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憎作︹

去る二月四日の臨時幼丙会に於いて︑
組同名研一の僕平を戴き︑組長の任を御引

肇刀ではありますが︑皆憬万の御教導のもと努刀翠ず所存であ

受け致しました︒もとよ無聊字︑非凧

ります︒﹁御同朋の社会をめざして﹂の檀語のもと︑昭和六十

二年〜六十三年度に柊打した釦茎紆運勲も︑組円各恒の熱量ｙの

︵平取元年︶は新たに日校浦翌が結成され︑部会の充実に伴い

ふれる活動協刀をいただき順遥四に各部会の結成が進み︑又昨年

今吸はなおいっそう︑部会の活動円容が問われる転換の時でも

尚︑まぶく縦丿淫回⁚一信漣の遠方の脚力を頂きつつ︑

あろうかと存じます︒

した罪如宗主四〇〇回忌︷痩要︑本順寺々基侈転四〇〇年記壹法

−はじめとし着と準備が整まりぶ

要も明年︵平唇二年︶になりました︒さまざまな苫鼓笛危順を

乗位娘凡られ︑垠花の御氷山威容の某を築いて下さいました宗

主の脚法要に︑汐・南組に於きましての団参計画等も急速に亘居⁚

化をしていかなければなりません︒よろしく御配意の程をお願

い致します︒又︑高泥流邪化に対応の為ファックス導入か図ら

れていることはすでに御承知のことであり穿ずが︑ＯＡ機器の

導入ｋ９４¥ｍｉｅ っえで眼刀を発揮していくものと期待して

おります︒今後ともよろしくお願いを致しまして︑就任の恰拶
と致します︒
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ウンを改めようと動いて居りますのに︒

