
あります︒
こうした事跡にもましてわたくしたちに
懐かしいのは︑風格に満ちたお人柄であり
ました︒わたくしが師の颯爽ぶりに接した
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揃って団らんの日々でありましたのに・⁝
朧︑無常︑不治の病いと承知して立ち向
かう闘病の日夜︑迎いくる死に泰然自若と
して養生に尽くされた怖々しいお姿目聖人
のお言葉︑﹁ただし生光琳常のことわり︑く
わしく卸来のときおか甘おわしましまして
そうろううえは︑おどろきおぼしめすべか
らずそうろう︒まず︑善信が身には臨終の
善悪を申さず﹂のおこころを伝受して︑平
成楽生のお渋りを身葉説話を坦ってご教化
下さいました︒
奥さまには﹁よく世話をしてくれました﹂︒
若除目は﹁後をたのみます﹂と︑家族一人
∇入にお別れを書き題し︑最後に︑﹁娑婆の
縁つぶてちからなくしておわるときに︑か
の上へはまいるべきなり﹂と︑歎異抄九泉
のお言葉を残して浄土に題号されました︒
後に跡された私達︑師のいのち懸けのご
教化を体し︑いよいよ開法に精進し念仏相
続甘んことを︒
白字

｜

奉職され︑肘の教育行政にも尽力されまし
た︒
人格は聡明実直にして︑資性湿原は門︑
内外に信望篤く念仏者として広く徳を聚め︑
静かにして重みのある方でありました︒
ご門徒のお育てには権柄的に執り組み︑
中でも︑仏教壮年今は将来の寺の総代を育
てる先見の剛あり︑今日︑立派な門征箭化
として︑住職の力となり︑寺院運宮口大き
く百獣されておりますことに師の教化の犬
ころところであります︒
仏教婦人会においても︑訪守さま其々に︑
やさしく言葉を掛け︑台所方の支えとなり︑
踏行事の陰の力となっておりますことも︑
師の徳であります︒
組の遂続研修にも多数参加させ︑門徒推
進員として家族に︑お寺に念仏繁昌の一助
を住って活躍されておりますことにも師の
人徳であります︒
悲しい剔れは︑あらためて師の慈愛に感
謝し︑烈士の涙ながらに語るお同行多くは︑
具に往生浄土の遂を歩んでゆくことでしょ
昭和六十三年六月十四目︑往訪守さまが︑
浄土往生を遂げられ︑後に残さ牡た前住微
禄も後を追うように平成元年十一月刊目元
示威の人となりました︒
内談を失った悲しみを耐えて︑予てより
章備中でありました開教百年慶讃法娶を平
成八年九川一四目朧修され︑慶宿円成され
ました︒
記念事業として︑庫裡の新築は︑ご門徒
の建築設計上伊藤浪形代の力作︑他に類を
見ない仁徳讃仰の造形は光明輝き︑祇園精
古に在がごとき安らぎと法悦に︑師は有終
完美と讃嘆され︑ご満悦のことでした︒
ご家族では最愛の奥さま︑副住職夫妻︑
第六世を継ぐ卓也甘︑姫あゆみちゃん一家

'゛゛1･￨

空湘南組組長
お通夜の会葬御礼に︑﹁詰妙院 釈有学
第四世住職 神使 惶︒皆さん︑お世話に
なりました︒一足お先に参ります︒叉︑浄
土で会いましょう﹂と︑師の遺筆があり︑
深い感銘を受けた︒
師は平成十年初秋︑ご自身には何人の不
例も感せず歯科医より右後頭部の異常を知
らされ専門医の診察を受けるように促され
た︒その結果︑不治の梢と診断され︑禁忌
入院となりました︒
あまりにもはげしい黙示の風︑身に受け
て師の胸中︑いかばかりであったでしょう︒
また︑奥様︑院内のご心中も闇夜の思いで
あったでしょう︒
その後︑医師団の最善の治療と宗族親族
知友の励ましも及ばず︑平成十一年十月ト
四日平後一時四十七分︑桃李の粧いを失い︑
ついに念仏の声断えて往生の素懐を遂げら
れました︒行年七十炭︒
まことに痛恨の思い︑混止まらぬことで
した︒ここに︑師のご生前を鈷ばさせてい
ただきますに︑昭和五年六幻Ｉ七ロ︑黄寺
第三世義挙師︑但さまの長男として出生︑
少年期は白坊にて︑二世黙今節の魚肉を受
け︑その後︑龍谷大学に宗乗を受け深く求
め教導者として帰山︒直ちに住職を補佐す
る傍ら︑教区︑継の教化指導主事︑教化推
進協議会委員︑昭和四十八年には引継長の
重責を全うされました︒また︑地元高校に
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職と女装してうっとりの一

