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即如ご門求望知南組ご巡教
〜親しみのうちに貴重な
ご教示をいただきました︒〜
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前門様のご
化で実施時

心ありましたが︑住職の寺院遠隔や現状報告
を受けた二回衆心︑お述べになられましたの
で︑折角のご縁ですので︑それぞれ掲載しま
した︶

だったので︑一部︑記載もれもあります︒ご
了承を︒また︑お立ち寄り寺院など︑二門主
ご親教︑随行長あいさつは︑ほぼ同一の二文

ほぼ一ケ月の
遅れで実現し
ました︒八月一目には前門様四十九日を控え
ての︑二無理をしていただいてのおなりでし
た︒日程は七月二十五目より二十七日の三日
間︒栗山町・教説寺にての式典をメインに︑
茶志内・法王寺︑北村・大安寺様︑南幌町・
妙華寺三力寺にお立ち寄りいただきました︒
二巡敵中︑御門主様には︑親しみを待った
貴重なご教示の数々をいただきました︒ ま
た︑ご法座では︑ご自分の経験から感想を一
つだけとおっしやって︑現在︑北海遠教区で
意欲的に取り組まれている差別問題について
のアドバイスもいただくなど︑南組寺族︑二
門徒全員が生涯︑心に残る二巡教となりまし
た︒
︵以下︑法王寺様よりのご巡教の様子を︑
ご紹介します︒記録孫︑写真とメモかけ心ち

期が心配され
ていた即如ご
門主の空湘南
組ご巡教が︒

選
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○法王寺︵美唄市茶志内︶
憎・下間要信師︵内事部主事︶︑随員補佐・

ことを教えてくれたのです︒

と慈悲を私達に届けて下さっている︑その

もありませんが︑しかし︑私という︑自己

それぞれ大切なことである︸﹂とは申すまで

己責任といった個人の︸乙とが強調されます︒

今日の社会においては︑個性︑自立︑自

見玉行文師︵総合企画室生事︶︑同・佐々木
火照師︵国際部主事︶︑文書伝道担当・寺尾

予定より早いおなりでした
法王寺︑予定より十分ほど早い︑おなり
仁照師︵出版事業局主事︶︑同・中村隆夫師
︵出版事薬局嘱託︶ の各師︒行事進行の司
会は西本寺藤堂住職が勤められました︒

そのものが︑本当に当てになるものなのか︑

施の予定でしたが︑前門の道化によりＩカ

教のご縁をいただきました︒当初は六月実

ます︒お念仏とともに生かされている私で

ころに本当の自分というものの道が聞かれ

本願によって支えられ︑照らし出されたと

どうか︒その上うな根本問題に応えて下さ

月余の日程変更をいたしたｙ﹂と︑無理を受

あるｙことに気付かせていただきました︒働

○先人のご苦労感じることできました

け入れていただきました︒ありがとうござ

きというものが︑ｙこちら側から︑お願いす

報告を行いました︒受けて︑ご門圭よりご
門士︑随行長・武田昭英師︵総務︶︑随行講

います︒ただ今︑当寺の遠隔をお聞きし︑

るのではなく︑先に︑心配をされているの

るのが︑阿弥陀如来の本願力であります︒

師・貴息信行師︵大阪・東成・百行寺ご住

︼○○年余の年月を二門徒と具に︑お念仏

がご本願です︒他力の働きをいただくこと

二門士二親教＝ｙ﹄の度︑空湘南組・組巡

職︶︑随員・太田昨週師︵社会邦貨事︶︑侍

を相続されながら歩まれた足跡︑今日まで

の真実︑根本を親鴬は教えてくれたのです︒

そのｙことを聖人は賠に例えられました︒

分の都合でとったり︑棄てたりする念仏の

自分の願いをかなえてもらいたいとか︑自

来の本願力の念仏を教えてくれたのです︒

山おられ士すが︑特に親貢聖人は阿弥陀如

めてくださった方は︑親鴬聖人以外にも沢

彿のお念仏を教えてくれました︒念仏を勧

私たちの宗祖︑親鴬聖人は︑南無阿弥陀

がれていくよう務めたいものです︒

孫の時代まで︑念仏のすばらしさが受け継

ます︒具に聴聞し︑語り合うなかで︑子牛

運動である門信使令運動・同朋運動であり

受け継いで行ｙこっ︑というのが宗門の基幹

かし︑良く世界に︑また︑子牛孫の代まで

胎であります︒ｙ﹄のことを現代の宗門に生

く進み︑誰でも分け隔てなく乗せてくれる

大悲の願船︑弘誓の船︒煩悩の荒海を力強

ことではありません︒広い欧界から︑知恵

じます︒

苦労を感じるｙ﹄とできました︒有り難く存

の激しい世の移り変わりの申で︑先人のご

親教をいただきました︒ご一行は︑即卸ご

その後︑住職による法王寺の遠隔︑現況の

引き続き寺族および役員の紹介があって︑

迎え︑本堂に入って︑ご一行が紹介され︑

でした︒さすが松山住職も緊張ぎみ︒お出

松山住職恭しくお出迎えです
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え︑御同朋が典に支え合っていける︑同行

ります︒そういった歴史も反省として踏ま

介の首さを守れなかった宗門の歴史もあ

ンターネットによって︑様々な形でご弔問

ご合葬をいただき︑あるいは別院にて︑イ

た︑前門様ご葬儀に際しまして︑全国より

示にありました通り︑阿弥陀顛東横が振り

が多発してい圭す︒ただ今︑ご門士より教

人心が荒廃しています︒様々な事伴や犯罪

人が多くなったのが現況といえるでしょう︒

皆様には︑ますます聴開していただき︑混

いただきましたこと︑ニの場を借りて皆様

ご門生のご巡教は昭和五十二半に前門様

迷した今日の世相のなかで︑お寺の周りの

の世の中を実現できるよう︑︸﹂のｙ一とを大

より法灯を受け継ぎ︑五十三年に伝灯奉告

人々に伝え︑川辺の活性化に勤められ︑お

向けて下さる回向︑本願の念仏のみ教えを

法要を勤められ︑その翌年より全国元三三

子様や孫さんの代までも︑み教えを伝えら

にも御礼を申し上げたいと思います︒

の組すべてをご巡教される計画を九辻てられ︑

れていくｙ﹄とを念願する︸﹂とであります︒

ご門生がつぶさに見聞するのが組巡教の趣

進︑組活動が行われておりまして︑これを

ございます︒五三三の組を設け︑宗務の推

三︸に分け︑水牛郡に当るものが﹁組﹂で

都道府県に当たるものが︑教区で︑全国を

私ども宗門の組は︑国レペルでいうと︑

にとっても心に残るご巡教となりました︒

えた中での︑ご巡教です︒私どもも︑皆様

まして︑八月一目には四十九日の法要を控

のさ中︑一般では喪中︑忌中の期聞であり

し︑頑張っています︒ｙこれまで焙ったもの︑

もご存じのように大変な状況ですが︑しか

のなかの水田地帯の一つであります︒農家

ならぬご苦労がありました︒現在は牝海道

です︒一 一〇年の歴史の中には先人の並々

る開拓と国防の国是により聞かれたとｙ一石

は住職より説明がかった通り︑屯田兵によ

一同感激にひたっていると︸﹂ろです︒当地

多忙にも関わらず︑当寺におなりいただき︑

ご門徒代表謝辞＝前門様のご選化で︑ご

○本日の喜びを機にさらに励みます

特代になっています︒経済の長引く低迷に

いて︑半面では迷信︑邪教にまどわされる

迷が深まる様相です︒宗放心が希薄なって

ニのあと︑一同思徳譜を唱和︒ご門士本

らもお寺を大事にしていきたいと思います︒

ぱいの思いを機に︑さらに励みに︑ｙ﹂れか

いるんです︒本日の喜びを︑感激で胸いっ

ｙこのお寺に求めた︸﹂とを拠り所に頑張って

より︑目先の損得にばかり︑振り回される

ひるがえって︑今日の世相を伺うと︑混

旨であります︒

鏝後となるｙ乙ととなりました︒前門様選化

今般︑北海道教区においては︑空知侑組が

きな課題として︑一人一人の生き方に生か
し︑身近なできるｙ一とから組んでいきたい
と思います︒

○前門様遷化の中︑心に残るご巡教に
次いで︑武田昭英随行長よりご挨拶があ
りました︒
随行長＝剛胆のご巡敦は︑前門様のご選
化により︑計画より約一ケ月遅れました︒
心待ちにして下さったことと思います︒ま

