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最近の匪情をみると︑騒然と

した感じがします︒毎日といっ

ていいほど︑凄惨な事件が報道

され︑人の心の困惑や若者の混

迷の深さが伺えます︒私ども御

阿川は︑内部のコミュニケーシ

ョンは整っているけれども︑こ

うした匪情︑匪間一般に持てる

み教えの力を発揮しているかど

うか︒そんな問いかけに︑空知

内組としての︑現状や対応方向

をテーマに︑くうなん２８号の

特訓企画としで︑座談合をもっ

て話し介ってもらいました︒

出席者

唯原作御住職︵雨組組長︶

吉野了乗氏

天野廣海氏

誓報乍御汁職︵南組副組長︶

本見守切守

高橋芳子氏

正教寺御住職

藤堂憲子氏

永岡龍乗氏

オブザバー出席︵広報郎︶

丙本今切守

広大作︵司会︶ 中井正博氏

外の一般に向け︑南組における

仙南組では本牛皮申に門信徒以

ったかと思うのです︒・方︑空

の懸念も含めた土旨の質問があ

積極的な姿勢がないのでは︑と

そのような要望というか︑逆に

知的に対処していただきたい︑

ったものに肯定教団として︑積

ですね︑今⁚⁚⁚の人心の乱れとい

か︑それら極端に走る傾向とか

況について︑犯罪の低年齢化と

徒代表の方から︑今日の社会状

司会 基根委の総会で︑ご門

題とか︑関わって家庭の問題と

ですから︑本日は︑存少年の問

れまでも取り組まれてきたこと

仏法活動においても︑当然︑こ

を期待し五にいし︑圭だ︑樫段の

ームページにもその上うなこと

なものに㈲くものです上れ︒ホ

えは人の心を美しくし︑穏やか

れということでは︑真次のみ教

も︑いずれにしても︑人心の乱

なかったのは︑残念ですけれど

ご門徒の方に上手に仏わってい

歌的だと思います︒その辺が︑

な対応でありますし︑相当に恋

でみても各紙の先鞭を切る上う

応としては︑また︑牝海道全体

かもしれませんが︑宗教界の対

うな気がするんです︒

ンバランスが生じてきているよ

ということのなかで︑色々なア

そこで︑機械と人間との関わり

ュータとか︑機械化が進んで︑

ですが︑デジタルとか︑コンピ

などの年代には苫于な分野なん

ている︒それと︑もう一つは私

中の進み具合が非常に速くなっ

学の急激な進歩ですよね︒匪の

思います︒それは︑一つには科

このなかで︑この間のバスジャ

んかも色々持ってきたんです︒

ために︑新聞記乍の切り披きな

ところなんてすが︑Λ 目はその

で︑子供たちの犯罪も憂慮する

吉野 人心の乱れということ

なっているような︒

仮想と現実の境界線もおかしく

クの事件もありましたね︒何か゛

払出来ると︑そんなハイジャッ

ゲームと同じように飛行機も運

親子のいきちがいが背景に

寺院活勣の紹介をけじめ︒︑半面

か︑私どもに身近で︑今日的な

械ということだと思うんですが︑

報道による情報だと︑あの子は

ックの事件かおりましたよね︒

で質問や相談も受けるホームペ

課題について︑現状なり︑取り・

司会 おっしやっている機

ージをインターネットトに開設

吉野 斤目の世相というか︑

組みの方向なりを︑忌憚なくお

今日的な課題に対処しようとい

匪の申の乱れは︑人人も子供も

する作業を征拒否の特モメンバ

う新しい意欲も伺えます︒イン

なくて︑何か︑非常に落ち着か

話いただければと思います︒

ターネットというと︑匹問全般

ない時代を過ごしている上うに

ーが中心になフて即納するなど︑

からみると︑むしろ題れている
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身はそんな病院に行くようなこ