勢を崩しません︒世情の流れはトップダ

定める事は出来ないと︑所長は萌固な姿

制の件は︑総局の行政指導により区今に

見と致します︒

り呈ｊよう︑よろしくお願い申し上げ愚

す︒今後とも皆々様の適切な御跨諸器︸賜

次の機会にご脚圈函︲し上げたいと思いま

に意の通じぬ事と存じますがご盲管 ｰＩ

以上︑思うまま書き述べました故充分

あげる次第であります︒

精悍谷垣の御支援の賜りと深く感耶甲し

職を果たし得ました事は︑仏祖の冥加と

百円の値上げに脊悪政しました︒但し︑

ました︒種々検討した紐果て尽ヨたり三

いて協議した後︑賦課金珊額案が示され

で常備会を開くヽよう提唱し先の事項につ

本年区分変更という錐穴な件があるの

ー︒各部門リーダーの育ヱ収と仏骨活動の

基蔀屈μ池展望石して

ないと感じます︒今年度より書限ｙ年齢は

ている現実は我が組についても削舛では

みで申豪邸的な亘征策の必要性にせまられ

‑

る動議を提出賛悪は得ましたが︑條件に

小生は条件を付帯して区今の変更を認め

■

■□■□■

この間のＩ︑二の件について綴ってみ

護持口数の改軍と賦課基準の見直し帝す

‑

﹂
⁚︲教区会を省みて＝教区会議員
高橋 輝信

圖劃一劃

前議員で績長を務めました万

の提案した付措決議を認めて区会変更が

不備な点があり条件は取り下げ︑Ｎ議員

北和気沢﹇︷ ロ⁚

なる責務を感じ︑緊張しQ＆x％｜年四

Ｕ財７で可決されました︒小生は条件よ

より議員斡袈輩ｔ頂戴致した時は︑皇天
月臨時教区会に串席してから去る三月二

藤沢 正記☆★

前年屎︑教−ａ爾の講

★☆擢少年齢

評に記され精悍もご承知のことと思いま

位葱昧岑︷弱めた決眼又であったので反対

すが︑全毅耶にＩ停滞ぎ

の〜豪表しましたが︑終わってみれば午
までお互いに空腹のお疲れさまでした︒

後一時三十分から夕禽仮きの九時二十分

度四年の任期を終える事ができました︒
六十三年四月から今日まで常備会にも席

七日の第八十一回宦鼎蔚一区会まで早や丁

を置き︑欠席ずる事なく曲がりなりにも

ますと︑六十一年四月の教区会に於いて

４回書厖

２．対象者別︵年令︶の連皆新修命を年

葵蒙

宗則による某軒濡聯不部扮置に伴い従来

るとの確約を取りつけました︒宦罰蔚一区
会に於いても此の件について所長は実行

極的な参加

運罰

よりありました蔚穆協と回伍膏を廃し基

する旨香苗心の表明を致しましたので︑今

以上の日憚牽もち︑本来の目的である

３．教区いブロックなどの研修会への積

化受肘る区令が制定されましたが︑この

のと存じます︒

世の中から受けている恩に感即ずる心を

一處貼疋の手続きを経た上で進められるも
組におきましても既に取りよげられた

培う﹂という台命仏に生きる嗇少年の育

度の任期最後の教区会に於いて︑会盈問
件が上程されるとＩ羅っ享丙な巡り合わせ

進展を見せた事は如享と心得︑一層の努

開題でもありますし︑教区もその動同へ

題も含めた宗則変更による区令変更の案
になりました︒教区時報第一〇︱四万に基

成に寄与してゆきたい所存です︒

﹁心のうるおい︑生きることのよろこび

根渠Ｘ召長よ妁騨しく述べている様に︑難

力を致し度いと思います︒
題でございました︒宗則にある会長代行

２

■

６
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との反省が出て来ました︒ここに私︵住

がら︑門延｀戸数はたった四戸増えただけ

職・僧侶︶と寺院い教団の体質を改め︑

ンの下に運動が歴開されていますが︑や

﹁漁火生涯竿一管﹂のたとえのように服

害降壇に当たる職

は︑基幹運動の充

教珍答秀︷び組長

いて協議されるものと理解ずるならば︑五四々門延ヽ議員は僧と

展と一腰何のため︑いかにあるべきか︑又何をなすべきかにつ

を禁じえません︒唯︑同じ宗門の門徒として北海道藪区の発

その会議の形態や内容についても何の知職もなく︑不安の念

一

名和１１１健収☆★

すべきヽ公僕えが門信徒に自然に通じてゆ

僧愚・門信認苓員が騏窪 し全員が伝這し

寺院数二十二カ赤池ということを聞かさ

ローガン﹁念仏の声を世界に子や孫に﹂
くのではないでしょうか︒﹁以心伝心﹂

ていく﹁御同朋の社会をめざして﹂の運

れたとき︑基経涵Ｉ鄙とは名ばかりの運動

という言葉を聞かされる時︑しみじみと

動なのです︒本願をよりどころとした私