早速集合写真を撮りました
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○大安寺︵北村︶ご到着

実な歩みを報告されました︒

は本堂︑庫裏の新築に至るまでの沁闘と着

年代に本堂の改修などを径て︑平成九年に

昭和三ト五年には現納骨堂を新築し︑四卜

は申すまでもありませんが︑もう一つ︑広

大切される時代です︒ニの二とが大切なの

自己責任といった︑自分を強調することが︑

るのです︒斤目︑︒人一人の個性︑自立︑

堂退出後︑植樹をされました︒

ご門主ご到首後︑法王寺同様︑巣合写真

このなかで川原ご住職は︑開基住職様︑

お寺の遠隔および現況を報告されました︒

職︑寺族および役員が紹介され︑ご住職が

開基住職様︑熱意を持って進められ九㈲教

ました︒ただ今︑二住職の話をお聞きし︑

日程を変更しまして︑無理を開いてもらい

ご門主二親教＝前門の往生︑遷化により

○門信徒と歩まれたこと伝わりました

知恵と慈悲をいただき︑人生を育てていく︒

往生とて泣い二とではありません︒弥陀の

の限りある人生を︑阿弥陀様と共に歩み︑

えりみますと︑阿弥陀様の広いお心︑私達

ばかり涌している自分かありませんか︒か

本当に肖てになるちのなのか︒自分の都合

い立場から考えると︑自分というものは︑

一一畠山よりｙ﹄の地に入植された︸一と︑明治三

活勣加首実に実り︑ご門徒の方々共々︑水

このｙ﹂とを親倫聖人は賠に例えられました︒

を徽られ︑本堂に︒ご一行紹介のあと︑住

十二年︑本願寺の説旅所に︑犬止十年にご

害を元服し︑近代は本堂をけじめ設備を整

深い︑広い匪界から心にいただく意味加島

実な思いをいだい万いますが︑もう少し︑

お心をいただく︸﹂と万島りま才︒私達も儒

九りするもの万はありません︒阿弥陀彿の

されたのは︑自分の都合でとったり︑頻て

鎗以外にも沢山おられます加︑親鴬加強調

てくれました︒念仏を勧めてくれ九方は親

宗祖親鴬聖人は阿弥陀顛末の念仏を教え

ていくよう念願いたします︒

さん万知恵を出し合って︑み教えが仏わっ

仏法を受け継いでいってトさるよう︑みな

として地域万来九才役割を踏生えながら︑

した︒︸一れからもそれぞれの機会に︑寺院

伝わってきて︑うれしく聞かせてもらいま

大悲の願船︑弘誓の船︒様々な苦難︑煩悩

ご本尊にご焼香いただきました

えられ︑門信徒とともに歩圭れ九ｙ﹂とが︑

本山により寺号公称を受け︑昭和ニード六年
に二欧住職の代となり︑ｙ﹂の問︑度重なる
水害︑地震など自然災害を乗り越えた経過︑

本堂退出
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の荒波を乗り越えていく船︑洋でも分け隔

りに当り︑武田随行長よりのお話︑青︲０随

かれていくこと︑ニの帰散大をご縁に︑雨

生︑すべての高の尊さを大切にし︑心が開

無阿弥陀佛のお念仏とともに︑一目二目を

行講師よりのご法話が次の迎りありました︒

こそ︑私どもはニの例えの意味を深く味わ

大切に過ごされることを頻っています︒

てなく乗せていただける船です︒今だから

せていただきたいと思います︒また︑宗門

おかみそりの準備作業中です

朋︑一人︒人が念仏のすばらしさを聞かせ

時代もあり︑反省しながら︑門信徒︑御同

の歴史の申には︑介の尊さを守れなかった

る︒み仏の教えに帰散する︒み仏の敦えに

すといＯＯとです︒三皇とはみ仏に帰敬す

竹島随行講師＝帰散とは三叉に帰依しま

○二文字以上でも以下でもない

着︒ご昼食と対子休憩をとられましたあと︑

生成仏をさせていただくｙ﹄とであります︒

ニれを人生の歩みとともにに︑富来には往

なんで生︒何か︑仏様にお願いをする︒廸

というのが︑私ども真宗のご法名のいわれ

せん︒阿弥陀様の願いに添って生きていく

千ういう匿俗の価慎二そ︑仏法にばかりま

らりっぱだとか︑ぞの人の泣か高いとか︑

ていくといニとであり生す︒字数が多いか

がらみを越えて︑阿弥陀様のご本願に生き

だいて生きていくということは︑匪俗のし

トでも獄下でもないので生︒ご法名をいた

あります︒憚のげばミ文字です︒ニ文字以

たものです︒それで祥親鴛と名乗ったので

ぱ中国の号鴬大師の鰐からおとりになられ

の親はインドの天親菩薩の親をとられ︑貫

お聖人︑親鴛様も憚親醤であります︒親燃

れ︑始まりであり生生︒悍道安と名乗った︒

うニとで︑秤の姓を名乗ったゝ﹄とが︑いわ

う人が釈迦のお弟子にさぜていただくとい

ません︒法名は凹世総則の中国の泣女とい

かれるというゝ﹄とて︑戒名の二とではあり

生きる人々によゝ一とを長生︒法名をいただ

めて︑ご寺院︑組のご活勤に生かされて︑

武川随行長＝ご法名をいただくとは︑帰
散文の通り︑真摯に受け止め︑真水のご門
徒である白鎚を斯たにし︑今後さらにみ仏
のみ教えを聴聞する覚悟と往生もので生︒
阿弥陀様・のご本願である︑智恵と慈悲の働

おかみぞり︑法座Ｂ︑法座Ａと午後八時近

今日の世相における迷信︑俗信にとらわれ

きを南無阿弥陀憎のお名号として受け臣め︑

く主で︑行市が施行されました︒︒おかみそ

行事寺院となる散見寺に予定通り︑ご到

にご到着

○正午︑行事寺院教覚寺︵栗山町角田︶

お願いします︒

子牛孫の代までも屎かに伝わっていくよう︑

らいただき︑ご門主のお言葉を深くかみし

ただくものであります︒真実の力を念仏か

は末仏説肝の凡夫︑私達に催かな桶きをい

今︑ご門宅示示されたとおり︑本願の念仏

ても生涯︑心に残るご巡教となりました︒

を控えての中︑ご門宇様︑私達︑皆様にとっ

組巡教示最後となります︑的門様四十九日

武田随行長＝牝海道ではこの空知内組の

り︑分かち合っていきたいと思います︒

ていただき︑慈悲のお心を自らの言葉で語

一一
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おかみそり上げです

これほど集まりました

い蜂び声を拠り所として︑浄土に向けて私

人生の苦しみ︑悲しみを阿弥陀様の有り難

幻として︑いただくものなのです︒様々な

無阿弥陀憐のご本願の働きを︑私達の介の

して︑その筧り所の最高の価値として︑慟

本１に当てにならない私達の命の拠り所と

いをする︒その上うなものではないのです︒

位︑名誉︑健康︑長寿︑宗族の安泰をお願

てお待ちしておりました

て来︑南組一．．十二力寺︑

組は門信徒会

︑門信徒挙げ

今般のご巡教につきましては︑ご内規を圈っ

て︑改めて心よりの御礼を申しにげます︒

教示を賜ったこと︑この謁をお借りしまし

巡教のご縁をいただいたｰ.JAj あまたのご

は︑昭和二十五年に美唄正教寺様けじめご

ていると︸一ろであります︒さらに前門様に

新たな感激として受けふＬめさぜていただい

して︑できるｙ﹂とがらけじめようとの統一

達の人生を半玉廿でいただきたいとＥ才ＤＵ

このあと︑随行の文書伝道拒当の右足出

テーマに基づいて積極的︑意欲的にとりく

運動・同朋運動に取り組み︑ご門ド様教書

版有楽網主乍より︑出服部よりのご本の紹

んできた組でありま匹囲研も第ハ期をｙ﹂

とであります︒本口⁚﹇の舘いご縁を心よりお

介がありました︒引き続きおかみそり︒組

の度終了いたしまし酉惣門恰鈍根准言凧を多

の教示にお示しドさった基幹運動につきま

内より二〇〇人を越えるご門徒がご門主よ

数輩出するなど︑ゝ﹄の運動を組活性化の往

慶び申し上げます︒

りおかみそりを受けました︒

頭︑古野組長よりご挨拶が次の通り述べら

法服開催に当り式典が聞かれました︒冒

○寺族︑門徒挙げてお待ちしていました

公演も実現し圭して︑その存在を内外にアッ

聖人とぞのみ教えをテーマにしました演剛

活発な活動を進めておりまして︑昨年はお

る空雨会や坊守で組織するさつき会などち

としてきました︒また︑若千僧侶で結成す

れました︒

の度︑ご門主様には断ち難いご縁の︑潤い

いというお話は開き及んでいましたが︑こ

おくやみ申し卜げます︒具合︑様態が厳し

観点から健全化を図る改革も進めたばかり

加えて︑組財政につきまて︑公平・浙等の

会を設置しまして︑︒般との接点をも模索︑

進めるト万部会のかかにホームページ委員

ピールしたとｙ﹂ろです︒さらに基幹運動を

悲しみの申にあられて︑また︑八月一目の

のと︸﹄ろであり圭才︒

古野組長⁚几同門様ご遵化にっきまして︑

四トー九日を前回ご巡教を濁りました︸ごど︑
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ご門生のお1 ︲1葉にありました通り︑今日
の社会は科学文明が日進月歩で進む半面︑
人の心は筧り所を災い︑人類存じの危機と
いっても過言ではない時代です︒また︑寺
院をとりまく環境も廠しさを増していくｙ﹂
とであります︒私どもはこの度のご巡教を
改めての機縁といたしまして︑人間性の剛
腹に向け︑念仏者として︒屈︑開法に励み
まいりたいと思う二とであります︒ｙ﹂の度
は各寺特段のご配慮をいただきました︒ご
一行のご清祥と水門の念仏のますよすのご
繁盛を願い︑御礼のご挨拶といたしたいと