と伝えられていますね︒子供自

れて︑大変なショックだった︑

おまけに精神科の病院に入れら

結局︑精神的に圧がかかって︑

ういうことが︑積み重なって︑

聞いてもらえないというか︑そ

れども︑どう言えばいいのかな︑

でも︑子供が悩んでいるんだけ

とも働きに出ている︒家庭の中

で︑親御さんはというと︑両親

随分混乱していたようですよれ︒

りに解決できなくて︑精神的に

そんなようなことから︑自分な

小さないじめが積み重なって︑

真面目な方だったんだけれども︑

とになるじやないのかな︒そう

いらいらしてきて︑こういうこ

欠けているんだと思う︒それで

か︑その辺のことが今︑本当に

う︒人間の触れ合いと言います

ね︒不幸というか︑不運だと思

行︑犯罪につながると思うんだ

はいない︒こういうことが︑非

けて︑子供が帰ってきても︑親

に行く︑親は朝から仕事に出か

ラバラになっている︒子供は塾

こともなくなって︑結果的にバ

ご飯を食べたりとか︑そういう

ものが︑本当は親子いっしょに

ところに︑世の中︑家庭という

と思います︑背景が︒そういう

生にまで押し付けている︒だっ

もっと弱いところに︑何か︑先

ろに責任を押し付けて︑そして

か︑責任の取りようのないとこ

社会が悪いとか︑学校が悪いと

だから︑何か学校で起きると︑

ち合わせていると思うんです︒

ものに押し付けがちな性癖を持

他のものに押し付けたり︑弱い

かですね︑ともすると︑責任を

というか︑日本人の体質という

思うからです︒そして︑日本人

のに︑教えられるはずがないと

すね︑教える先生に宗教がない

で宗教を教える︑というのはで

うではないと思うんです︒学校

が喧しくなるんですが︑私はそ

いる時代でないのかな︑と思い

いうものが︑まさに見えてきて

らいいか︑悩んでいる親の姿と

で︑どう子供達を育てていった

中に︑宗教もない︒そんななか

育が今︑なされていない︒その

育だと思うのです︒その家庭教

やってましたが︑基本は家庭教

やはり基本は組長さんもおっし

んですが︑ですけれども︑私は︑

学校教育だと︑色々論議はある

と思うんです︒社会教育だ︑否︑

状というのはそういうところだ

たら︑どうしたらいいんだ︑現

な意識があまりない︒こうなっ

自分が責任を負おうというよう

さんも︑今言ったような形で︑

この庶はまさに未だ︑と言う

ますね︒

んだ︒今︑何かしら自分に責任

も末法の時代なわけです︒五濁

けれども︑仏教で言えば︑今日
ると思うんです︒私も︑今の立

を問うていく世界が失われてい

たらそう言う︑あなたはどうな

感じますですね︒

自分に責任を間う世界が欠落

員も勤められていますね︒

司会 天野先生は町の教育委

とはないと思っていた︒そうい
うところが︑見抜けなかったこ
とで︑結果的にああいう事件を
起こすまでに至ったということ
で︑親は後悔もし︒大変な責任

いう時代のなかにいるわれわれ

なんて言いますけれども︑そう
管理者の方途と触れ合うなかで︑

が︑お釈迦様が示して下さった︑

場のなかで︑先生方とか︑また︑

先生方も自信を失っているよう

仏法というものを今なればこそ︑

を感じているということも報道

なると︑学校で宗教を教えない

な気がするんです︒また︑親御

天野 よく︑こういう時代に

な状況は︑それ以前の青少年の

からだとか︑道徳の問題の論議

されているわけです︒このよう

事件にも︑みんな共通している

すが︑その先なんだと思います︒

藤堂 そこまではよく解りま

られます︒

とによって︑つくづく感じさせ

そのことを色んな人に出会うこ

まさに来ているんでないかな︒

いかなければならない時代に︑

きちっと︑受け止め︑味わって

ているだろうと︑私は感じてい

いかなければならない時期にき

そのアプローチを積極的にして

にある人達に法を伝えていく︑

ことを考えた時︑やはり目の前

れが今の現状にきているという

が伝わっていないところに︑そ

として留まっていて︑おみのり

を見せているかということです

生き様をしているかということ

が︑おみのりを通してどういう

とは︑そう言っているわれわれ

ら︑良く解りますが︑大事なこ

指摘のあったような時代ですか

ですよね︒いいことですし︑ご

ていこうと躍起になっているん

ですね︑また︑私の思いという

昔というような言い方をすれば

す︒私達の頃と比べれば︑今と

いる子供がなかにはいるわけで

現に悩んだり︑問題を起こして

って︑その子供達が今︑育って︑

その時代の子供達が今︑親にな

まさに高度成長期︒ですから︑

昔の親は厳しかったと思います︒

ことで発言させていただければ︑

く考えてみなければならないと

よね︒そのことをまずはよくよ

藤堂 それが信心の社会性に

譲れないところは譲らなかった︒

です︒その意欲に期待もしてい

積極的な姿勢もあるということ

信手段を導入してみようという

が︑伝道において︑今日的な通

す︒冒頭にもお話かおりました

の怠慢ということも感じていま

教入信ということだと思うので

ね︒伝わるということは︑自信

うは伝わるということなんです

いないということです︒法とい

えるということをおっしやって

ぎですが︑親鸞聖人は決して伝

天野 これは伝道院のお取次

まれ︒在家の出身です︒父はサ

三十八歳です︒昭和三十七年生

通りだと思います︒私は現在︑

高橋 みなさんのおっしやる

半面では︑経済的な問題もあっ

言ったのは︑子育ての信念と︑

とか母は︑ダメなものはダメと

分の甘さ︒それは︑あの時の父

らも︑やっぱり許してしまう自

芯があったと思うのです︒とこ

思うのです︒

ます︒

ならないのか︑役割︑使命とい

もつながるということでしょう

そこで僧侶は何をなさなければ

うこともあると思いますが︒

司会 子育てもなされている

るわけですが︑これまでも例え

す︒自分がどうおみのりを受け

ラリーマン︑母は家にいて︑た

たと思うのです︒してあげたく

か︒

ば月忌参りだとか︑法事︑お葬

止め︑それを通して自分がどう

まに実家の農業の手伝いなども

ても︑出来なかった︒そういう

天野 これまでは何か︑僧侶

式といった直接︑ご門徒の方達

生きているかが︑そのまま伝わ

しております︒どうしてこんな

実情も否定できない側面として

ろが︑私が親になった時に︑つ

や一般の方々に触れ合う機会が

っていくということだと思うの

ことを申したかと言いますと︑

あったと思います︒例えピアノ

観点から︑どうでしょう︒

あったわけです︒それは現在も

です︒それが今︑われわれは︑

私が生まれ︑育った時は︑世は

のためにはならないと思いなが

いわけですよね︒これはこの子

いつい︑最後までダメを通せな

そうですが︑そういう揚があり

何らかの形で伝えていこう伝え

親の甘さも原因の一つ

ながら︑おみのりがただ︑儀式
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せて︑その中で一個は当るかも

でも英語でも︑取り敢えず習わ

が︑今は︑何か水泳でもピアノ

ダメなものはダメだった世の中

るのかないとかは︑さておいて︑

う親の思い︒この子に才能があ

たらなんとか出来るかな︑とい

ダメなんだけれども︑もしかし

った︒でも今は︑ダメなものは

なかった︑ダメなものはダメだ

が習いたくても︑ない袖は振れ

理想と現実の狭間にいると思う︒

もあるんです︒現状ははそんな

れなくなるのかな︑という思い

になったら︑そうも言っていら

きっと︑子供が大学にいくよう

に勤めていこうと思いながらも︑

だ︑お返しをしよう︑教化活動

そんなに贅沢しなくてもいいん

とか︑いろんなことがあって︑

れどもさっき言った僧侶の怠慢

ということは︑そんなにないけ

い︑われわれは経済的に苦しい

子供も不安になる︒﹁かわいそう

なる︒不安な気持ちで育てると︑

た家庭に育つと︑子供は乱暴に

けなすようになる︒とげとげし

けなされて育つと︑子供は人を

こんなことが書いてあるんです︒

の鏡﹂という詩なんですけど︑

葉﹂というご本にある︑﹁子は親

なった︑﹁子供が育つ魔法の言

ノルトさんという人がお書きに

せんが︑これはドロシー・ロー・

ちょっと話は飛ぶかもしれま

誉めてあげれば︒子供は明るい

すれば︑キレる子にはならない︑

を持つようになる︒広い心で接

励ましてあげれば︑子供は自信

い子なんだ﹂と思ってしまう︒

かりいると︑子供は﹁自分は悪

羨むようになる︒叱りつけてば

んでばかりいると︑子供も人を

あんな子になる︒親が他人を羨

供を馬鹿にすると︑引っ込みじ

供はみじめな気持ちになる︒子

な子だ﹂と言って育てると︑子

認めてあげれば︑子供は自分が

供は︑人を愛することを学ぶ︒

子に育つ︒愛してあげれば︑子

しれない︒そう思って親は無理
してでも︑習わせて︑また︑ゲ

与えてあげたいと思うわけです︒

好きになる︒見つめてあげれば︑

ームでも︑友達が持っていれば︑

周りを気にして︑自分の信念を

子供は頑張り屋になる︒分かち

育つ︒守ってあげれば︒子供は

育てれば︑子供はやさしい子に

つ︒やさしく思いやりを持って

ば︑子供は正義感のある子に育

切さを知る︒子供に公平であれ

ば︑子供は正直であることの大

いやりを学ぶ︒親が正直であれ

合うことを教えれば︑子供は思

置いておいてまで︑また︑自分
の生活を切り詰めてまでも︑よ
く言えば教育熱心かもしれませ
んが︑何かそういう甘さがある
なあ︑と思うんですね︒でも︑
時代のせいにしていると言うけ
れども︑そこで我を通して︑ダ
メと言うのは︑ものすごくエネ
ルギーがいると思うんです︒幸