って生きる姿勢が大切と思います︒

婦入部の責任の重さ奎殤礪否せられる事

ょう︒今後︑門信徒部そして各部門がよ

泌ｗ桟壮年︑各層に通じて行く ことでし

は妁自分自身が真宗考となり雪仏苓とな

であります︒その為にもまず︹自蜃翠入

の信心が間われている平生業成の運動で

今回区らずも教区会議員に御僕苓をいただきまして︑絨に

務職責が明示され

俗とのかけ腰となり︑教えをうける者の立場から童画蜜召示す

一

★☆婦人部
扇子の聾助存在にあるのが婦人部では

信︺の姿勢番犬切にし﹁なぜ合法を聞か

り以上に友垣の斡が広まること李大いに

ないかと思われます︒以前よりの本山ス

なくてはならないのかＩ帝串釆ますなら

唯専寺凹随

▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼▽▼

われているのです︒

あり岸ず︒いま︑住職・僧佑の姿勢が問
吉野 顕隆☆★

望み努力してゆきたいと思います︒

そして私たちの宗

と日本でありま実

九ナ年代に入りはげしくゆれ勣くヽ世界

★☆僧陶部

ば︑今一度考えたく思う事であります︒
仏教婦入部は環洽酌にも非常にお寺へ集
め易い中にあろうかと思います︒しかし
それが逆に容易な気持ち膏化し︑一部分

の人のみに終わってしまってはいないで

光栄に存じます︒しかし︑その責務の重大守を思う皓︑身の

川瀬 希介

ています︒平成二

く課題は多憬化し

引き締まる思いがいたします︒お引受はいたしましたものの

門︑寺院を取り巻

く思う事であります︒寺旅婦人部・石万

年教区区令により

﹁聞かせていただく喜び﹂番働きかけた

あろうか︒何とか一人でも多くの方々に

会に於いても︑その十否となるべく研修

今回︑総旅改選にあたり組同人の人望

ました︒宗門にお

ることが吾々選ばれた考の責務であろうと思います︒折角の

を重ねていきたく思います︒

を受けて新執行部が選ばれたが︑大いに

咳会でございますので余刀を傾けてその責務を全万すること

吉野 了東☆★

期待するところであると同時に前任晋況

に約二十億円の基

いては通天十年間

をお誓い申し上げます︒

★忿門俳砥部

員の労苦を心よりねぎらい帝甲し上げる

幹運誤智護壇にかか

さて︑基幹運動もやや定置しつつある

わる予算を投じな

ところです︒

中一命百態 法﹂﹁ふ告貝伝道﹂のスローガ

３
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﹁神埜霖でぞを偲ぶ﹂

報恩脊任職 辰田 真正

﹁吉野了血師を憶想して −

家郷哲王

アメリカナイズされ︑東洋の叡智︹老の聖姪︺岑失った今

日の世相において︑老師証悟の士︸に価する人にめぐり会

とにかく全ての面に几帳面な方であった︒ぶヂしも教職生活
が量かったばかりではなく︑多分年来のものであったに違いな

師を得た私の人生は幸でありました︒

える方は幸であります︒この〜昧で生涯をふりかえ仙その

私の老師︒父の隠碍の為二十四歳で初めて妙華寺禄報恩講

に胎動︷ざ筑しました︒すべてが五〇代より上に見える多十済

々のご法中︑若輩は私が独りでした︒知っている方も親しい

ご縁の年紗において︑師の眼にはきまって純粋なき

来︑師がご濠化をされるまでの三十年間余吠その

他人への心使いもまた大変なもので︑受ける側はひたすら恐

一一

方も無いに等しい心細い私を熟と見裾える僅丈夫がおられま

⁚⁚⁚⁚⁚⁝⁚⁚

す︒一私の傍らに来なさい︒一わが師︑吉野了顕師とのご交

一一Ｈ

縮するばかりであったが︑そんなこ・とは意に介芝ず紺かい配慮

⁚⁚⁚⁚⁚⁚

を続けられるのであった︒それだけに人の〜兄には全て逆らう

船窓剽Ｅ影

⁚⁚一⁚⁚⁚⁚⁚⁚

⁚

誼はこうして時につきました︒眼は心の布と申しますが︑爾

極端に嫌われていたものである︒

は︑衣体膏可けられてかうも襟元を気にされ︑胸元の客・てのを

い︒何時お訪ねしても︑白Ｙシャツに背広か白衣布抱姿で端然

一

と茶の聞の椅子に掛けておられた︒特に白衣を窪われたおりに

一回

ことをせず︑筋の通った信念の持ち主であられたから当然御自
身の牢現任お持ちであったに違いないが︑異なる諭

旨には批判豹な目を向けながうも︑決して正面切っ

ではないの

びしい族憂がほとばしります︒そこにはいつも父で
ある眼の光りがあります︒−他人の眼