一同で正信備を勤めました

全汽千止信僑をおつとめし︑生計信条を唄⁚

引き続き︑鶴林寺土井ご性織のご調俘で

く過ごしてけいないか︒仏教は自分山⁚分と

のか︒尚りに流されて︑限りある命を言し

い立場から︑ニの自分け本当に頼りになる

とが必要だと思います︒しかし︑さらに広

和し︑ｙごのあと︑御門主よりご親教をいた

いう自﹁一﹂中心の自分を︑もっと広い︑自由

思います︒

だきました︒

個性︑白土性の重視が強調されます︒変化

われているのも現代社会でありま半︒自立︑

うか︒しかし︑人生に筋道︑于がかりが失

な印象しか特たれていないのではないでしょ

現代社会全般において︑宗教︑仏法は希薄

受け継がれていくことになると思い生げ心

のみ教えは次の皿代もお寺とともに仏法が

のようなことを考えていただければ︑私達

にお寺が俎域で果た半役割は何かのか︑そ

あるいはお寺は何のためにあるのか︑さら

にとってどのような意味を特っているのか︑

に聴聞いたし︑語り合うなかに︑仏法が私

︸れのご縁大切にされていると思います︒豆ハ

えをいただき︑様々なご縁により︑それで

とうござい生半︒参拝の皆様︑お寺のみ教

が︑木目受け入れて仁らいました︒ありか

月余の日程変︒兜となり︑無理を申しました

が︑ニの度の他門道化によりまして︑一ケ

二門主二親教＝当初は六月の斤定でした

○命を虚しく過ごしてはいませんか

の迷いを打ち破ってくれます︒そして︑そ

けられているのです︒他力の俗心は︑私達

ので士︒称えている南無阿弥陀彿︑坪びか

お念仏はこの働きが届くとｙ﹄ろに成り往つ

ではありません︒他力の信心のｙ﹂とです﹃

私のと︸﹂ろに来ている︒こちらからの働き

陀憐の智恵と忿怒の働きは︑名号となり︑

るなり︑と説いて下さっていますれ︒阿弥

得るというに南無阿弥陀彿の姿をＯＯろう

を心得るなり︑と示しました︒二の願の心

頻卜人は信心を獲将士というに第十八の願

の光を働きかけて下さっているのです︒薗

でも︑どｙ﹂でも如来様は私達に慈悲と智恵

弥陀悌からいただく二とでありま士︒いつ

愚かか自分をみつめ︑精一杯生きる道を阿

い眼界に︑私道を導いて下さったのです︒

分というものに気付かれ︑阿弥陀如来の広

欲望を棄てようとしても︑捨てられない自

せん︒祖師親言聖人は内面を深く見つめ︑

承知の通り誰にでもできるゝ﹄とではありま

てて︑戒律を守る方法もあるが︑それはご

な世界に聯いてくれるものです︒欲望を棄

の激しい社会を︑自分で考え︑生き抜くｙ﹄

‑

の働きかけは︑私達の命に自信を特つこと
に実っていくのです︒本願念仏を聖人は船

‑
一

に例えられました︒大悲の願船︑弘誓の船︒
この世の介が終わってからではありません︒

一

今ここで乗ぜてくれる︒そしてこの船は煩
悩の荒波を越えて︑誰でも分け隔てなく乗
せてくれる︒御同朋︑御同行として手をとっ

こ︑

子どもや孫の時代まで︑伝え︑御同朋

て︑基幹運動に取り組み︑念仏の声を世界
？ｙ

一一
一
‑

の社会の実現を目指していき圭しよう︒宗
一

門には介の尊さをト分に守れなかった歴史
‑

もあります︒その反省を踏まえたいと思い
一一

一一

ます︒全員話し合い伝言によって︑差別︑
披差別に悩む人達に聞かれたお寺︑不和︑

靖国︑人権︑命に関わることに取り組むこ

一

と︑念仏の生計の申で差別がなくなるよう︑
一

命を犬切にすことに︑煎豆を持って︑具体
一

的な課題から取り組めるようにしていきた
いものです︒

○前門様様々な形の会葬に御礼
武田随行長法話＝さすがに北海道は涼し

‑
一
‑

いですね︵笑い︑暑い口だったんです︶︒
特いですか︒今ごろの京都は三六〜七度な
‑

んですよ︒本山の総御代に入るだけで︑ざ
あっと汗が出てきます︒組巡敦は︑ご門生
‑

が昭和五十二半に他門様よりご法灯を受け

継がれ︑王ト丑年に伝灯奉告法要を勤めら
れ︑その翌年から︑全国王三三の組︑全紙
の二巡教を計画されたものです︒空湘南紙
は北海道で最後になります︒前門様︑突然
の遷化により日程が変更され︑木目は世間
では喪中︑八月一目には四十九日を控えま
した中での組巡教となりました︒二門宅に
とっても︑生涯忘れられない︑心に残る二
巡教となりました︒また︑ヽ﹂の度の前門様
の葬儀に際しては︑遠路︑北海道から丸会
葬いただき士した︒別院での法要参拝︑イ
ンターネットを通じて参拝︑その他様々女
形で︑お心を頃きましたこと︑この場を借
りて重ねての御礼を巾し七げます︒
ただ今︑二門生よりの二親教で︑心の大
切さを説いていただきました︒このお心を
を斤後丸大切にしていくｙ﹄とは丸ちろんの
ニとですが︑斤目の世相をみ士すと︑仏教
だけで女く︑広く宗教の危機︑干を合わす
﹄﹂とが︑忘れられている︒念仏の姿︑どん
どん見えなく女ってきた︒ＮＨＫの朝番で︑
︲１さくら﹂という番組をやっていますよね︒
みなさんにもこの画︑気付いて欲しいんで
す︒番組作っている人︑人の心かおると思
うんです︒ハワイからおじいちゃんの家︑
飛騨高山の方にさくらが来たんですね︒お
正月は仏壇の前で手を介わせる︒真宗の仏

壇です︒自然に写されている︒高山の家で

は︑仏壇の前を涌る時は必ず︑一礼︑贈を

下げる︒今回の世相は何やら仏壇に頼んで

おいて︑実現しないと︑えっとか︑何とか

行って︑袖にしてしまう︒そんな世相では

ないでしょうか︒仏壇は私の勝手な願いを

言うところではない︒この香川はその︸﹄と

をさりげなく言ってくれている︒どんな人

加工の番組を作っているのか関心を持って

新聞などで確かめたら︑番組の脚本を書い

ておられる方は何と若い女性なんです︒山

陰の方のようで︑写真で見る限り︑ひ上っ

としたらニリ代︒もちろんドラマですから︑

｜

植樹後、お庭でくつろがれました
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中には卜１１１いも︑匪間の二ととして取りトげ
ているというんです︒虚仮不実なものには

り︑抱き合うというのが︑挨拶の習價になっ

戦中︑戦後にわたって︑宗門の進む道にっ

升医道教区教務所長︲＝前門様には戦前︑

られますし︑全く真京門徒の方ではないん

ニの度の組巡教につきましては︑準備万

きまして︑広く国内外に︑万化導いただき

だ方だったとのｙ一とてすが︑その初代社長

端整った直前にての延期︑皆様の有り難い

則をドげない︑真実のもの︑神に対して敬

○仏法尊ぶ心育てたい

が二代目に社長を渡す侍に︑ｙ﹂う言ったと

お心に万門仁様も二親教にて︑御礼をいた

でしょうが︑現代の風潮に危機を感じた人

昨年︑アメロｙ力で起きたテロ事性などを

のことなんです︒お前が会社を盛んにする

だいたとｙ﹂ろであります︒同様にニの崖の

ました︒北海道にご巡教もいただきました︒

通して︑イスラムとクリスチャンの関係な

のも︑すたれさ廿るのも︑それは世のなら

万門よのお心をいただきましたことにより

虔になるというｙ﹂となんです︒あれを見て︑

ど色々と深刻な問題について考えさせられ

い︒例えあんたが︑会社を潰しても︑私は

が番組を作っている︒しかし︑今日は世相

るんですが︑ふと︑わが身に振り返ってみ

何も言わない︒が︑彿灯だけは絶やすな︒

万法談︑水門の繁盛に係るご苦労のほどを

て︑例えばイスラムの人は︑一目に五回メッ

阿弥陀如来の本願によって︑安心をいただ

ｙ﹂れはいかん︑改めて反省をいたしました︒

カに向かって敬虔なお祈りをします︒私達

いた︑人生をまっとうした︒念仏申す身で

の方が︑何だか正しい示教︑念仏の心とは

は今︑手を介わ廿るどｙ﹂ろではない︒クリ

あったことの有り難さ︑ニ八だけは︑仏え

信びながらも︑淋しさ︑悲しさ︑いっばい

スチャンの方途もそうですよね︒大統領の

てもらいたい︒といったｙ﹂とが紹介されて

今年のＩ．月︑新聞で伊藤巾ヅ問事の伊詐言ヅ︑

言言でも聖言に手をかける︒敬虔な姿勢で

いました︒今のわれわれはｙごったことを聞

反対の方向にどんどん進んでいると思うん

す︒ニれもひるがえって︑私達日本人口今︑

いて︑本当に反省すべきだと言うゝ﹄とであ

なのは皆様同様です︒万いっしょに哀悼の

仏の前にどれだけお礼できるのか︒ぞうで

ります︒最近は親が子に自信を持って伝え

初代︑創始者のゝ﹄とが取りトげ

きる人がどれだけいるんだろうか︒そう思

ることを見失っている︒今︑伊藤氏の︸﹄と

です︒

うんですよ︒仏様の前を素通りする人︒貼

などを振り返りますと︑他のことはいい︑

涙を捧げたいと思います︒

面︑人間同士をみてみますとね︑ペコペコ

家を潰してもいい︑だけど二八だけは︑と

ご講師の面々

られていました︒念仏を喜び︑仏法を尊ん

と挨拶をしないと︑あいっは︑と訪われる

そのｙ︸とが︑今のわれわれにどれだ
けあるのか︒そのことに思いを深くしてい

ｙつ

人は人間同士は頭を下げない︒神に対して

ただきたいと思うｙ﹄とであります︒

待代なんじやないでし上うか︒イスラムの

敬言々姿勢を持ち︑人開門十は祥子をした

ｔ
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り

法座Ｂはご門主ご︒行とと参詣ご門徒と

○語り合う法座にしましょう

仏の声︑寺院活性化を念願いたします︒

いりたい︒この炭の巡教を徐に︑慟組の念

まして︑現代の様々な課題に取り組んでま

もっながったりします︒この揚が口⁚﹁頃の思

気付かなかったことに気付いたり︑解決に

題でなかった二とが︑問題になりますし︑

乍八寸﹄とです︒そうであれば︑それまで問

み教えに︑問い︑そして語り合うｙ﹂とが大

受け止めているけれど︑といった日常での

司会 できることから始めよう︑念仏者

内容を紹介します︒

すが﹂と述べられました︒以・ド︑法主Ｂの

を問題にしていただければよいと思うの廿

によって私はどう生きようとしているのか︑

れぞれにある信仰というものを︑その信仰

意欲的に取り組んできました︒組織的な収

の行動を︑の声のもとに爾組は基幹運動に

けることになるかもしれない︒しおりの五

り組みに︑門信徒士運動も盛んであり︑こ

い込みが誤りであるｙ﹂とに気付かせていだ

辰田真弥相談員の司会で進められました︒

四ページをみていただきたいと思います︒

の間でもたれたもの︒真宗家数を斉蝸⁚し︑

冒頭︑貴島信行娃行講師が問題提起し︑こ

仏教青年代表 高柳賢司さん︵報恩寺仏

の掲で共有したいと恩うのですが︒

かけ離れたところに︑信仰︑み教えかおる

のあと︑話し合い江府がもたれたものです︒ ご門主のご親教にありました通り︑生活と
貴島師は﹁ただ︑話して終わる︑その上

教青年勁ケ長︶＝現在の当郎は結成されて

四年目です︒一︒卜年くらい前生では人数も

わけではありません︒生活の申に︑信仰の
申に生活があるのです︒本日はそういうそ

うな江府では意味かおりません︒普段︑疑
問に思っているｙ﹂と︑あるいはこう理解︑

ご門徒より活発に発表、意見、要望が出されました
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り︑親と谷を対象にもちつき犬合をもって︑