‑

とが解った︒子供を見れば親が

子が親の鏡だったんだというこ

とは思っていたんですが︑否︑

ていたんですけど︑親は子の鏡

色々偉そうな︸﹄ともけったりし

の生き様が問われでいるとか︑

んですけど︑それまで︑私は親

もう何年も前に占かれた待な

ないかもしれません︒これらの

につながるとＩづ⁚っても過一づ⁚では

すことすべてが︑信心の社会性

れも非常に幅広い︒私どもの成

性というお話も出生したが︑こ

あったと思います︒信心の社会

と伝えるというところに力点は

あって︑安心的なことをきちっ

吉野 お説教︑伝道にも形が

あるよ︑ということに飛び付く

計ったら直るよとか︑ご利益が

教が流行っているというのは︑

え方を変えた︒だから︑新興宗

の進歩というものが︑人間の考

そういうものの考え方で︑時代

な気がしますね︒すぐ手に入る︑

知らないでそのまま︒何かそん

ものの良さとか︑味わうことを

空腹を一時的に満たすことだけ︒

でしたね︒味よりも︑その時の

初の頃はインスクントラーメン

思うんです︒すぐ間に合う︒最

ているような気がするんです︒

面で︑そんな風なリズムになっ

款もそうですし︑あらゆる生活

ね︒即︑答えが欲しい︑新興定

の頭のなかに中々入りませんよ

のの考え方が︑今の時代︑人々

いうものですよね︒そういうも

古しながら︑頭を下げての︑と

としての恥ずかしい生き様を反

と出会って︑そして自分の人問

て︑人間の生き様のなかで︑仏

宗の場合︑そんなことではなく

んだと思います︒ところが︑真

するんですが︒どうでしょう︒

解って来る︒だから私達はむし

ことち含め ︑私どもも今︑時代

強い子に育つ︒和気あいあいと

ろ翁供に問われている︒そう田心

感覚が汁と違うとリ？でこを認

うになる︒

の匪はいいとｙ﹂ろだと思えるよ

した家庭で育てば︑子供は︑こ

えるようになってきているんで

識しなければならないと田心って
います︒

時代の変化を私どもも認識

すけれどもね︒
司会 今のこの匪がいいとｙ﹄

までは︑どちらかというと︑と

解答かおると思うんで十︒これ

竹県人のみ教えのか・かに︑その

のかかには︑特に序に賜宗に親

とｙころなんてすが︑仏のみ教え

けど︑あれが出東たことで︑人

出てきて︑大袈裟かもしれない

食品などもインスタントものが

ぐ答えが出ないと満足しない︒

スピードの匪の申ですよね︒す

ように捉えています︒とにかく

また︑私はこの時代を︑この

いうか︑全体的にはお浄土のお

間のものの考え方が変わったと

ろだと思えるようになるという

取次ぎに傾いていたような気孔

皿
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れわれも増して伝道のなかでは

思うんですよ︒だからこそ︑わ

な事に気付き始めているんだと

すが︑むしろこの悩みで︑色ん

現状は色々な混乱が起きていま

うな世界が大事だと思うんです︒

うかな︑本当の味を受け取るよ

人はもう少し︑本物の良さとい

は︑ほんのちょっとしたことな

重要だと考えていますよ︒本当

門徒に触れていく必要が増して

通じて︑このような信念で︑ご

うし︑それからあらゆる機会を

そのためには時間も必要でしょ

だな︑と思うんですね︒ただ︑

いく生き方が︑これからは大事

育が人事だということでお話し

いうことについて︑家庭での教

が︑もう少し︑具体的に家庭と

しているような気がするんです

いでしょうが︑崩壊の危機に瀕

うのは︑全部が全部そうではな

されましたが︑現状の家庭とい

家庭が大事ということを︑強調

にわれわれ坊さんは︑触れ︑接

と思うわけです︒そういう親達

く世界︑これが基本でないかな

がまずもって仏法に出会ってい

教育とでも言うのですかね︒己

言い古されてますけど︑後姿の

ってますよ︒そういう︑昔から

も︑恥ずかしながらも後ろに座

た子供達は︑例え一人であって

余り︑接する機会がないだけに︑

ていただければ︑と思うのです

天野 仏教に薫習という言葉

おじいちゃん︑おばあちゃんが

のかもしれませんけどね︒心細

がありますが︑連続性をおびて

いれば︑お寺さんはじいちゃん︑

真宗の真実︑味わいのある︑人

いれば︑必ず伝わっていくとい

ばあちゃんに接待してもらえば

しているかということなんです︒

う意味では︑やはり︑躾だとか︑

いいんだ︑ということで︑若い

が︒

仏法を伝えていくということは︑

親御さんには中々接する機会が

やかにしていくこと︑これがこ

遠回りであるようだけれども︑

ないだけに︑そういう人達のご

間味のあるものを伝えていかな

高橋 やはり自分といっしょ

基本だと思います︒そのために

教化を考えていかなければなら

れからの伝道の重要な課題だと

組まなければなりませんよ︒だ

なんだ︑同じというところで︑

はまず︑己が仏法の場に出会う

ない︒本山においても︑仏教婦

ければならないと思っています︒

から︑お説教のなかでも極楽世

公平︑平等ということですよね︑

ことが大事なんです︒月忌参り

人会があります︒若婦人を作ろ

思っています︒

界を言わない︒極楽は仏様にま

そこで心を開いて下さるから︑

をしていて気付くことは︑親が

うということを盛んにしている

もう一つは︑罪悪感というもの

かせる世界だから︑言わない︒

細やかなことって大事なことだ

仏壇に参らなかったら︑例え子
藤堂 最近の若い僧侶の方途

参りませんよ︒ところがおじい

供が一人で留守番していても︑

んです︒若婦人が出て来ると︑

んですけど︑これが中々難しい

いる︒これは︑深く真剣に取り

値観というものが平板になって

がなくなりましたよね︒何か価

逆に地獄を説かなければならな

と思います︒

ういう時代だと思っています︒

は︑そういう姿勢になってきて

公平︑平等︑細やかさを

い︒と私は思っていますよ︒そ

そうして互いに人間の生き様を

お年寄りが会から出ちゃうんで

す︒

ちゃん︑おばあちゃんが揃って
お参りをしている姿を見て育っ

いますよね︒
永岡 先はどからみなさん︑

問うて︑そして︑心を許しあっ
たりですね︑話し合ったりして

■■
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吉野 ぞうなんだ上な︑どう
いうOjJなのかな︒
天野 で︑精到組成に迪続性
が出万二ないん万すよわ︒で︑
︒牛懸八凹︑片婦人︑苔婦人と︒⁚
二大いる︑おじいらやん︑おば
あ仏・やんが上半もって︑そうい
うものを︑引古人八万いく度肝
があればいいだけれども︑どう
も︑ぞのににいに︑嫁と姑だから
ら︑ぞの辺の絡みが巧く機能し
ていかないのかな︑という気仙
しているんですけど︒
藤堂 嫁と帖の関係二宍永
址のテーマノ不ごわ八圭すけど︑
何とか︑ぞういうよ伺か使わな
く万済杓上うハ寸こ土にけならな
い力でしようか︒

