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新築建物紹介
一正教寺−

第二納骨堂

門信徒ホール

門徒会館

一光明寺−

法中部屋

納骨堂

本堂内陣

一教覚寺−

新納骨堂

大広間

庫裡

報恩寺住職

静雲寺住職 原俊男師を偲んで
克苦の人
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背部

﹁無理をしないでしっかり
も無い﹂と煩いなあと言わん
十七年夏ごろから言に痩せ姑

厘来

辰 田 真 正

に幸せを味わう時があったとすれば︑悦子坊守との結婚︑そして子供の誕
生であったろうか︒或いは加うるに酒でもあったろうか︒
静霊寺に入寺するについて︑ｙこれ叉かなりの苦労があった︒その経絡を

て心言を左右にして断り続けられた︒悦子坊守さんから﹁二院さんからお
医者さんに行くよう強く言って下さい︒二院さんの言う事ならきっときく
から﹂と言われて︑何でも無ければそれでよし︑何か判れば治療すればよ
いのだから︒どうも糖尿のような気がすると言っておいた︒その後ややあっ
て﹁行って来た糖尿だって言われた﹂これからの一年間ほどの養生ぶりは︑
傍日にちみごとであった︒かなりの回復と見えていたのであったが︒
早くに父教組師を戦争で亡くし結局はｙ﹂れが因となったと思われるが︑
当然跡目を継がれる筈であった敬意寺を出られて日本一極寒の地︑十勝小
判別見照寺に住持する事となった︒
昭和国十七年静霊寺に人寺されるまでの十四年間は︑それはそれは率い
年月であったと話の端々に帽われるのであったし︑後年私心岡三度お寺の
前を通り︑二皮は当時は性行入札無いその寺の鍵のかかったガラス戸越し
に礼拝しながら︑苦労だった年月をしのびながら暗涙にくれた心のであっ
た︒
今では克って造材に勢いのあった︸﹄の地もすでに見る影も無い︒その申

ばの

平成十一．年二月二十七日午前六時十二分︑類難に堪え苦難を克服しなが

岩を

ら刑に臥せていた静霊寺住職
暮療

それも入院当目の早朝︑いつも
立ち上がれなくなっだからであ
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かなり詳細に柚るものであるけれど︑︸﹂れがその後の関係する人々との付

き合い方に現れてくるので言くｙ﹄とを止める︒

静言寺往織拝介以来の活躍ぶりは︑誠に刮目すべきものがあった︒それ

までご門徒︑お同行衆と寺の開にわずかに隙開かあったのだが︑真面日々︑

人を選ばぬ付き合いは︑完全にその隙間を埋め誠に賑々しい寺に変貌させ

わたくしと厚師の仲で︑わたくしが逡巡する厚顔を説得し︑後に大いに

た︒

喜んでもらった平が︑ただ一つだけある︒常例生爪の開設である︒不安が

る披にご法長の篤い土地柄と醸し出された干柿は必ず成功するからと勧め

▽不気で激情家︑直情で短気︑それでいて優しくもあり面倒見のよい子

﹁常例を関いてよかった﹂といってもらったのが︑何にも増して嬉しかった︒

煩悩な人でもあった︒性格的に相似たわたくしたちは︑公の席でよく同じ

意見を述べ﹁やっぱり同仁平を言うんで困ってしまう﹂と良く話したもの

である︒しかし随分肋けてもらった︒お願いした平にはそれ以上の結果を

出してもらった︒言葉には到底及ばぬ感謝の気持ち八万万﹂にある︒

六十四撒
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お浄上で﹁報恩寺さんオレが先に来て二院さんの来るところを用意して
待っているよ︒間違わせんから必ず来いよ﹂お念仏の声に跡って届いてき
ているに違いない︒﹁お浄土の特開け短いから︑待つ間もなく行くよ︒そん
なに待たせはしないからね︒﹂
興敏腕祥悛鐙