仁・らう趣旨でフリーマーケットを問催した

里見︑抽出に︑ものの有り難さを認識して

して︑これからの学び方を摸索しています︒

して仁らい研修会に参画させてもらったり

いうことで︑再発足しました︒南組に協力

う場︑鵬り所がなくなってしまって︑そう

巣よりか簡素化︑肺胞化し︑悩みを語り合

ど情報伝言の手段の変化により︑人と人の

パソコンやフフックス︑携帯電話の普及な

りました︒現在は再紬威かんです︒近年︑

後︑この他の仏教百年部は休会いたしてお

昭和一︒十六年より三︲ド年間くらいの活動の

多く︑活動も盛んだったと聞いていますが︑

ことに努めたいと思っています︒︸﹂の点︑

ども︑︒層の支援を求め︑協力も僣ていく

ます︒各寺院にぞれぞれの事情はあるけれ

に伝えていかなければならないと思ってい

待だから︑こそ︑尊いみ教えしかない︒後作

達の犯罪もやみま廿ん︒私達はこのような

に大きな悩みもって︑俎近は黙分別々子供

です︒若い人達がお寺から遠ざかる︒前途

欲が低下しています︒現在はヒカ寺の参加

生活の生生からない状態もみられ︑参加意

山︑近年の経済不況︑産業低迷などから︑

ていましたが︑現状は炭鉱地位における閉

結戎馬時︑︒三二カ寺中︑一匹ケ寺が参画し

呼び掛けています︒しかし︑聯組の仏壮は

の︑できるニとから始めようを︑各寺にも

をみ圭すと︑死が気になる︑頭から離れな

ていくべきだと思うんです︒新開の相談欄

悩みに応える真の宗政所鋲とは何かを考え

交通乍放光より多いということなんですよ︒

が年間︑ごノカ人も出る礼豹になってい圭す︒

斤目⁚﹇︑老いも若者も悩んでいます︒山⁚牡丹

に収り組むべきだ︒色んな意見が出士した︒

今ｙ言べ檀家と寺が密になって︑基幹運動

す︒門俗徒牛ないとゝ﹄ろ︑言神化のとｙ﹂ろ︒

信徒も改革を余儀なくされる竹川になりま

竹べきだとの認識を深めました︒今後︑門

その席では総代がもっと力を入れて収り川

寺の代表七コー人が出庶し︑聞かれました︒

す︒現状報告で発光に代えたいと患います︒

ではない︒七十九才の老人がよろにろ散歩

私達の今はゴールが決まっているわげ

くなる︒そんなト七言の声が教ってい圭し

死後のヽ﹄とを考えると下女で寝むれな

親子のコミュニケーションや食べ物の犬明

ご門主様のご教示もいただきたいと思いま

へｘ
し

きをみんなに知ってもらうことに努め見り
しています︒里見︑全道仏寺大士の企画依

していても︑交通肛故に介わないことだっ

てある︒今をＬ・く生きること︑その延長線

司会 総代さん何か問題提起をお順いし

たい︒

てもいなくても︑死はやってきます︒目の

怖れていてもいなくても︑望んでい
○悩みに応えるのが真の宗教活動

前の︑今を生きることを愛したい︒︒つ︒一

Ｃ

トこ︑

となりました︒千っしたことを生かして︑

総代会代表 水野友一さん︵唯専寺総代︶

年会︶目⁚単一一回の・泊研修会︑仏性全国人

仏教壮年代参 朧圃仁一さん︵警報寺壮

抱える課題は大変多いと受け止めていまナご

門恰往による基幹理説などなど︑私どもが

御同朋の社会︑念仏の声を不や孫の代まで︑

故かを︑答えないとダメだと思うんです︒

です︒何故︑人は背にまいらかいのか︒何

が私は教えにかかっていると思っているん

りげない目に︑死を迎える︒そんな生き方

つの目⁚﹇常を積み卜げて︑生きる︑そしてさ

穴への水泳︑積極的︑意欲的に取り組んで

組の定期総代会Ｏの四月十六目白︒＋・︒カ

ＸＩＬ基幹運動今後の問題八︑運動の在り万︑

い生生︒贈組の基幹運動のテーマ︑念仏者

今後仁・邁進していきたいと思っています︒

問題点も沢山ありますが︑南組と連携して

ができた犬勁ができて︑私達も大きな自信

らい︑皇道より多数の参加者を集めること

頼をいただき︑慟組にバックアップしても

た
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をしない︒理論より行動を先にしなければ

教を聴かない︒南無阿弥陀憐と称えること

漫才や落語にお金を出しても寺に行って説

パチンコに行っても︑寺に足が向かない︒

なっていきたいと︑みんな思っています︒

仏者の母として︑人の心の間題にも真剣に

不安な伊の中になっていると思うです︒念

ています︒また︑青少年の犯罪多分など︑

ゴミを減らすこと︑社会的なテーマにもなっ

皇祖は豪道の二分の︒を九めている︒教区

六〇〇入金︑皇組には二〇〇人以上います︒

推社員は全国で約五︑〇〇〇人︑牝海道︒は

道教区代表をおお廿つかっています︒門徒

川瀬清史さん︵淮専寺︶＝門徒推進員の

ならない︒現状の延長線上では︑浄土真宗

は︑皇道六ですバヘ研修会などを開くと参

加者は豪遊で二〇〇人くらいとなる︒人数

司会 運研の卒業者が三〇〇人以トになっ
ています︒また︑当組の門徒推進員は万百

が絶対ではないですが︑比率からいって︑

は他の宗教に骸けてしまう︒お寺に集まっ
ていただくことに全力を尽くさなければな

人以上︒他組にない取り組みです︒

にみんなの意見を束ねることはできないか︒

皇組に連絡協議会をもってきて︑これを核

門徒推進員︶＝二年間かけて門徒推進級の

連研終ｆ者代表 高橋義則さん︵善行寺

なくて︑いっしょになってやっていこうよ

いう二と

そんなことを考えています︒

司会 青年︑壮年では大変︑と

をしよう︒そんな意気込みになったんです︒

にＩニカ寺ありながら︑参加は七力寺なんで

白和 稔さん︵西本寺︶＝仏壮は南組三

なんてすが︑打開策はないんでしょうか︒

寺に集い︑語り合う中から︑年二回︑微笑

間もできました︒お寺に帰ったら決意五明

加しました︒ｙ﹂の間で︑自覚が高まり︑仲

研修に取り組み︑一︒︒泊四目の中央研修に参

やっていかないと︑互いに頼っているんじや

らい︒ｙ﹄れからは特に檀家一体となって︑

口を支
いま

で︑いきたいと思っています︒
司会 貴重な意見︑問題提起になったと

思う︒次ぎに︑家庭で︑お寺で︑凧
えている仏教婦人会から︑どなたか

す︒私達も努力するが︑各寺のご性織様も

現状ではもっとも犬きな課題になっていま

一

寺仏教婦人会︶＝仏婦の大きな行事は四年白要を勉めています︒一仲間の活動として基幹

尽力をお願いしたい︒結成来︑仲間を増や

‑一

運動に取り組むのは︑聖人のみ教えが活動

すニとが課題なんです︒昔い人に声をかけ

一一

ぜんか︒

また︑研修会などは︑縦組としても参加し︑ の原動力そのものでありますに今後は南組

に一度︑三ブロック交代で開く入会です︒

と連携し︑一肩の活動に精進し︑決意良明

てもダメ︑悩みながら活勤もにぶっていく

す︒仲間を増やすこと︑輪を広げることが︑

聴聞に収り組み︑質疑応答などの場にも積

の実現に努めたいと思っています︒

ことになります︒木目︑ご助言もいただき

み合唱団にも取り組み︑報恩講でも音楽法

極的に参加しています︒ダ Ｉナ募金で仏の

司会 頭の痛い人もいるのでは︒

子を育てる会に献金し︑影絵を京都で見ま

たいと思います︒

圓参画をテーマに︑意識改革に取り組み︑

命やっていますよ︒門信徒会運動で男女具

会をっくりましょう︑ということで︒生態

三〜五年トにヒげてもらえないかでしょうか︒

たくてもいけない人︑います︒ト限をあと

ですバヘ中央研修は年齢制限かおる︒行き

連研を終ｒして︑中央研修ということなん

して大変感激︑多くの人に兄てもらえる機

環境問題にも仏婦として積極的姿勢です︒

高めることに努めたというか︑私のお寺の

内川哲夫さん︵隆王寺︶＝活性化機能を

ていますね︒

司会 お寺の強化という課題にもっながっ

森田りつ子さん︵願王寺︶⁚豊息見ですが︑

仏教婦人会代表 稲堂丸律子さん︵賢誠

｀．￡、
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推進しようや︒総代の中で︑建築︑財政︑

色々話合った︒ハ＋年経過したんだ︒協力

総代会︑役員会に住職の提案かおりました︒

築︑本堂の改修︑納骨堂の改築について︑

の総会で︑ハ＋年経過した建物︑庫裏の改

の建物が老朽化し︑機能しない︒トニ牛度

状況を述べたいと思います︒私のお寺︑今

状なんですけれども︒

を薗りながら︑何とか維持しているのが現

ます︒どうやってお寺を維持するか︑お寺

て︑いずれにしても︑常に大が流出してい

一万四〇〇〇人︒お寺は夕張市に＋カ寺あっ

て︑人口の減少率全国一なんです︒現在は

あった大ロが︑平成二年に炭鉱がなくなっ

ているんだけれども︑けれどもなかなか続

がら姶めていただいて︑はじめていただい

を発見できると思うんですね︒できるｙ﹂と

らいました︒活勣のなかから︑色々万万﹄と

するもう︒つの大きな点︑と感じさせても

もどもに生かされている実感︑お寺を維持

心の充足︑安心︑そのためにお寺ある︒と

した︒一〇〇戸余りなん万す︒ｙ﹂の戸数万

に喜ばれています︒他の宗教を批判するの

西本寺様︑賢誠寺様などを中心に︑お年寄

中央教習の年齢制限のご依頼のｙ﹄とてす

を続けていくゝ﹄とも大事だと思いますよ︒

沢山のｙ﹂とも大胆だけれども︑一つのこと

かないというｙ一とも︑あるかもしれません︒

一億円を越える資金集める︒困難だよ︒し

ではなく︑真剣に取り組むことが大切とい

が︑ご本人の気持ちの持ち方の問題もある

司会 ビハーラ活動も当組では盛んです︒

かし︑今︑私達の時代にやらないと︑孫の

う二とも教えていただいている気がするん

でしょうが︑個々にどこ圭でが適切々のか

脂志集める復配を決め︑門徒総会を開きま

時代当てにしたらダメだ︒苦しいけど︑住

ですが︒

ろう︒自由な気持ちで出して︑︲ヤこ︒年には

出生︒他の資金提供に頼らず︑自分達万や

儀をしましょう︒寺院運営︑護寺︑門徒が

取り決めもしました︒真宗の形に則った葬

徒の葬儀はお寺で勤めることなど︑色んな

ようやで︑言言統一しました︒そしてご門

より強固にしたと思います︒何とか協力し

精神的にも︑物質的にも︑ご門徒の結束を

それぞれの方が︑運動のための運動︑活動

大きくすること︑難しいこともありますよ︒ だいて︑現行を了承していただきたいと思

てもらいました︒組織を充実させるOAJAJ︑ ますから︑なるだけ︑制眼中にとっていた

欲的に進められている︒ありかたく聞かせ

聞き︑各組織のなかで︑活動を機能的︑意

の数も多く︑ご門徒と僧侶ともにみ教えを

きしながら︑こちらの組は門徒推道具の方

青島随行講師＝みなさんのご発言をお聞

○み教えを聞くとは生き方が変わる

んです︒誰しも年をとっていく︸Ｌとであり

体力的に︑たくわえられる年齢との判断な

現行の考え方は気持︑意欲も考古しますが︑

いう要望も出てくるかもしれませんしね︑

して︑ニれを七十才にすれば︑七︲ド五才と

現行は六︲ド五歳が適切ということでありま

という︸﹂ともあり圭すが︑組織の維持上︑

庫裏の新築されました︒天広間︑台所︑防

を聞かしていただくなかで︑お寺に行って︑ 何を気付かせてもらったか︑それで自分が

のが話し合い証言であるうと思う︒ぞゝ﹄で

います︒

寒︑温かくて気持ちいいですよ︒本堂の天
改築︑納骨堂︑この五月より始めています︒
岡崎光雄さん︵萬行寺︶＝夕張は炭鉱の
街︒昭和三卜年代には十一万七︑〇〇〇人

しかし︑人々をつなぐのはやはり人︒お話

のための活動になって︑一人一人の悩み見ずつ一七きている限り悩みはあります︒スタッ
ｒ
失っていくようなこともあるかもしれない︒ フの悩み︑ニの場の悩み︒それを話し合う

提寺のため︑その思いで取り組んだことが︑

職の熱い思いを受け︑天変だったけど︑菩
一一
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を問かせてもらう鏝重な機会に庖まれたわ