何ゆえの苦悩なのかを

天野 ぞかから先ほど︑高僑
さんからち出た二とですが︑人
ケ士三ザ几づ
ノ

｀

ある︑とおっしやいましたよわ︒
ヽこの匪はいいとこ・ろだと田心える
ような︑私はぞうではないと思
うのです︒お釈迦さ圭が︑人生
は⁝ぃ⁚であるというお覚りを問か
れたとニろから︑仏教加山発し
たといこ？ごこであれば︑万︑わ
れわれ加白骨であることを追い
求めでいる加故の悩みが邑々と
山て来る︒それは不足だとか︑
満足しでいないという匪の中ぶヅ

邑んなことに駆りぐてていく肢
になるんだと思う︒・この問︑ど
かたかが指摘していた︑二とてす
が︑介︑日本で二万人の白役者
が白るんだぞうです︒戦後の混
几川でさえ臼殺者けわずか犬にっ
かぞうで干︒介︑ベトナムであ
且犬にけ枯姑剤で下運行肉体を持
ってし土ったとか︑カンボブフ
で池水で足をなくし八にとか︑そ
ういう人達加入勢白石のに︑山
役する人けほとんど白行白︒何
故︑あれごけ卦白行目にヘバっ丁こ
経済的に仁・︑人出的にＬ汀巴ん行
Ｗ⁚悩を受けたり︑抱えている ド
巨辻に臼殺加な白のん︒ところ
が︑二︲︲かだけ俗に陥であるはずの
日本で︑ハ匹達ハ大人九今⁚め︑
どうしてこ︒んなに山役汗が白る
巾か︒坊本的に白甘であること
加当たり前であるという行え加
底辺にあって︑ぞれ加崩れてし
圭うと︑もうダメなんだという
意識に行ってし圭うのでな白の
ｉ よ︒ＬＩｒリ︑・／しっしＩＬ人ミ
ＮＸ￣ Ｇｇ ４%¥４ＪＳｔ月Ｉご