南無阿弥陀仏

ゴイ
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鶴林寺第四世住職
面影を偲ぶ
吉 野 丁 乗

土井清教師

唯専寺住職
泥圧山鶴林寺第四世住職上井清教師部往生の素懐を遂げられてから︑早々
百箇日を過ぎました︒あらためて師の遺徳を偲ばせて頂きますに︑御今日
は十月二十六日︑鶴林寺報恩講中日︑訪嗣清信師第三世住職組職奉告訪要
を参勤訪中を初め院内寺族︑総代役員︑そして門信徒参集して賑々しく荘
厳裡に勤修されました︒
お初夜は萬燈台の明りもＩ際輝き慶祝のお念仏部訪城に満ち溢れており
ました︒新住職の就任を祝い︑語り合っておりました最中︑住職が足音荒々
しく入室して来られ︑前住職の病状が急変したとのことで︑初夜をもって
閉講すると︑挨拶あって急ぎ去られました︒
心配を胸に下講しようとしていた時︑前住職部お念仏の息止え終えられ
たと知らせが届き一同愕然として︑言葉︑無し︒しばらく言葉少なくここ
ろ落ち着かせて居合わせた訪中と前住職様の帰りを待つ用意をする︒犬広
間のご尊前を荘厳しながら︑教の組織法要を思い出し︑犬導師の清信師と
ペッドでその様子を伺う前住職様の胸の内を思うと目頭部熱くなってまい
りました︒
清信様が如来さまに法燈を継承する決意を表白されながらも︑三方のｙこ
ころは厳父に向けられていたのでなかったか︒前仕様はその様子を胸に映
し︑犬導師のお姿をしっかり見届けられ︑安心されてか︑大々くしてお浄
上に帰られたのでありましょう︒
やがて深夜近く山門にヘッドライト部入って来て︑無言のお帰りでした︒
御尊前に頭北面西方脇の形を整え御導師の安立寺に代わって本官寺住職︑
教官寺住職︑誓報寺住職︑そして唯専寺が臨終勤行をお勤めさ廿て頂きま
した︒
上弁済教師は昭和三年十一一月二目︑父清順師︑母方不様の長男として富
山県氷見市に御出生︒長じて京都中央仏教学院に学ばれ︑卒業後︑直ちに
富山別院に勤務され︑昭和二十七半函館別院に勤務になり︑爾来︑二十八
年間に亘って奉職されました︒その閉︑一男︑一女に恵まれ︑それぞれ立

派に育て上げられ︑昭和五十三年四月宿縁あって︑鶴林寺に人寺︑今日に
至るまで︑二十有余年︑ご法義繁昌︑門信徒の教化︑伝道活動として仏教
婦人会︑仏教壮年令を組織︑門徒推進貢の育成と積極的に執り組まれまし

た︒
また︑寺院施設に於いても︑総代初め役員︑門信徒︑力を合わせ本堂の
増改築︑庫裡新築と寺院機能を整えられたのであります︒
平成十八年に寺院公称百年の大事業を計画︑時代を背負って意々の念仏
繁昌と護寺発展を念じ︑その職を法嗣に継承されたのでした︒
やがて六世を継ぐであろう信條君の成長を楽しみの閑栖でありましたで
しょうに︒
平素に越中弁丸出しでご門徒の皆さん犬語り合い︑もの腰柔らかく︑ね
ばり強く︑その力量を発揮され︑今日の法城を具現されたのであります︒
また︑師は故郷を愛し︑報恩講には富山名物﹁月世界﹂をお供えし︑私た
ちにも︑その報恩のＷＯＯろを頂戴させていただきました︒
今に耳に残る越中弁を懐かしく思い出しながら在りし日の面影を偲ひっ
つ︑追討といたします︒
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こんにちは
原

朋

生

生年月日：平成12年12月１日
お兄ちゃん、お姉ちゃんに見守られ第三子として
誕生。ただいま、可愛がられたりいじめられたり
とすくす＜元気ご成長しております。これから、
多＜のとも（朋）と出会い、い（生）きて行＜こ
とでしょう。 その
時に、いろいろな
とも（朋）にい
（生）かされている
ことを慶べる人に
なって欲しいとの
願いから名づけま
した。