持されてきた︒今回︑ご門徒様のじかの声

地核加入変になってきたなかで︑お寺を護

の加念仏なんです︒こちらの組は明治以降︑

のご白分に立ち至っていただきたいと順う

本願力のお呼び声を聞かせていただく︑そ

か︑不安があって︑弑ち戻っても︑また︑

いったい何かのか︑いったい自分は何かの

万加変わっていくニとなんですＪ念仏は︑

んです︒み教えに聞くということは︑生き

どう変わったか︑ぞのことが大事なニとな

くるかもしれない︒解らないにしても︑勉

に茶の心得かおる人がうずに巻き込まれて

お寺でお茶でも飲んでみようや︒号のうち

うわけでもないですが︑行列したんだから︑

きたんですね︒当行したんだ︒だからとい

ルギーが︑これは私の寺たんだ︑集結して

それをすることによって︑みなさんの于吊

話かおりましたよね︒それも∇つだと思う︒

人ってくる︒庫裏︑本堂︑納甘党改築のお

うずなんだけれども︑うずに色んなもの加

さな集︑奏者込まれていく︒最初は小さな

は小さなうずでも︑それがうずまくと︑小

石仏だからｙ言へ阿弥陀様が支えてくがさ

て︑悪人が善人になる︒限られた詣に生き

ならないよう︑修行して︑煩悩を収り除い

いたい︒大きかこ一とは︑本願を疑う﹄ニ﹂に

であります︒色んなことに取り組んでもら

マイクも入り︑形が変わるのは当然なニと

です︒しかし︑お寺の形は︑暖房︑冷房に︒

を聞かせていただく︒見本は変わらないん

わりません︒お念仏を蛸りに︑浄土で覚り

かなか来てくれない︒本願寺は七〇〇牛変

思いめぐらし圭すと︑お寺は新しい方がな

と一つでも取り組んでいただきたい︒私も

﹇兄石眼︑育てることも大浙なことです︒病

けですが︑これからもご1︲1.ぃ﹇ぃ労はありますけ

なら音楽が得意︑いやＪ−ラスの万加得意

気一つ知らない︑学校の成績優秀︑あるい

る︑ぞの︸﹂とに触れない限り︑まだまだ︑

だ︑犬疋琴だ︑いろんなつながりができて︑

け勉強しない︑努力しない︑病気になる︑

強してみようや︒という形でやっていく︒

念仏の教大口︑理論よりも行勤です︒ご門

法座の時には自分の悩みに具体的なヒント

色んなことあり士すれ︒勇士しい議論仁出

れど劃二 Ｉつ︑おみのりの護持︑なされて

徒さんのお悩みのお話の申で︑よず︑私が

が得られるかもしれない︒栄枯盛衰は世の

て来る︒悪い奴らは処分してし圭え︒ニこ

できるＵＡＪある︒ビハーラを油して︑入を

どうするか︑だと思うんですわ︒そうする

ならい︒当たり前の話だと思います︒怖れ

をどう扱うか︒ビハーラの人事なとニろだ

一人で行っても︑仲間加号ｙににいる︒山⁚分

と門が見えてくる︒ある組からはもっと住

るｙ﹂となく︑やれることから︑ｙｏから尚

と思うんです︒病気の人の心を敢えて相手

いくよう念じてやみま廿ん︒

職さん︑お寺さんしっかり甘よ︑というご

古が姑よっていくんだと思います︒

武田随行長＝頁よは本当は難しいんです︒

意見もありましたが︑そのお話はこのあと

に期待するばかり︑山⁚分かどう勣くか︑そ

もっと強大になっていますよ︵笑い︶︒入

実は答えはないんです︒あれば︑門徒︑寺︑

大きな目標を持っているからこそ︑だと思

れしく思いました︒破かに︑課題︑悩み︑

ご門士＝み壮さまの活発壮語︑心強くう

○素晴らしい時間過ごさせてもらいました

自ずと接しレス変わるでしょう︒あらゆる

を抱えてい石のが人であります︒気付けば︑

そう︑でも他人の見えないところで︑悩み

事なテーマになってい圭すね︒外見は楽し

︒人の力では解決するｙ﹂とこない二と︒大

の方に対して︑どういう言い方をするか︒

れが出てニないと︑ということだと思いま

いました︒助言にあったように︑できる︸﹄

の法座でもテーマになると思うんですが︑

す︒うずに例えると︑誰かが勣くと︑最初

一
‑一

2002年10月15日

組巡敦特集号
空湘南組
15

付かせていただけば︑兄る目が豊になる︒

らない︒罪悪深重の凡夫である︸﹄とに︑気

命︑等しく核う︒大事なことは人開け変わ

ります︒

いことか︒今まで以上に聴聞に励んで圭い

歩んでくれる阿弥陀様︒どんなに素晴らし

おける過疎化の現実など︑門信徒合理勣と

市街化︑一︒・タイプに分かれる組寺院分布に

寺院運営における課題と現実︒炭山︑長打︑

タイプの特性が旦幹巡勣の推進にとって︑

り︑ニの三タイブであります︒混成するご︒

につきましては︑小都市の回復化地域であ

地帯︑市街化地域であります︒市街化地域

括的に組の特徴なり︑現状をご説明申し七

だき︑有り難く存じます︒私の方から︑総

おかれ士してけ︑ニのなかで︑ご出向いた

悼の意を謹んで申しトげます︒ご門主様に

辰田報恩寺住職 圭ず︑前門様道化に哀

○若い僧侶が新たな取り組みに熱意

と思えるのです︒︒方︑現状は倣しさを増

現状は︑他面︑守りかかっているのでは︑

うニとなんです︒開拓の︑酒大の遺産に︑

のみ教えの申に︑生きてきた方が多いとい

日本海沿岸のご門徒が多い︒レロくから亘宗

の地には︑北陸出身者が多いのも特徴です︒

ない課題ともなっているのです︒圭だ︑ゝ一

辰田報恩寺住職より現況を報告

そのことで喜びを感じていただければおり
○南組の実情︑活動現況を発表

会を務められ︑冒頭︑ご門≒をけじめ︑一

がたいと思います︒すばらしい緊張の時問

決意表明・山崎八千代さん︵警報寺ご門

行ご撰師を紹介︑このあと︑爾組ニハカ寺

法座Ａでは副絹長の警報寺天野住職が司

徒︶＝阿弥陀様は︑何時でも︑何処でも︑

の住職︑坊守が御門主に拝謁しました︒法

司会 テーマについては相談所のみから

ＯＯにいるよと︑私におっしやってくれて

は楽しいと思う時もある私︑その私の友と

詳しくお話かおると思います︒組活動につ

座Ａの進行はあらまし次の通りでした︒

して︑何時でも︑何処にでも︑南無阿弥陀

いて︑門信徒︑僧侶︑寺族あいまった基幹

いうテーマに照らし合わせ︑現状を共有し︑

ある意味でネックなのであります︒半面︑

げます︒当組の構成地域は炭鉱定格︑農村

ネックだから二と︑乗り越えなければなら

親しく話し合いもたれれば︑と考えます︒

運動のなかでの啓発︑実践の活動︒また︑

仏様におられます︒こんな身勝手な私とち

います︑涙ながして苦しんでいる私︑人生

酒ごさ廿てもらいました︒

山崎さん、決意表明です

など︑農家のご門徒の方々も深刻な沃況な

作地帯ですから︑米余り︑減反︑価格低迷

けています︒さらに︑農村においては︑米

まして︑寺院運営の先行きに不安を投げか

いる︒また︑経済崩壊の影響も深刎であり

現実です︒基幹運勣も人変な影響を受けて

一部︑コンタクトをとりながらというのが︑

るんです︒お寺のご門徒も離散しています︑

が相次ぎ︑伴って人口が都市に流出してい

しています︒二十年前頃より︑炭鉱の閉山

して︑都に巾開放に収り組みました︒夕張は

坪井高行寺住職＝炭鉱の現状を憂慮しま

遥在の事例がござい圭すので︑報告します︒

司会 過疎化を背毀に︑都胆開放︑新寺

と解り安いものにならないで︑しょうか︒

念であり圭すが︑難しいといいますか︑もっ

加えて︑お願いなんてすが︑基幹運動の理

示をいただければ有り難いと思う次第です︒

ろですが︑ご︒行におかれましても︑ご教

達が︑新たな取り組みに挑戦しているとこ

きましては後発ですから︑条件はよくあり

資金のかかること︑立地条件は︑都心にお

けです︒しかし︑都心開放といいましても︑

成七年︑汀別心に都市開放に踏み切ったわ

であります︒薗寺に不安を感じまして︑平

地への変貌に加え︑高齢化︑少子化の時勢

○○○人にまで減少いたしたのです︒過疎

現在の人口は盛んな時の十分のく 一万︒︑

十年代に入っての閉山で︑人々は山を去り︑

門様︑ご巡放もいただきました︒その後四

炭鉱の町とともに歩み︑昭和二十一︒年に前

各住職からの意見、要望の場面です

国内有数の︑ピーク時には人ロレ万づ人の

匍ｄ憧●

んです︒

●●●Ｓ●

ません︒ご門徒のご理解︑協力も不可欠で

・』●・

炭鉱町でした︒申一寺は明治一︒ト久年より︑

現状の危機を乗り越えようと︑昔い儒仏

●･
¶￨･・ｌ
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した︒困難を昧わっています︒圭た︑都㈲
の現状は︑核宗族︑典働きの家旅の方が多