いうのは︑︸﹂んなだ︑こんなに

⁝し⁚に満らているんだということ

を解かな過ぎなかった︑と思う

んです︒介︑地獄だ︑とおっし

やったけれども︑庁は地獄絵が

ど二のおヤにもあヅ犬︑それを

見て︑悪いゝことをしたら︑問麿

ばに占を抗かれるぞ︑いやおっ

かないものだな︑と感じ圭した

工れ︒ぞれけ教九ではないかち

加且かいけ且どち︑士つの抽出

レ﹂いうん︑人生の汀勣か出土る

威めで仁あっ大こと思うで土わ︒

だから︑四郎倒という︒八反があ

ｖ
てｙ Ｍ４Ｊ４
９２
４７
４Ｌ
︒%
ｓＰ
２．
ｊＪＩ
ａ&¥
Ｖｊ
１ｏ
４ｊ︲Ｄ︲恚１

ある二どが当八にり前︑臼分か混

力Ｃ ｙ
ｙＪ
へＱＮ
ー︑︲
ヽ︲
︑〜
Ｆ４
Ｊ２．
ｊＺ
Ｅ ｎ
Ｑ２ｊ．ｙ５！

当大にぃリ前と田心っ万いる二とぱ︑

出征の目からみると︑介く述作

しかノ犬いるん万土Ｌ︑ぞうい

うこごこか︑わ且われば劃づ・と廠

しく仏九万いく必要が︑こうい

う匪の申であればこそ︑あると

思うんですね︒私達の親父もそ

うだったで土工︒前段におっし

‑
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った人ではないですから︑キリ

た人は︑真宗の教えを受けて育

高橋 この詩をお書きになっ

するんですけど︒

るんじやないかな︑という気が

と︑今のような現状を作ってい

になっていることが︑ともする

から︑というところで︑横並び

り前だから︑みんながしている

今の時代は幸せであるのが当た

あったと思うのです︒ところが︑

が教えてくれた時代というのは

なのかどうか︑善悪の判断を親

ることが子供にとっていいこと

ありましたよ︒何でも買い与え

てくれなかった時代というのが

しかったですよ︒でも絶対買っ

た時があったんですが︑私も欲

りが曲がったドロップが流行っ

イクリング自転車というか︑握

やいましたよね︒子供の頃にサ

うけれども︒でも︑機法一体な

ないと言えば︑そうなんでしょ

当にそうなんだから︑しようが

いう印象は持ってましたね︒本

達にとっては︑正直またか︑と

い︑有難いというけれども︑私

ちゃん︑おばあちゃんは︑有難

多かったと思うんです︒おじい

法話は︑結局︑そのような話が

私達が子供の頃にお聞きしたご

当かもしれないんだけれども︑

されていましたから︑それは本

ならないと︑そこばかりが強調

に満ちて︑思うようにならない︑

くない︑良くないとか︑苦しみ

にあるかもしれないけれど︑良

かもしれない︑そのことが底辺

にこの世はいいところではない

たような気がするのです︒確か

点があるお浄土のお取次ぎだっ

れたい︑解き放たい︑そこに力

教えは︑この世の苦しみから逃

私達が幼少の頃にお聞きしたみ

その通りだと思います︒ただ︑

で︑確かにおっしゃることは︑

教が求められているのだと思い

ってみれば︑半面では木物の仏

崩れ込むのだと思うんです︒言

のありそうな新興新宗教にも雪

んでいますから︑現実にご利益

坂道を登ってきた時代を懐かし

というか︑まだ︑世間は戦後の

る︒だから︑わけのわからない

心の拠り所をみんなが求めてい

て︑お話の中にもありましたが︑

いうのは︑精神の荒廃が始まっ

おこがましいんですが︑現状と

ただけるといった程度の意味で︑

ことを言っても多少はお許しい

僧侶で︑いまのうちなら勝手な

間側に生活がありました︒俄か

つで言うと︑門信徒外の一般世

ご縁のない︑木目のテーマの一

家といより︑ほとんど宗教には

司会 私もつい先日までは在

います︒

には︑受け入れられにくいと思

を強調しすぎる話は︑今の私達

ただきたいと思うんです︒﹁機﹂

のだから︑﹁法﹂をお話ししてい

アノを買ってあげたら︑結構︑

先はどの話のように︑子供にピ

生活は豊かになって︑けれども︑

ているのだと思うのです︒戦後︑

ますよね︒だから︑親が混乱し

回復といって︑幻を追いかけて

経済界はまだ︑景気回復︑景気

しいと思うのです︒けれども︑

ラリーマンをしましたが︑おか

時代の方が︑私も二十年以上サ

が︑富を生み出す︑そのような

ームのように︑実態のないもの

くでしょうし︑第一︑マネーゲ

す︒経済もまだまだ混乱してい

混乱は深まっていくと思うので

も入り口ですよね︒まだまだ︑

変わり目だと思うのです︒それ

んからもご指摘があり・ましたが︑

社会というのは︑前段に組長さ

が姑まっていますですね︒今の

精神の高みから︑再発掘の理解

真宗に強い関心を示されるなど︑

五木寛之先生など︑親鸞聖人や

界から︑吉本隆明先生だとか︑

ます︒また︑思想界や文学の世

機だけでなく法も伝えたい

スト教的な考え方をしているの

一一
一一

一

ラ︑リストラで︑親の心も荒廃

文明が下り坂を迎えて︑リスト

大抵の家族は︑上り詰めた物質

つ時代だと思うのです︒そして︑

局部的にそうでない家庭が目立

た︒けれども︑大抵はそうだが︑

でも大抵のところはそこまでき

厳しいところだと思うのです︒

一般には︑伝わっていないとい

どものみ教えに解答かおるのに︑ たい︑そう言うんだけれども︑

本当の豊かさとは何なのか︑私

は本当の豊かさが得られるか︑

ましいですが︑どうすれば人間

崩壊していきますよね︒おこが

来が断絶すると︑人間の意識は

う話もありましたが︑やはり未

がなくなってしまう︒自殺とい

本来の宗教というのは︑聞きた

ぐるような思いをさせてもらい

んな聞きたくないのです︒くす

ないよ︑本当はこんなことはみ

世の中は自分の思い通りになら

よ︒だから︑人生は苦だとか︑

かせていくことだと思うんです

来の教えは聞きたくない事を聞

が︑学校で講師を︑といったよ

勤められているということです

ば︑いいと思う︒

うになりたいという人に出会れ

そう︑それぞれが︑あの人のよ

高橋 一人でも多く︑そう︑

なりたいなという人はいますよ︒

入れないで自然体で︑私はああ

りの中産階級になってしまって︑

の材料に乏しい︒みんなぎりぎ

な︑といった︒しかし︑今はそ

オレはいやだ︑やっぱりそうか

です︒親父がこうしろと言った︑

れをなんとかしてあげましょう︒ ない︑そういう世の中でもある

あなたが苦しんでいるから︑そ

ものが出て来るんだと思います︒

か︑法の華みたいな︑ああいう

意味でね︑幸せになりますよと

蔓延しているものね︒そういう

天野 世の中にはいい言葉が

い︑なんか︑そう人がとても少

高橋 この人のようになりだ

教のあり方だと思うのです︒

変わって来る︒それが本来の宗

うするのか︑姿勢も意気込みも

れば︑では︑生きている間にど

でも︑無常であることに目覚め

すよ︑聞きたくないですよね︒

だから︑あなたは必ず死ぬんで

に加担していると思われるとい

くこと自体︑何か︑特定の宗教

うですかと言っても︑お寺に行

逆にお寺で講演があるから︑ど

にもアレルギーがありますよ︒

いう現場に︑あるいは先生自体

時は呼ばれるけれども︑学校と

すね︒老人大学とか︑そういう

いうことに︑アレルギーありま

のか︑学校として僧侶を呼ぶと

天野 それがね︑田舎の為な

うなことはありますか︒

藤堂 天野先生は教育委員も

し姑めた︒社会や親が迷い︑苦
う気がするんです︒

そこからはじき出される子供も

と思うのです︒ずっと昔︑妙好

う意識があるから︑それで来ま

くないこと︑この世は無常なん

しんでいるのに︑子供が苦しく

いる︒いじめですよね︒親鸞聖

そんなのが︑成り立ってしまう

人と言われたような︑本当にお

ない方がおかしいですよ︒今昔

人がおっしやったような︑他人

んですよね︒なんてもが︑よく

せんものね︒

は︑昔は目標があったと思うん

聞きたくないことも伝えたい

にほどこしができるような︑傍

なりますよ︑よくなりますよと︑ 念仏に生きている︑そんな人に

物語でいうと︑反抗期の子供に

人すら︑今の世の中にいません

人の心をくすぐるようなことが

藤堂 個人的には︑肩に力を

出会わないんだもの︒
ものね︒そして︑愛情を受けら

氾濫しているけど︑やはり︑本

お寺はみんなが集まるところ
れないとなれば︑子供にも希望

‑
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核は︑みなさん︑そんな強いア

ともあるんですが︑私どもの地

の資格でなくて︑行事をするこ

るところ︑と２ｏｏとて︑お寺

うね︒そういう努力をしていく

才⁚というか︑配慮が昌巡・だと思

たような︑何かさらっとした一

もしてくれましたしね︑といっ

ご⁚っで︑斤目は仏様との出会い

れると︑よく来てくれたね︑と

でいる人のためにあるかどうか

所とすべきものが︑そこに伴ん

のだそうです︒結局は心の懸り

予言に人県堂があるかないかな

し︑イギリスの予の地方では︑

肌七とヅっニ言とですよれ︒しか

ましたが︑低率は人目が汗︒力人

広島と石狩が町から巾に牡格し

でした︒目日本だと︑この間︑北

何か基準になるか︑という０４Ｊ

方では︑町が巾に目片格する時に

ったんです︒イギリスのある地

方でしたが︑ こういうことか誼

委託も受けているという役割の

れ︑知肛からカウンセリングの

た方ですが︑道教委の委員をさ

寺汗屋の時に︑店卸にお呼びし

てきています︒私︑第一回⁚目の

予︸﹂を通して︑予の環は広がっ

いうところから始まりました︒

ってし土ったんですが︑家庭と

永岡 話が教化所動の万にな

ばならないことでしょうね︒

というｙ乙とも考えていかなけれ

おヤの機能︑川途を広げていく

アッピールするという息吹では︑

伝える︑さっきの外部に対して

ってもらえるとも思うのですね︒

示教的な意識︑容同気を感じ収

が︑圭だ︑そ︸乙に入る ﹄とて︑

いたい︒門戸を開いていくこと

いますね︒どんどん使ってもら

は︑土さしくもったいないと思

ためにしか所川しないというの

ただ︑葬儀だとか︑法事だけの

を︑会館を各寺持っていながら︑

と思うんです︒あの大きな木次

いるかどうかということなんだ

拠り所としてのものに成り得て

の文化の発信地としての︑心の

Ｆｔ

レルギーはなくて︑集よってく

二とも犬肛な上とだな︒

うのが今生でただ単に芽吹中心

す︒そういう意味で︑おヤとい

が基準になっているとご⁚うので

姿といっても︑後にもう座って

にいき圭すと︑伝えるとか︑後

圭したが︑今︑久⁚家庭にお参り

いうことで︑値習とのお話も出

芦堂 お示はみんなが集ま

天野 これはお寺で土催して

の︑というような意識になって

いる人がいなんですよね︒子供

私辻けぞういう行動をしていか

吉野 だから︑そうやって演

いるものでも何でもないです︒

いる︒そういうものが︑一つ寺

い圭すね︒

奏会を開いて︑お寺の門徒でも

檀家の方がお寺を貨してくれと

なければならない︑と思います︒

ない人が︑コンサートに来てく

永岡 良沼でぱか子屋をして

れたりするんですよ︒ダメでも
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ケの選手とか︑ゲームのソフト