ｓＪ
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赤ちゃん
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辰

田

真

心

①生年月日：平成13年１月26日
(お父さんと干支も生年月日も同じなのです‥･！)
②名前の由来：｢真実弥陀仏心｣(名前負けするかな？)
心優し＜、嘘で人を傷つけることのないような人生
であって欲しい！
③親の願い：

母よりー誰にでも好か
れる、強＜明るい子に
育って欲しい！
父よＵ一人の痛みに共
感し、病んでいる人口
寄り添えるような人間
に育って欲しい。

霊

杉原映真（えいしら）

山

珠

希

①生年月日：平成13年２月８日

①生年月日：平成13年５月15□

②名前の由来：仏さまのまこ

②名前の由来：お念仏中させていただくこの私が、
il

とが映し出されるような、素

阿弥陀様を礼拝する時に欠かせないお念珠。その

直であたたかい人口なってに□

お念珠か⊆)いただきました。

しい。（決してお父さん（杉

③親の願い：ただただ健康で元気に育ってばしい。

原真）を映したような人口なっ言言

だけど嫁にはや∪ません。

%♂%W
てといつことではありません｡）TT尹
￨
ちなみに真法寺方族としては為￨

「嫁に行＜ならお父さん
を倒してから行け！」

107年ぶりに生まれた男の子
です。

川

原

照

暁

①生年月日：平成13年６月９日
②名前の由来：皆を照らす、暁のような明るさを
持っていて欲しいと思い命名しました。

③親の願い：元気
で明るい子でいて
ほしいです。

土

井

ｲ言

條

①生年月日：平成13年了月25日
②名前の由来：浄土真宗の生活信條
③親の願い：よ＜学び、よ＜遊ぶことを通して
｢このように生きて
いきたい」という
願いを自分白身の
中に見出してぼし
い。
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圀丿圓[1F?:Ｍ汐丿汐ぐ回t∧∧ﾌﾟ:

◆平成13年６月23日〜24日 『真宗青年の集い』開催
空知南組主管のもと教区仏青連盟の大会が開催されました。
「食はいのちもったいないありかたい」のテーマで会場は誓報
寺と長沼温泉。全道各地から64名が参加し交流を深めました。

余さ勤行

示

於岩見沢市文化セ

十若感に
一Ｆはり拝
タ劇でた参
ン演劇つ礼

空南会40周年

一部は声明と雅楽によるステー
国のさかひをこえて」が上演さ
、若坊守さん遠の熱演に会場の
涙を流していました。空南会々
き ました。

指に徒月
は特佐１２
よ

第箇んの

◆平成13年フ月フ日

◆平成13年６月15日 正教寺開基百年法要厳修
好天の中盛大裡に法要が勤められました。門信徒のお慶びいかば
かりか、おめでとうございます。

おく

盲人寺第二世坊守 朧言腕押瑠璃
佐々木瑠瑞子様 平成十三年四月二
十一目 行年七十九才を一期に往生
の素懐を遂げられました︒御住職︑
院内をしっかり支えた気丈なお方で
した︒

本脇寺第三世坊守 華陽腕禅尼頁静
熊禅かな仕様 平成十三年十一︒月十
三目 行年八十才を一期に往生の素
懐を遂げられ圭した︒生前のご労苦
に慎んで哀悼の意を朧します︒

永福寺第二世住職 永福腕押低率
相役慧半径 平成レ四単一一月利二目
行年八十七才を一期に往生の素懐
を遂げられました︒寺門興隆の為に
尽くされた御一生でした︒

◆平成14年１月29日〜31日 寺族婦人会研修旅行
念願たった築地別院参拝と親鸞聖人関東御旧跡めく匈。いずれのお寺も
聖人のご苦労が偲ばれ有意義な体験をさせていただきました。宝塚のショー
鑑賞、梅の偕楽園、そして帰途の大洗の市場では新鮮な魚をどっさり買
い込んで、又、いつもの生活へ…。リフレッシュできた３日間だったの
でしょうバ8名の参加。
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