唯専寺

ｇ

旅姿で悦に入る組内大物住

ってどんな人？

Ｔ１４

こんにち
………:･づ呵⊇
犬しヌノ

コマです。シバオケで、股

﹃村上了聖﹄︵聖治︶

昭和三十九年 大阪府生まれこ二十五才︶

龍谷大学文学部卒

I:ﾉyj4J

家族⁝妻 円︵まどか︶︑長女 禎子︵しょうこ︶

趣味⁝小旅行︑映画︑大︑ボクシング︵観戦︶︑山歩き等々

※昨秋︑唯専寺に入寺させていただきました︒皆様には︑大変お世話

北藤会30周年二次会での一

になっております︒
真宗門徒の家に生まれましたが︑お法には全く無関心︑幼少の頃より︑

成り行き任せでやってきた私ですが︑ふとした切っ掛けで住職よりも
らったまま埃をかぶっていたお聖教を関いた事が転機となり︑現在に

至っております︒できることから始めてゆきたいと思っております︒

今後とも︑御指導の程︑よろしくお願い致します︒

J

2000年５月↓口

第27号

赤ちゃん

児のパパでもある若院さん
です。
（正解はＰ６）

生年月日

2皿O年（平成で年）２月８口

名前の由来

霊山（よしやす）という名字は、
呼んこちらうとさに難し＜、廿
めて名前だけでも読みやすいも
のと考え、海佐（かい廿い）と

1!｡!1!; 1:"'1111
ys／

⁝⁝二
﹂

〜 ぐＪ卜Ｊ

ニＪＩ醤Ｉ

／ｔ

しよし拉。
「海」は、全ての命の源は海よ
リ生ま机ていること、又、［正
信偏］ににに「本願海」「大智海」
…と「海」という字がいくつか
使われていることから。

Ｎへ谷、､、

ｙ︲ｚ ︲／ ４
＝￣￣４︲

万ミーミｙｙ

︲︲

心りQpyQ､、゛、、

叫
礪吻
霊山

海成くん

「成」は住職（儒成）からいた
だきました。
親の願い

常に弱者の立場にたって考え、
感謝の気持ちを言葉に衷甘る人。
後は健康が一番！
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◆フ月26日 日校連協一日研修会
いちい荘へ訪問レ歌を披露したり
お年寄とのふれあいをしました。

◆９月５日 離郷門信徒報恩講
札幌別院において、空南会・さつき会
主催で勤められました。杉田氏の布教
参詣は70名

◆11月22日 仏青部レクレーション例会
35名の仏青が岩見沢トーホーボールで
楽しい一時を過ごしました。
※Ｐ５正解
股旅姿‥･唯専寺住職現組長
女装姿･‥鶴林寺若院

空仙南縦組報
﹁くうなん﹂二十七号
二〇〇〇年五月一日発行
○編集 空知南縦基根晏 広報部
○発行 空知南組組長事務所

◆11月20日 第３回僧侶研修会
村上智真氏を招き、声明と作法の研修
が行われました。
於 唯専寺 参加者18名

▽
▽
お寺き男うでさ行新犬く
め内瀧のですんし部変う
で ｀し子牛 ゜のま長遅な
と門が出 ゜な赤牛にくん
う信号産 んちがなな27
ご徒げの
とや ｀っり号
ざのら報 百ん追てまを
いお牡に 年誕倖二しお
ま慶む ｀ ぶ生文回た届
牛び矢本 りぽかっ事け
゜いｽﾞﾙ向 の明続くお致
か上寺 男るくう牡し
ばっ境 兄い中なびま
かた内 誕ニでん致す:
りドこ 生ュ本ニし
か回は
ヽ牛吹

だ｜向をま
そス寺発す:

編
集
後
記