生の答見目︑芸能人とか︑バス

いかを聞かれたんですね︒同級

か大きくなったら︑削になりた

問近の時に︑学校で将来の夢と

犬

えても難しさがあると思うんで

そんな申で家庭教育や教化を行

一人亡くな・れば︑切れてしまう︒

にいないなという感じですよ︒

04Jで︑伝えるべき相千加本当

り︑札幌へ行っていたりという

崩壊しているなと思うんです︒

域では水底というものが本当に

というところが多くて︑ヽ乙の地

じいちゃん︑おばあちゃんだけ

もうおばあちゃん︒人とか︑お

んでいる人加いればいいですが︑

でもお孫さんでもいっしょに往

触れ︑文字通り立地条件を生か

も接して︑それで親御さんにも

由仁なのです︒もっと予防達に

の立地場所は︑セントラルオブ

ゝ乙ろですから︑脂い私達のおか

農協が安定企業で︑そういうと

だ︑小さい町ですから︑役場と

ういう家庭もまだあります︒圭

いる家庭は少ないんですが︑そ

し〜四代︑いっしよに暮らして

ち川合ですから︑お友達も缶フド

いことですよね︒私達のＪＯろ

あげられるというのは素晴らし

の申にも︑そういう姿をみ廿で

活に追われてばいますけど︑ぞ

思ったんです︒確かに私達︑生

仕淑をしてらっしやるんだなと

て︑やりがい︑生きがいのある

父さん︑おけさんが頑張ってい

とか︑大変と言いながらも︑お

しかったんです︒農業は廠しい

う子供もいまして︑なんかうれ

後を継いで農家をやりたいとい

と思う︒それが今︑色んな社会

育てていく︸乙とがとても人事だ

間味︑温かさを持って接して︑

り愛情を持って接していく︒人

けられ圭すよ︒子供にはやっぱ

と︑そういうような背景も見受

保護司のような仕聯をしている

いく要囚になる︒だから︑私も

ばやっぱり心加ねじ曲げられて

という時に親加いないと︑︑これ

ぞの話かけたいとか︑臣⁚えたい

かけてたいとか︑にえたいとか︑

っぱりハ供は淋しいんだ︒話し

くなってしまうんですけど︑や

しくて︑ほおっておく ことが多

︒ド倍加ご︒人いますけど︑親が忙

思います︒それから︑うちにも

に良し悪しを教えていかないと

とだと思うんですね︒小さい問

いい圭すれ︒やっぱり人右なゝ﹂

吉野 三つ八の魂百圭でもと

っかり︑大事に育てるというこ

うんだ︒そして小さい時に︑し

聞いであげるとか︑人市だと思

に思うんだね︒声かけるとか︑

て人鼎なものが欠けでいるよう

っている︒その辺に人間にとっ

でいる︒交わされない時代にな

足︑思いやりがヽニの頃なくなっ

っても人事なんだよ︒そんな片

しての触れ合いというのは︑と

ら聞いてあげるとか︑才⁚足を通

かけてあげるとか︑何かあった

斤目けどうだったとかね︑声を

ト防が学校から帰ってきたら︑

て︑忙しいかもしれないけれど︑

るんですよ︒そういうんでなく

意外と二ういう二とが背景にあ

然家庭牛活にならないでしょう

って買ってヽにいよ︑︸これなら全

む奎だけ渡して︑コンビニに行

ンスタントで食べなさいよと︑

たいなニとで︑与えるご飯はイ

高橋 でも私達のハ供は今︑
１−
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れを不快は淋しいから鍵っ子み