しょう︒数からいってそれほどお会いしていない私が︑吾が

者のみが︑そっといつまでも心の中

一

４

‑

ての反論はなさらなかった︒その故にこ平和なお汝
と大方の見方は一章ずるのだが人間であれば︑借禰ずるものが

師などと書くのはおこがましいことかも知れません︒しかし

です︒ここが師の希有なところでした︒まこと︑つねびとの

守一信一様が誕生日に絆巫なされたと

ながら︑私が追屠致します師の陰徳

あり︑その捌け□もあったであろうと思うのだが︒これらは当

き︑病院から帰られて一芸いこと御苦

は数えて並べ立てるたちのものでは

できる面頬ではなく︑この妙味こそ豪師に価する彗７ いえま

労さんやったなあ︑ありがとう︒一と

﹁み仏に生かされて生きるや嬉しき誕

に抱きしめていくすじの原題であり

なく︑ただ一度でもそう感じ受けた
生日 一これからの私達に︑無言のご薫

ほどに希有なものであるからです︒

ます︒それは群石の中から玉膏玲う
南無

陶旁車請しつつ筆を瀾く︒

ｊげ
＆ Q
7ら
:れ
lた
tそ
?の
1お
7心
?を
n聞
7か
rせ
jて
1い
2た
1だ
Eく
︒

しみじみ語妁かけられ︑一句を読み上

然の如く︑如来叔済の信心に裏打ちされたものであった︒前坊

唄一一ｓ

１

６
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涛知誕以上三ケ所共本派であるので︑尼

して︑宗祖の誕生院︑同じく往生院︑配

は拙坂の某派の学雅江職等の強い構想と

能な事態になるとの想定であった︒それ

べきであり︑此期を逃しては奏功に不可

こしていて︑ころんでしまいました︒何

た︒山の上からすべってみたら︑ぼこぼ

時は︑ぐらぐらしておちそうになりまし

とてもさむかったです︒リフトにのった

行きました︒その日はふぶきだったので

二月十二日に卜邨川のスキーじょうに

をあらってあがりました︒ふくをきて︑

た︒十分ぐらいでサウナをてて︑からだ

‑

恵償至又書には尼公が珪・涵習河塔琲豆の経
緯が厚男叩確証として実在ずる以上︑そ

公の往缶地だけは︑白晟に於いて決定す

回も何回もれんしゅうして︑ようやくこ

とうどう やすこ

る︒現在に至って本派が米増税等帝王張

ろばないようになりました︒お母さんと

酉墨守

﹁スギーじょうにいったこと

するのは根拠のないこじつけと一蹴して

といいました︒みんなならんで︑しゃし

たらお寺きんがＩ︒しゃしんをとるよ︒﹂

門徒等の音百八は固く︑必要なる用地の買

んをとりました︒ほっぺたがつめたくて

下まですべって行きました︒下までいっ

収ご平田への具中書答着々審案が進み︑

お母さんに︑︻ほっぺたがつめたい︒︼

いる︒しかるにその強烈な灰河にもかか

又仏婦前瞼裁の陣頭指揮による全脚仏婦

といいました︒そしたらお母さんが﹁さ

とちゃんとおんせんにはいりなさい︒﹂

寂し全国からの

ひろまにいきました︒ひろまに行ったら

といいました︒そして︑さとちゃんとス

ご配所膏肪れる

お母さんにお金牽やりって︑さとちゃん

医垂罷任豪余儀無く・せられたことであっ

門燧の参詣が出

とゲームセンターにいってゲームをしま

キーをかたずけて︑おんせんにはいりま

来るようになり

した︒さいしょに︑おかしとりゲームを

た︒しかし後事一切は︑後措肪器作強力

良き瀋胎記念事

した︒さとちゃんとサウナヘはいりまし

業であったと思

な畜貝によって訓７呑継がれた︒その後完

ハ残念であたのはー

必台貝の︑全面協刀が表柳するに至った︒

わらず末派数名の学者︑古光之ｘ厚償の

の顕彰はご瀋︷一︷ を記念して当然表現する

心･

やりました︒わたしは︑おやつ岑エーこぐ

‑

家郷 隆垣

宗祖七百回資栗石待ち受け挺盾弓あり︑

筆若蔵︶命を受け卜超の山野に点征ずる寺

院を日斑歴訪するご縁に遇うことが串釆
だ︒その時期を通じて理解に苦しむ問題
よき半身として苦難の造営共に歩かれた

を尋ねて歩いたがそれは祖師のご生涯の

内室恩借尼の晩年の住居の泌 ︒又滅法モ

百年近くを拓逼している今︑その墓所が
不同であったこと︒上越地区の住職又は
古老より知らされたことは︑第一に板倉
町来場の田の畔︵民宿︶にこぶしの古木
の根元に古びた石の五輪の撲﹃第二は新
井駅近くの東別院の壌円に建っている忠
塀罵第三筆凹はその折｀肪の寺院壌囚μ寺
にある五絃塔とのことであった︒折根圧