ろも人きいが︒

方法として︑インターネット上に縦組のホー

取り糾んでいますに坊守としては雄一︒︒十人

マに︑私口弁族婦人会に︒０年ほど面から

そういうこと涌して組の基幹運動に携わっ

意では︑オリジナル演劇を上肢しました︒

人にも首千しました︒空烏合の四ト到年・心

ムページを開設し︑▽殷社会との接点の拡

今の若い匪代の特徴です︒親子閲孫も希薄

申︑レ八入が参加して活動しておりまして︑

ている︒中言牛︑仏の7.を育てる︑彩絵割

女北岡参画をテ

です︒ご先祖︑ご仏壇の管理も︑儀式はす

先ほど相談員さんからのお話にもあり圭し

は︒０牛以上の収り組みになります︒それ

家郷坊守︵陽に寺︶

るが︑それで終いってしまう︒既存の都に巾

たが︑当絹は北陸出身者の方が多く︑先代

ぞれ一人︒入部活発化するように︒多忙に

そして自分の目線でものを見るの絹へ

寺院は︑今ある檀信徒を守る︒私達には守

からの遺産を五十年後︑︒００年後にも引

なっているも事実ですが︑結果はすぐ山々

べＩＵ

るものがないのです︒すべてアタックであ

き継いでいけるよう務めたいと思っていま

し

る︒当局の対応として︑過疎化の寺院に渥

いが︑近い将来︑和江和江の寺院︑ニ江か

司眉引

じ井鶴林寺住職９光蛮語師部熱心に取り

司会 同朋部の運動からも二言︒

らの寺院に応じた縦穴をしていく所存です︒

す︒

防雪さんどうでしょう︒

川合 豹いスタッフも揃っている︒若い

かい于を差し仲べていただければ︑と順う
次第です︒
司会 都心に打って出る寺院の半面︑残っ

鳥偏坊雪︵本覚寺︶＝土曜学校を開催し
ています︒また︑卜濯学位を卒業し︑お乍

て活動している寺院を代言して︒ 杉原真
言寺副住職＝私のところは﹁一ごという炭鉱

夏季通信を発行しまして︑現在三卜一号に

に来る機会が少なくなった中高生を刈碩に

在は︒づ三︑〇〇〇人となりました︒過疎

なっています︒防守七人で協力して取り組

JIミ■

の町です︒人□はかっての七万人から︑現

地の寺院のおり方として︑良法かは念仏の

講師陣も積極的に応答

んでいます︒いずれにしても私言ができる
．人でぱなかなかできない二とが多

1︲ SI

４海松

コヅ

む今

ち烏
゛ぶヤ､￣￣'〜４弓６原迦̲

道場として︑太郎巣って二ないと意味がな

こしし

いので︑五人とか七人の仲間で︑微力では

い︒地の利として︑札幌にも足を巡び安い︒
刈︒㈹の言座を・︒回にし︑夏・場だけ一︒︒ドお

あるけれども︑一半︒ルー足を進めています︒
句合 男性の皆い方︑空雨合から︒

つとめし︑一時間かけて故ｍにに巣ってもら
う︒念仏の示指として百言寺は故巴に二だ

原0.古京住職＝継続がＩ入京を七つとうに
例言を問いています︒ニのなか千ケレホレ

わっていきたいと思うのです︒都市間敦仁
重要な手段だと思いますが︑過疎地でなけ

た︑現恍にげんじることなく︑新しい伝言

徒のつどいなどド収り組んできました︒ま

法話︑過疎地の取り組みとして︑隨郷門信

お寺は坊守さんでもっていると︑ニ

夥妬徊バ

４晦

参磁

ｓ吻弗
ゝ《心

昌

れば︑味わえかいものも入翁にしていきた
ｔべｃ

ｊ
一口

乃、
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進めていま比

ている︑そのｙ﹄とをみんなで共有したいと

かれていると思うんです︒わが身に聞かれ

題を︑同じ場で︑僧侶︑ご門徒みんなが聞

を通して︑どう行動していくのか︑同じ課

共通にならない︒現実を知った時に︑念仏

がなされるよう努めていますが︑なかなか

ｙ高橋本鎚寺住職工差７
別問題での具通認識

テーマに意欲的に収り組んでいます︒

の問題で苦しんでいる人の︑悩みに応える

伝道などに取り組んでいます︒現在は差別

などに長い年月の成果を文書で伝える文書

組圭れてきた基幹運動です︒同朋部参加者

一度︑取り返していくｙ﹂とだと思います︒

そのご苦労︑何のためなのか︑互いにもう

一人でも多くの念仏者が集よってくれる︒

寺なのか︑ということだと思うんですね︒

ても集まる入部いなければ︑何のためのお

寺するかだと思います︒お寺部りっぱになっ

なことに違いないが︑原点は何のために護

れの摸索を特っている︒お寺のこと︑大変

てもらいました︒条件が違っても︑それぞ

ら︑精一杯取り組圭れていることを闘かせ

配の僧侶に開わらず共通の問題を抱えなが

いる歴史のなかで︑しかし︑若い僧侶︑年

青島随行講師 それぞれが背負わされて

ている︑感心させられました︒

話をお聞きして︑当組は若い力が生かされ

招聘も犬事だと思いますが︑みなさんのお

性︑忘れないよう取り組まれ︑中央からの

とだけでない︑楽しめるもの︒日常の差別

ン法話もそうですが︑教化活動は冷しい二

て︑組が活性化されることはない︒テレホ

これも︑どちらの組でも︑女性の力なくし

います︒女性が強い︑ということですが︑

なすｙ﹄とは何か︑を考えていくことだと思

われることだけでなく︑なしていること︑

こに沢山の喜びがありますね︒数宇にとら

お顔が︑おみのりをお聞きし︑変わる︑そ

のように集まってきて下さったご門徒様の

もあるのですが︒

ような二とができないものか︑そんな思い

組において︒人でも多くのご縁をいただく

もらい教学︑声明など︑教示いただくなど︑

いただくとか︑あるいは複式の先生に来て

いていただいて︑門信徒︑寺族にご教示を

重要ですが︑半面で︑勧学の方に組に出向

総参拝など︑私どもが本山に出向く︸ことも

ました︒また︑本山への要望として︑住職

ついて︑公利︑平等を期す組換えも実現し

あった︑会計・組費の監寺仏祖の在り方に

が︑全体として︑前年度に十年来の懸巣で

それぞれに取り組みを進めているわけです

今日を喜びの原点とし︑ぞこに弑って︑こ

を八割し︑ラインを引くようかこ一とより︑

とニろから出交する意欲が必要です︒未来

二ろなんてないんです︒むしろ地盤のない

ろで︑同じ状況なんですよ︒基盤磐石なと

る気がする︒環境の激変は全国いたるとこ

るのか︒自分の言葉を持つと︑運動が広が

お伝えドさっています︒臼⁚分ならどう伝え

力とは何か︑迷いを破ってくれると平易に

していますよね︒ご消息におかれても︑他

安い言葉で︑いたるとニろでみ教えをお示

務感で宗報を読んでいる︒ご門土はわかり

もの︑読んでいく気力が失われていく︒義

て︑手を繋がないと︑生きていけないとい

んです︒今の目本の不況はみんなが豊になっ

と口本の貯昌平をみると︑目本の方が高い

坦ではない︒経済低迷というが︑アメリカ

在はそうではない︒生きるか死ぬかの上坦

らこそ︑花開いていったと思うんです︒現

けで︑大変な時代でしたからね︒厳しいか

は︑命がけでした︒介を繋いでいくことだ