いうか︑空白になっている︒ぞ

欠けている︒阻害されていると

を作る大とか︑大きい夢を語る

していけるようにしたいと思っ

右情とかがあるでしょうけど︑

人間味を持った子育て

子供もいたんですけど︑中に何

ています︒

ド倍率お孫さんば東京へ行った

人か︑農家のお介さんで︑親の

旨
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を大事にしたり・︑感紺の気持ち

とでないかな︒そうすると︑人

はそういう子供と遊ぶとおもし

黙って受け入れられます︒子供

す︒そうしたら︑どうします︑

友達だって︑連れて来るとしま

て親の子に対する紬やかな触れ

になってしまう︒そういＯＯと

ん深みに底っていくという︸こと

信川してくれたというか︑そう

受け入れることによって︑親を

結果として︑受け入れないと︑

生懸命︑当時は考え圭しだけど︑

実感する︸乙となんでしょうね︒

司会 江沢川をされていて︑

付け加えさせてトさい︒

なりに︑一生懸命やっていると︑

い圭すが︑それぞれは︑その人

とを︑マイナス面だけ仙洞して

どから介の八五目で中の私達のＯ

と思うのよ︒それから︑ささけ

協力も︑と思うお母さんも多い

さんも大変だけど︑お父さんの

よく誼われるんですけど︑おげ

ね︒お母さん︑おけさんって︑

高橋 お父さんおかけさんも

ものを誼わなくなったり︑閉じ

の︒つになっていると田心うね︒

んかこ乙とが起きてしまう︒原囚

イを背負った時に︑やっぱり畠﹂

りになれない︑そういうハ犬デ

じて︑そして自分は親の誼う通

いうと 乙ろで︑結局︑ずれが牛

八匹のニーズと合わない︒そう

作り1︲にげようとする︒と︸乙ろが︑

分の八供を自分の理想のように

そういうことを言って︑親が自

していい大学に入って欲しい︒

いい汗供になって欲しい︒勉強

吉野 親ばね︑自分の八供は

半分くらいは八隅の気持を尊重

そういう経験がありましたから

んだけれどもバトの子供の時は︑

ういうｙことでちょっと失敗した

うんです︒実はトの子供ではそ

八供にご⁚わなくても通じてし圭

やっぱりいるんですね︒それは

思うのですが︑反対の白分か︑

ればきっと巧く行くだろうなと

う気持ちはあるんです︒そうす

と同じように受け入れたいとい

子供の方も胎教とか︑生まれた

すね︒匪の申が進み圭したがら︑

んでしょうわ︒難しいと患いま

されるということになっち才ツ

冷⁚い方になったりすると︑反発

配が先行してし圭って︑偏った

ばいいんだろうけど︑結局︑心

親加卜脂く指導してあげられれ

てし圭うでしょ︒抑揚所がない︒

圭うとか︑そういうことになっ

臼分の八倍加水を出て行ってし

もいますよ︒そうすると今庄は´

うしたらそこを抜けれるか︑︒

と解決しないと思いました︒ど

も自然と育っていくと思うので

ろいですからね︒

八日いというのは本当に犬浙だと

いうことで︑親も成長したと思

吉野 背景として︑やはり実

︸こもっかやったりと︒そうでし

してあげることが出来たような

時に︑何かしっかりした顔つき

う ﹂とになると思うね︒行くと
乙ろがないわけだから︑だんだ

すがね︒

高橋 経験者みたいですね︒

思い圭すね︒

感しますですね︒親子の接点が

ょ︒そういうことから︑自分が

気がします︒親としては大変︑

になっているような気がします

みんな一生懸命だけと
藤堂 私︑経験者です︒

ないということですよ︒

話しが合うところというのは︑

難しい︑だけど︑受け入れない

藤堂 親としては︑自分の ド

すが︑追い返すような親御さん

ような水底の右側も佃ってい圭

吉野 溜より揚になっている

います︒

藤堂 例えば︑私自身が気に

結局︑非行の場だったり︑とい

子の意思︑困惑も受け入れる

入らない子供を︑自分のうちに

４

にしているんですけど︑その先

私は図書館で読み聞かせをたま

るようになってきましたけれど︒

になると︑だんだん経験でわか

もそうでした︒二番目︑三番目

回されて︑最初の子供の時は私

何から沢山読んで︑情報に振り

から︑子育ても︑育児雑誌から

高橋 情怖が氾濫しています

とが大事だと思うんだ︒

ると理解しますよ︒そういうこ

というか︑きちっと言い聞かせ

はダメ︒子供はちゃんと言うと

そして頭から押し付けるやり方

方って︑重要だと思いますね︒

いいですけど︑小さい時の育て

です︒何も三歳まででなくでも

らこそ︑三つ子の魂だと思うん

ね︒先はども言った通り︑だか

らないから︑その為もあります

か︑情報量も昔とは比べ物にな

いるとも思うんです︒テレビと

ようなことを言うようになって

も早いし︑言う事も︑∇人前の

よ︒成長も早いし︑知恵の発達

るんですよ︒ああ︑すごいな︑

って︑そこまで行って︑相手す

けど︑彼女はうんどれどれと言

とでね︑ということになるんだ

今打ち合わせしているから︑あ

すね︒普通︑われわれだったら︑

見てとか︑読んでと言ったんで

ころに行った時に︑子供がこれ

の人なんですけど︑その人のと

ことですけど︑絵本作家で外国

ですよ︒ところが︑何年か前の

後でね︑と言うのが︑目常なん

ちょっと待って︑今忙しいから

いついこれ読んでと言われても︑

茶碗を洗っている時なんか︑つ

食事の片付けなんかしていて︑

達もそう思うんですが︑でも︑

から大丈夫だというのです︒私

え悪になっても︑復元力がある

その先生が言うにはですよ︑例

えば悪いほうに走ったりしても︒

復元力があるらしいですよ︒例

ておくと︑大きくなってからも

り小さい内に読み聞かせをさせ

生か講演をなさった時に︑やは

って︑おじいちゃんしか食べな

に入ったものになっちゃう︒だ

とついつい︑スーパーでパック

切干大根が好きだけど︑と思う

そして︑例えばおじいちゃんは

んの嫌いなもの出てこないもの︒

べていない︒お父さん︑お母さ

核家族ならなおさらですよ︑食

いですよ︒そういうものを今日︑

和食の粗食が身体にはいいらし

ていないからとか︒昔ながらの

それから片ながらの和食を食べ

入った飲料の飲みすぎだとか︑

炭酸飲料とか︑ペットボトルに

とか︑我慢ができないとかは︑

んかも読みまして︑すぐキレる

かになった時ですけど︑ご本な

分の子供がちょっとアトピーと

じったことがあるんですが︑自

活のことについても︑昔少しか

聞かせもそうだけれども︑食生

分︒それから︑もう一つは読み

思いながらも︑流されている自

の後︑私もそうしてあげようと

とその時は︑思ったんです︒そ

能を発揮する子がいたり︑ある

性的であったり︑ずば抜けた才

からみて︑不幸な環境の子に個

ともいいますよね︒実際に世間

司会 親がなくても子は育つ

思うんです︒

ういうものがあっても︑いいと

違ってもいいじゃない︑何かそ

中々出来ないですね︒みんなと

があるべきなんだけど︑これが

し遅れたって︑そうＩ訂うゆとり

が︑まあいいじゃない︑学校少

うな気がする︒だから︑こっち

早くしなさいって言っているよ

いさい︑早くしなさい︑何でも︑

えなんかも忙しいから早くしな

で︑何でもそうなんです︒着替

せじゃないけど︑忙しいから後

しちゃって︑先はどの読み聞か

そういうの︑自分の中で︑即決

損得︑プラスマイナス︑白黒︑

よ︵笑い︶︒このように何でも︑

じいちゃんの話ではありません

ため︑これは一般論で︑内のお

いもの︑一杯作ってもね︒念の

甑
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つくせりではなくて︑何か︑本

に応えるというのは︑いたれり

外人の方が︑仕事中でも︑子供

と軽薄な気もするんです︒その

た子を作っちやったり︑ちょっ

りもいいんですけど︑逆に甘え

けです︒何か︑いたれりつくせ

であったりしないこともあるわ

たりしていても︑必ずしも幸せ

んでしょうが︑経済的に恵まれ

環境の子の方が優秀な人が多い

りします︒確立的には恵まれた

いは努力家︑頑張りやであった

げるとか︑例えばですよ︒案外

父さんが寝る前に本を読んであ

れど︑小さい時にちょっと︑お

んです︒先ほども言いましたけ

かちになっちやってる気もする

ないけれど︑われわれは頭でっ

は親に自信があったのかもしれ

あったような気がするの︒それ

んだけれども︑何か︑説得力が

め付け？︑昔の親もそうだった

から︑こうなんだみたいな︑決

質も︑どうしても︑こうなんだ

会話も︑会話も少ないし︑その

っている︒この状況で︑親子の

うすると︑子供も安定していま

をみる機会が多いんですが︑そ

でも最近︑仲のいい若いご夫婦

藤堂 私もそう思いますね︒

になりがちですよ︒

うと︑子育てはお母さんまかせ

日本のお父さんはどちらかとい

を感じますですね︒

ことを︑改めて見つめ直す必要

って︑親は本当に難しいという

っていたことは役に立だなくな

例外なんだな︒今まで人様に語

けど︑我が子のことになると︑

うことは︑普段は一般論で語る

な︑と思い起こすと思いますね︒

たりすると︑ああ︑そうだった

思春期というか︑反抗期を過ぎ

うんですよ︒でも︑先ほどの組

とか︑そういう時期もあると思

一時は︑そんなのは恥ずかしい

いうふうに育つのだと思います

るような後姿をみせると︑そう

ですよね︒親が仏様を大事にす

ょうが︑いわばまっさらな状態

ろん素質ということもあるでし

天野 子供というのは︑もち

せんね︒

質的なものを大事にしていると

何年か後に︑花開くと思います︒

すよね︒

長さんのお話じやないですけど︑

吉野 それが縁を結ぶという

ことだと思うね︒

永岡 具体的なところで︑宗

は︑会話がないと思うんです︒

高橋 今日の世相全般に︑私

たりして︑私も子育てをしてい

のことになると︑全くダメだっ

るんですけど︑いざ︑自分の子

繰り返しになりますが︑やはり︑

の度に記憶が機能するとしたら︑

が３回あるっていいますが︑そ

吉野 人間には一生に反抗期

ただいて︑今回は結びにしたい

なさま方の示唆に富むお話をい

か︑そんな面で︑もう一度︑み

話いただきましが︑教化活動と

いますし︑前段にもずいぶんお

それが縁を結ぶということ

よ︒ものどころが付いてきて︑

いうか︑根本的な愛情に基づい

永岡 昔から学校の先生の息

高橋 夫婦の連携も大事です︒

ているんじやないでしょうか︒

子と︑医者の息子と︑寺の息子
は悪いって︑よく言われるんで

語り合うことが少なくなって︑

るですけど︑三人いたら︑眉間

小さい時の情操教育というのは

と思いますが︒

相手の話を聞き認め合うこと

だから︑相手を打ち負かすこと

に皺が寄ることがいっぱいあり

重要な意味を持つのかもしれま

教教育という問題もあろうと思

ばかりで︑相手の話を聞く︑そ

まして︑やはり子を育てるとい

すけど︑私も︑一般論では言え

して︑認め合うことが少なくな
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を考えていかなければならない