‑

冴だ
史

年の居賭を経た聖垣である︒甘六頃宗門は

約七百年前には三好豪族の女忠信氾と五

ぬ御配聊のあと﹂日下和上の軸がある︒

の問は﹁法の遠音に夢破られて枕ぬらし

の前︑私は国府別院の奥庫籤に居た︒床

顧みれば昭和三十四年一月御正笹藪修

隆王寺住職

〜わが生涯に出遇った一つの思い出〜

咎
置
なって本願蚤取又書庫から舎兄せられた
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らいとりました︒そしたら︑
ガンバッテー

定かではありませんが︑どうぞ

︻凍唸乙部︼
○一九八八年７月より第３期

︱・

されました弧鯛内外より商

組の﹁再発見的立場﹂で発刊

12回の全研修を終マー歌しまし
た︒終了式瀬蛋弐懇親会田

諸研閲哨本年５月11日にて

︵組会・茶伍居

811価鯖転

お母さんが﹁すごいね︒﹂と
ほめてくれました︒そして︑
でくれました︒ラーメンを食

お母さんがラーメンをたのん

ｌｔＥ

●開奉︲︲明条巨十三年出獄影所

落涙︑昭和二十五平庫裡新

裏庭完成︑四十八年庫裡新
〃飛石千六年女殿新築︑五
十七年龍門士・天谷光昭留︷を
頑凡開基八十周年法蒙販修

発粁肪 寞卸南組々長事穂所

編集 き・知ま

一九九〇年六月一日 第八号

英・天野ぶ海

仙薬・辰田真弥・萩山敏

桶盾″方彦・神埜真・永岡

スタッ

い申し上げます︒︵Ｋ・Ａ︶

回禄ご協力湯りますようお願

でございます︒どうか前任考

ト于べく努刀してまいる所存

組み︑この商い評価を襟時間

組の﹁新発見的立場﹂で取り

読者のニーズに欠ｙ凡られる︑

をしなければならないのか？

何か望蛋れているのか？今何

あたり新スタッフのもと︑今

た︒第８号そ世に送り市すに

多べ聞かれるまでになりまし

い評価を受け︑称賛の声が数

○２月12日寺院早島研修会︒参

−

子凭参加者36局

︵？︲０月９日宦期組合う
いずれも岩見沢サンプラザにて

加雁□概︒於・︲︲証法寺

Ｈ==１４ｓｇｔ

○４月25日−

今

べおわって︑お父さんが﹁帰
るよ︒﹂といいました︒わた
しは︑﹁天気がよくなったか
といったら︑お父さんが﹁だ

○３月11日仏骨研修合一参加考

︹嗇芯生︲郵一

め︒﹂といったから︑帰りま

ら︑もっとスキーやりたい︒﹂

した︒とってもたのしい一日

設立︑明岫三十五年五月に
現在地へ移転
●珊号公称てＩ９礁千丁七年三
月二十五日に認可
●歴代住職︒開基・永岡左南
二世・正憲︑三世・龍憲

築︑同年七月三十日大谷光

●沿叢書項・︲︲大正十四年本堂
○Ｕ月19日仏壮10周年肥溜瓦典

照門主削渥疵弧︑四十三年撞

回冴磋亜

於ふ百尽武﹁味力﹂

○４月19日石膏ぶ耳聡会︒

︹婦人耶︺

耶名︑於；︲法王寺

︵Ｗｊ月18日日坊柳修合一参那考

印哉於・ふ召還芯
★

でした︒
★

◆南据祠輩寺で昨年辺月６日

と入雙薦おめでとうご

羞男誕生Ｌ旱哉︵たくや︶君
皿
ざいます︒

並びに研修会ご於・︲︲栗山リオス

■ホ叉酢苦源涵渥玩原正
泰きん京都よ妁傷院致

観光ホテル︒

楼堂亜びに納骨堂垠豆︑四

入会︑今後の活瑠に期

しました︒き南会にも

○12月４月哨飛会総会皿び研修
︹僧戊混ご
︻四ｙＱ月１日空画面総会︒
間朋耶︼
○１月18日研修必うサンプラザ

十四年前原完成︑四十五年

待放します︒

ｆ

４９１47￥Ｓ･︲︲教資源馮

▼長丿蕉双寺若暁天野
広海さんが５月伝誰院
に入︷両入学の勤礒は
本人の音害心によるものか︑教
子大人に追い立てられたかは

‑
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