ているんです︒かって︑ハワイ開教した時

寄りかかる遺産︑もうなくなっていると思っ

寄りかかっているとのお話かおり圭したが︑

いと思います︒お話の中で︑過去の遊底に

武田随行長まとめ＝ご要望は持ち帰りた

司会 当組基俗言は十二部会を構成し︑

基幹運動の理念がわかりにくい︒孔﹇かれた

組巡教特集号
空湘南組
2002牛10月旧.￨

ていけるよう務めたい︑

るよう︑おっしや石通り折り安い遥勣にし

りまして︑当時の的門の印象として︑お読

分などは︑当時と沃況が犬きく変化してお

解る︑そういう宗報の作成も指示していま

バなど収斂し︑︸﹂れＩ即を見れば︑みんな

販の大きさを見直し︑プラサーダ︑サット

指示しています︒また︑宗毎につきまして︑

については︑もっと解り安いものを出社と︑

巡回ｍもございましたが︑来年度の圧幹運動

理念だけを前面に押し出している︑という

ます︒基幹逓伝の理念が解り難がっかり︑

くっていくこと︑私の意見として特ってい

色々な問題を含めて︑そういった則源もつ

るいは都市自体が過密になっている事態︑

もあるわけです︒︷水祇の七百１.卜遠忌︑あ

援しよう︒ただし︑これからの対談の問題

疎地のお寺を耶淑にもっていく時に財政支

い圭したが︑過疎のお寺をどうするか︒過

東京の都㈲圈にお守を︒過疎の問題が出て

現在の宗門の大きなテーマです︑都市開放︒

ないと思うんです︒開く伝道というヽニとが︑

ません︒とて割ご﹄の危機を乗り回っていけ

子白衿の時代まで︑宗門の願いを届けられ

くなっている私達が︑但っていかなければ︑

大変・かもしれま社ん︒寄りかかる遺楽がか

○年前の北海道の開拓の時代より︑もっと

ミ年間経過しておりまして︑海外 I敦の部

き圭すが︑前門の広縁蝕は︑引退後︑二十

ているところです︒付け加えさせていただ

おるのか︒より一倍︑深刻な思いをいたし

なんです﹃宗門の将来に私か歿ぜる遺産か

ありまして︑身に染みて︑先のｙ﹂とが心配

か︑そんな風に前門に聞かれているわけで

と思っています︒今度は程が︑後は大丈夫

親の思いを受け継げるという︑ ﹂とてもない

順寺の中で︑いっしょに住まっていれば︑

は余りそんかで﹂とは感じてい士甘んで︑本

気がしないと︑よく言われるんですが︑私

私は前門の親元から離れて︑親子のような

今︑思いを深くしているとヽ一ろであります︒

だけのもの︑引退してからよく茜けたな︑

ない二とが︑沢山書いてありまして︑あれ

し圭した法縁鈴でございますが︑私も知ら

礼も申しＬげます︒ぞれと︑前門が古き残

ました︒この場をお借りしまして︑葬儀御

様々な五加により︑なぐさめちもいただき

を問いて仁らい有り難うございます︒また︑

いただき︑ご迷惑をおかけし圭した︒無理

前門の選化により︑六月の約束も延期して

加佐杯の音頭︒打ら解けたお話仁・言廿てい

随行長加あいさっをされ︑道教区教務所長

けておもてなしをさせていただき士し九︒

ました︒町内で︑北海道らしいお前に心か

庄屋Ａ終ｆ後︑二度目の夕食言が聞かれ

○夕食会も︑もたれました

いというこというｙ﹄とですら

する︑なくならないという︸﹄とにはならか

います︒私の経験では︒般論で毎回をなく

と︑そうした解決方法を桓崇すべきだと思

を知ったトで︑その一つ一つに丹心するこ

論で治すニとは出来ないでしょう︒且絹み

問題としてとらえるべきです︒病気を一般

けにはいかない︒ノ殷論で︑済まされない

が言います︒その︒つ一つを押しなべるわ

教えと︑現実の差別は︑∇つ一つ成りぐち

問題の収り組みですが︑宗祖の御同朋のみ

感想を述べさせていただきます︒同朋差別

象を強くさ廿でいただぎました︒一つだけ

て活動されていて︑素晴らしい組だとの印

域に広が石組として︑本当によく圭と士っ

して︑寺院数からみましても︑ニの広い地

お匪話いただきまして︑御礼申し上げます︒こす︒｀一方士当組のお話を闘かぜてちらいま

ご門士目⁚組巡赦全体を涌しまして︑まず︑ み︑ご理解い作にだきたいと思うのであり士

す︒来年度からは︑ニフっいった二とができ

そんな中ですから︑ご浪浪の伝達も︑丁○

割り切って︑近所の人のお匪話にならない︒

・う状況になっていないんだと思うですね︒
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ただいたのです︒吉野川長も︑早朝よりお
すが︑予定通り︑外での立食パーティは実

きました︒七月でしが︑寒い目だったので
施しました︒その外に前門様も臨んでくれ
ました︒寒いので︑温かいものすぐなくなっ
てしまって︑残ったのはビール︑スイカな
ど︒それでも前門様はにこやかにスイカを
いただいて下さったｙ﹂と︑心に残っている
んです︒妙華寺は平成人年で開放一〇〇年
を迎えました︒一〇〇年を記念に本堂を整
え︑ぼっとしたのか︑前作が往生いたしま
した︒拡が組織いたしまして︑なんとか︑
ご門徒様はじめ︑組内先輩︑多くの方々に
支えられてきました︒二の町は本田畑帯︒
近年離農が進む半面︑札幌のベッドタウン
化も進んでおりまして︑新しい作宅も遣成
されてきています︒新住民の人口も増えた

く思っています︒

年五１六月ほど︑門徒だ上りを送って︑お

かれたご門徒様とは︑文書でつながるよう︑

こまで護特してきたつもりです︒遠くへ行

合いし︑多くの万々と︑何とか力強く︑ｙ﹂

して︑この方途は︑南幌を離れてもお付き

たでしょう︒▽○○年の年月︑先輩のご苦

前門の好物でしたから︑寒くても人丈夫だっ

ありがとうございました︒お話のスイカは︑

目実現しました︒無理を聞いてもらって︑

一ケ月ほど︑延ばしていただきまして︑木

ありがとうございます︒また︑約束の川⁚⁚⁚﹇︑

○スイカは前門の好物でしたから

念仏を伝えられたよいなと思って取り組み

労︑そして力を合わせて︑お寺を支え︑兜

けれども︑でもお寺の申ではもともとの町

を進めているとｙ一石です︒何よりも︑従来

実さ廿てきたこと︑それを受けて︑心を一

ご門土＝わぎらいの言葉いただきまして︑

より門徒推進貢の万を中心に︑役員の方々

つにして︑お寺を犬今にしている様子︑お

民というか︑ご門徒さんがやはり︑中心で

が力いっぱい取り組んでくれるｙ﹂とを心強

緊張の面持ちでした

疲れをねぎらうあいさつをしました︒

○締め括りの神埜住職も緊張ぎみ
︒一十七日は南幌町・妙華寺様お立ち寄り
でした︒お迎えのあと︑一同と集合写真を
とられ︑本堂に入って︑御門生のお焼香︑
コ打紹介に引き続いて︑行事が執り行なわ
れました︒のち植樹︑お庭でくつろがれ︑
帰山となりました︒妙華寺でのご様子はあ
らまし次の通りです︒
神埜住職あいさつ＝まず︑前門様に弔慰
を表したいと思います︒二百︑思い出なの
ですが︑ニト年前に前門様にご巡敦いただ