ら中に入れていくかということ

う人達を︑どうやって︑門前か

陣同意︶︑だから︑お寺にそうい

しているんだ︒︵それそれと女性

寺の門をくぐるか︑それを躊躇

ている︒ただね︑どうやってお

話を聞きたいと思っているとみ

お父さん︑お母さん方はお寺の

天野 私は基本的に今の若い

ている問題を吐くことで︑楽に

ではないんですが︑自分の抱え

答えを求めていらしているわけ

です︒集まった人達は何も結論︑

安心するということもあるよう

言うということだけでも︑何か

か︑いっぱい出てくるんですが︑

た人は︑悩みだとか︑愚痴だと

懇親会もするんですが︑集まっ

が︑講師の先生の話を聞いたり︑

した︒

はがき通信というものを始めま

で︑有志でこの一月から中高生

ておくのは忍びないということ

くなった子供達に︑そのままし

忙しくなってぱったり出てこな

そうする事で︑いつか何か思い

人ずつ出しているんですけど︑

のなかに兄弟がおられれば︑一

のご門徒の中高生と︑同じ家族

校に来てくれた中高生と︑うち

んです︒私達は今︑うちの土曜

とを伝えられるか︑勉強になる

い文章でどうすれば伝えたいこ

はがきですから︑その範囲の短

うことが︑励みになって私達も︑

さん達が喜んでくれているとい

のためには︑たまたまうちで︑

構えをなんとか作っていかなけ

躊躇している人達を引き入れる

ますし︑私達もうれしい︒お母

いいと思うよね︒人様がそうし

ぽんと︑出来ることからすれば

うことだったですよね︒だから︑

ることから始めましょう︑とい

天野 蓮如上人の時も︑出来

どう寺の門を潜ってもらうか

とだ︒

吉野 うん︑とってもいいこ

いるんです︒

これは大事にしたいなと思って

ことで五号まできたんですけど︑

出してくれればいいな︑という

なるということもあります︒互

すからね︒そういう場であるお

いにアドバイスもあったりしま

と思います︒
永岡 われわれも出て行かけ
ればならない︒

檀家の人が寺子屋というものを

ればと思うんです︒コンサート

寺というものに︑門前をくぐっ

やってくれたことが︑これは檀

もいいでしょうし︑土曜学校を

そして有志もだんだん増えてき

天野 われわれが打って出る

家の人達だけでなく︑目コズで

通して親御さんと接するとか︑

ました︒今︑五号までを出して

もらうこと︑だと思うんですよ︒

広がっていって︑やっぱり︑そ

色んなことが出来る可能性を︑

というのも一つでしょうが︑そ

の場で出るわけさ︑子供を通し

おりますが︑これを出すことに

というか︑中学生になったら︑

になると言ってくれた人達もい

お寺というものは持っていると

藤堂 何人くらい集まるんで
すか︒
天野 二十人くらいなんです

高橋 私達は土曜校を出て

ての悩みだとかが︒
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よって︑彼らの親が私達も元気
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吉野 それとね︑自分の日常

たものは︑返って来ますよ︒

わけではないけれど︑呼び掛け

を期待したり︑求めたりという

金かかっているんだもの︒結果

ンを購入したり︑やっぱり︑お

に取り組むといっても︑パソコ

信だって︑今度︑ホームページ

だと思いますよ︒今のはがき通

のは基本的にお金がかかるもの

いないもの︒伝道︑教化という

ていかないと︑それがなされて

布施でいただいたものを投資し

すから︑反対にわれわれが︑お

のを作ってもらっているわけで

寺は投資してもらって︑いいも

ないと思うです︒これだけ︑お

お寺というのは基本的に投資し

言いましたかもしれませんが︑

ことだと思う︒私は︑さっきも

ず始める︑一歩踏み出していく

くて︑自分か出来ることを︑ま

ているからするというのではな

んですからね︒お菓子まで買っ

いですよね︒待っていてくれる

な一項だと思うんです︒触れ合

教化︑伝道のなかに必要な大事

んですよね︒こういうことも︑

まぎれて︑逆のことをしていた

たんですが︑ついつい忙しさに

す︒今までは大事とは思ってい

必ず飲んで来ることにしていま

茶を飲む時間を作っています︒

は︑ちょっとね︑五分なり︑お

まうんだよね︒それで︑この頃

しょ﹂って︑先手を打たれてし

ので︑﹁住職さん︑お忙しいんで

すぐに失礼することが多かった

らと言って︑お参りが終わると

ょ︒でもね︑いままで忙しいか

一杯飲みたい時って︑あるでし

いくでしょ︑そうすると︑お茶

まっていたんですが︑お参りに

だって︑何時の間にかなってし

は︑住職の顔をみたら忙しい男

だと思うんだよな︒私は檀家で

いうこともとっても大事なこと

寺に引き込む︒そういう人が︑

性でも男性でも︑そういう人を

家さんにいっぱいいますよ︒女

今は︑りっぱな︑出来る人が檀

聞いてくれたかもしれませんが︑

んが偉そうに言ったら︑みんな

き込むこと︒昔はさ︑寺の坊さ

ておきたいのは︑檀家の人を引

天野 それともう一つ︑言っ

ということですね︒

ような︑基本︑出来る事から︑

だけれども︑普段見逃している

たような︑やはり︑簡単なよう

ードは︑今︑おっしやってくれ

司会 門戸を切り開くキーワ

ことだと思う︒

ものにとって︑とっても大事な

その心遣い︑私達︑現場にいる

てくれる機会なんですよね︒

は︑一ケ月に一回の︑待ってい

ないけれど︑檀家さんにとって

件かの檀家さんの一件かもしれ

天野 私達にとっては︑何百

となることをご了承下さい︒

とからで︑２８号より先の発刊

座談会のボリームが膨らんだこ

ていただきます︒当初予定より︑

別企画として︑別冊で発刊させ

います︒

含蓄のある表現だと感じ入って

し﹂︑情のない時代ですからね︑

﹁知を伝うるに情を持ってすべ

吉野 最後にこれは作家の方

この分野を任せるとかですよ︒

スタッフづくりですよね︒この

いうことにもなりかねません︒

局︑大変だから止めようか︑と

坊守達でやろうとするから︑結

呼び込むんです︒何でも住職や

吉野 そうそう︑そうなんだ︒

※ 本号はくうなん２８号特

うございました︒

司会 木目はどうもありがと

が新聞に書かれた言葉ですが︒

方はこういう特技があるから︑

また︑一人︑二人と寺に人材を

の仕事のなかで︑紬やかな心遣

てね︒本当にお茶一服飲む時間

持たないとだめだよ︒

いというか︑心配り︑目配りと