お疲れをねぎらいました

の念仏は︑自分の都合でとったり︑捨てた

に親言聖人が敢えて下さった慟無阿弥陀彿

は︑宗祖以外にも沢山おられ圭したが︑特

教えてくれました︒念仏を勧めてくれたの

祖雑言は南無阿弥陀佛のお念仏を︑私達に

寺を支えてくれる二とになるでしょう︒・宗

さっているので︑そのｙ﹄とが次の伊代にお

くよう︑みなさん︑よりよい道を探って下

うが︑念仏の教えが広く︑深く仏わってい

に応じて対処していくという︸ことなんでしょ

ことです︒時代の変転には︑それぞれの特

話から伝わってきました︒本当に有り難い

とｙ﹂ろが忘れられている︒親鴛はぞのｙ﹂と

もって︑歩行・道なんです︒今の時代はその

だいた︑その自分を受け入れ︑内ら責任を

如来によって照らしだされた︑教えをいた

にする︑出立とかではないのです︒阿弥陀

他力の本願は︑コロコロと変わる程を頼り

本︑そのｙ﹂とを親舜は教えてくれたのです︒

であります︒その働きをいただく二とが根

声として︑働き続けて下さっている︑お心

らお願いする先に︑凡夫を心配され︑呼び

のです︒阿弥陀怖の働きかけは︑こちらか

ものなのかを︑荷えていただきたいと思う

広い匪界から︑自分ほど︑ニまで頼りになる

れです︒当然なんだけれども︑もう一歩︑

ば自分のｙ﹄とが大切︑というのが時代の流

は︑個性︑自立︑自己責任といった︑いね

きをいただくｙ﹂とが根本です︒今日︑人々

働き続け千トさるものです︒ぞのお心︑働

はなく︑先に心配されて︑呼び声として︑

月︒目には四十九回の法要を控えてのご巡

ご門仁におかれ圭しては︑他門様造化︑八

しては︑空知座組が最後となるものです︒

川を立てられ圭して︑北海道教区におきま

年より︑全国五こづＴのすべての組巡教の仲

元年に伝に則奉告法要のおっとめし︑その翌

前門様より法灯を継承いたしまして︑五卜

ます︒組巡教は︑ご門宅が昭和五トー︒年に

た︒ｙ﹂の場をお皆りし圭して御礼申しトげ

皆様には︑様々な形で弔慰をいただきまし

武田随行長＝前門様ご葬僕につきまして

とうございました︒

用のところ︑温かく迎えてくれて︑ありが

いただきたいと念順いとします︒皆様も多

めてもらい︑身近かてこ一石から︑行勤して

琳び︑高い理想の乳とに︑運動に関心を深

を向け︑動物︑植物乳首めた︑介の尊さを

のお心を頂いてくださって︑広い世界に目

自分の言葉で︑み教えに則して︑阿弥陀他

らい︑共に聴聞するｙ﹂とが課題なんです︒

一一

りするものではありません︑広い世界から

を︑船に例えられ主し酉言大悲の願船︑託

教でございます︒ご門よにおかれ土して仁

一一

の働きとして︑こちらからお願いするので

言の船︒煩悩の荒波を力強く追石船の︸﹂と

生涯︑心に残るご巡教であります︒ｙ﹂れ乳

囚縁と︑いよいよ卸東横のお心をいたださ︑

です︒
誰でも分け隔てなく乗せてくれる︒ニの

子牛孫の代までにお伝え願うご聴問に励士

てい士すが︑そんななかで二十一匹紀は心

二とには犬きな意味言主れているんです︒

をテーマに宗門は基幹運動進めていま

の時代とよくいわれます︒人々の心に︑牛

れる乍順う次第です︒社会の混迷が深よっ

そのなかで私白身がみ教え聞かせても

守門の活動︑念仏の声を匪界に︑子や願主
で
付
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教を機縁に︑さらにｙ﹄の伝統を守り︑問法

に応えるのが私達の役目です︒二門主二巡

今日︑当寺かおるのは︑先途の遺徳︑それ

当寺の現状︑歴史が述べられていましたが︑

ん︒厚く御礼申し上げます︒住職の御礼に︑

の上ないご縁をいただき︑喜びに絶えませ

願い申し上げます︒

宗門が発展していくようご尽力も重ねてお

気付かせていただき︑間法し︑教化され︑

いただく︑阿弥陀顛末の二本順に︑改めて

命の尊さ︑介を恵まれた喜びを気付かせて

と指摘されていましたバヘ いい面と︑しか

た︒個人の尊重を人㈲にする特代になった︑

のが強い時代になった︑とおっしやいまし

いるんです︑ご門士が個人︑自分というも

しかし︑毘かさの背後には︑欲望を抱えて

しています︒寿命も延びて長寿になった︒

先の時代になって︑快適であることを享受

んですね︒しかし︑私達の今日は︑利便優

千五〇〇年前︑釈迦が示してくれたことな

て︑解決していくのが︑仏法の教えです︒

るのではなく︑生と死を一環しかこととし

は出来ないことです︒生だけ︑死だけをみ

いざよすが︑このｙ﹂とは何人も避けること

迷いのなかで︑悩み︑誰もが介を終かって

していく道︑それニそが仏法の根本です︒

本は苦なりとご教示があります︒冷を解決

肖ってのご門土の教書に︑私達の人生の根

きたい︑と思う二とであります︒ご巡教に

し︑念仏の心を生かした生活をしていただ

百島随行講師法話＝ご門生の教書を生か

○苦しみを分かち合う生き方を

自分を本当に犬切にしている︸﹄となのか︑

るんです︒人を杵しのけて生きる生き方が︑

ぞ︑悲しく︑率いニとを︑乗り越えていけ

えに牧うぞ︑という本願他力であるからニ﹂

生き方の︸﹄とです︒煩悩具足の凡夫なるゆ

しい︑そう思べご﹂とによって︑生きられる

いる私︑その背中が照らし返され︑恥ずか

ご巾心の生き方をし︑如来の願いに背いて

と噺愧の生活であります︑とあります︒い１１

悪生死の凡夫であることに︑めざめ九喜び

の本願を究極の筧り所と仰ぐとともに︑罪

仏で生活するとは何か︒その生活は︑如来

本願力によって浄土に往生する︒では︑念

じ︑念仏申さば︑仏になる︒阿弥陀如来の

であるｙ﹄とを示してくれました︒本願を信

えてくれました︒一一役目は真実とは︑他力

えていくこと︑そのことを数分⁚一役目で教

匿俗に押し流されるｙ﹂とかく︑具に千を携

本当の喜びがあるのでぱないでし上うか︒

うか︒悲しみを分け合っていくＡＪＯ石に八

いくなかに︑人の本肖の幸せかおるのだろ

に広がって︑他人を傷つけ︑踏みにじって

二門徒謝辞＝巡目︑お疲れのとｙ﹂ろ︑ニ

に一掃の精進をしてまいりたいと思います︒

し︑我とはき違えている而もある︑とおっ

けです︒

方のことをおっしやっていただいているわ

苦しみ︑悲しみを分け合って生きる︑生き

自分中心の思い︑どこかに︑どんと

白分を開き︑共に生きるニとの大切さが呉々

りを聞くニとが犬乍なんです︒閉ざされた

朧を据えているんです︒ですから︑おみの

／Ｚｆ
しし

しやいましたわ︒自分だけ︑人はどうでも

遠隔、現況を報告しました
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即如門主
１
２
３

４
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空知南組ご巡教の記録

2002（平成１４）年 ７月２５目（本）〜７月２７目（土）
数託言
帰依式 １ ６ ４名（男６４名・女Ｉ
０ ０名）

期
日
行事寺院名
参加者数

式 典 ２０７ネ
広座Ａ ６２名
広庭Ｂ １６０名
５４名（組内全憎指数11.7名）
①寺院名 広王寺
②寺院名 大安寺

参加僧侶数
巡回寺院

③寺院才l

妙華寺

６．組長所感
前門株価往生道化のお悲しみ深い申でのご巡教、無碍の一道のご教化を賜わり、最勝稀
有のご広縁でござい圭した。天候不順の折、空情牡渡り、ご門主株お迎えの好口和となり、
日程も全て順調に進みました。お立ち寄り寺院での光栄と感動、帰敬式の感激、式典の緊
張、広言の和らぎ、ご門主株の家旅人としてのお言葉。親しく語り合った有意義な集いで、
いよいよ同一念仏の決意を新たに致しました。
空知南組
時

即如御門主組巡教

会所所在地

間

行

日程
事

備

考

７月25目

千歳空港到着
シェラトンホテル札幌
帽叱聯悶岨厚川中九

N:30

宿舎御聯御宿泊
スタッフ杓ち合わせ

20:00
7月２６Ｈ
８：１０
９：１５

〜汪MI｣匹11C〜美唄TC〜
法王寺

宿舎御発
法王寺御巡回

法王寺御遊

大安寺御巡回

法王寺御発
大安寺稼￨｣若

空知南組御巡教

大安寺祐￨｣発
教覚寺榔着

(記念撮影・植樹)

美唄肘茶志内３区南
９

１０

佃
jo

大安寺
空知郡牝打す快拘4

(記念撮影・植樹)

00

ｎ

50

教覚寺

御面接・御昼食

列｣陽凛￨.僕角田匹
13

15

帰敬式（164名）

H

30

式典

15

30

式典終j'
〔記念撮影211･D植樹〕

16

00

回

佃

認

00

19

20

19

法座Ｂ

御性交
法座Ａ

御礼言・
教覚寺御発
御タ良
会梅御発
宿舎御着御宿泊

40

19

50

20

50

21

00

和食<味道広路〉
ｼｬﾄﾚｰｾﾞｶﾝﾄI卜牡訓匯
夕張郡栗山別宅森

宿舎御発

7.月２７Ｈ

妙華寺積￨]着

９：００
９：３０

妙華寺
空知郡南幌町匹10

10

00

11

00

妙華寺御順回

(記念撮影・植樹)
妙華寺蓼￨｣発
丁一鮭ダ港御着御｣帰￨￨￨
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教

法

覚

王

巡回寺院

行事寺院

役配

巡回寺院

役配

寺

寺
門でのお迎え（役職・氏名）

法王制玉織

講師送り（役職・氏名）

法下作衆徒

会係

互教ﾐ｣戸衆徒

連絡係
司会
大

安

犬女竹住職

講師送り（役職・氏名）

静雲州主職

やに芦とくじよ･ヽ
山崎徳政

1､￨.,･JわひごＥ
西川 秀人

6わM･）I̲.ん･.りっ
川原ｲ言明
は9
訂さゆき
原 正幸

会係

連絡係
司会

巡回寺院

拉ぶ玉⊇

寺

｜門でのお迎え（役職・氏名）

巡回寺院

妙

言仁前足
加圧公示

fつやぞしゆ'fい
松山
奈良

華

1､.やt らめ１
霊山 下澗
にやしでり､..￨
柿寺止雪

ﾘ,ん

縦対聯4y

寺
門でのお迎え（役職・氏名）

妙平方住職

講師送り（役職・氏名）

高行か衆徒

会係

警報寺住職

連絡係

つほい 乙兄
坪井宏慧

司会

j謳

先導水孫

拒賊

y,ルの
神埜 真 tl.
ﾀ11い ･,､l
坪井宏慧
1rりＥの ･戸ヽ｀。
大野腰高

盲
宵

岸註宗谷

