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お寺と門信徒が共に歩むには
起
提
題
問

「お寺とは何をするところ？」

①私やまわりの人が、今どんな心配や気掛かり、悩み
を抱えているか話し合ってみましょう。
②そんな悩みとお寺や仏法とはどんな関係があるので
しょうか？
③お寺やお仏壇の前で悩みを話し合い相談するのと、
他の所でするのとは違うでしょうか？
④お寺でないとできないこと、お寺であればこそでき
ることを考えてみましょう。
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近江から安芸に入寺し
て４０年、安芸の皆さん
の目からはマダマダかも
しれませんが、先日、同
窓会に帰ったら「すっか
り広島人にならはったな
あ」と言われました。真
の広島人になるよう精進
しますので、よろしゅう
に。趣味は水彩画。

●後継 者がいないため、お墓 の
管理問 題が心配で、納骨堂や 合
同墓に ついて、寺院に問い合 わ
え を 後 世 に 伝 え て い く こ と は 難 せたことがある。
し い。そのためには伽藍の 維持
【問題②・③について】
な ど実際的な課題もあり簡 単で
は ないが、お寺と門信徒と の関 ●お寺 に悩みを話したことは あ
係 に つ い て 議 論 を 深 め 、 門 信 徒 まりない。
に とってより良いお寺の在 り方
【問題④について】
を 探って頂きたい。」（武 田勝
●お寺 の在り方について、今 後
道広陵東組長）
◆第２班
【平成 年 月 日／本願寺広 どうし ていくべきなのか考え て
いかねばならない。
助言者 中川英尚（浄光寺）
島別院／参加者 名】
●平素 、門を閉ざして入れな い
お寺も ある。何時でもお参り で
【問題①について】
きるよ う開門しておいて欲し い。 ● 病気のこと。
● お寺で 門信
●お寺の活動 に主人が参加しな
◆第１班
徒 が集ま れる
い。
助言者 原田真澄（法明寺）
よ うな行 事を
●子供のこと。
して欲しい。
●自分を 含めた老人介護のこと。
●老いること と、人としての成
長には、 信仰と関係があるのか。

◆第二期れんけん、最終回

第１２回（最終回） テーマ
成 年から始まった連研も、
ついに最終回を迎えました。
テーマから提 起された問 題は
「お寺とは何をするとこ ろ？」。
昨今、全国の伝統仏教寺 院数は
目に見えて減少傾向にあ ります。
そこには経済環境の悪化 だけで
は済まされない、寺院に 対する
世間の価値観の変化があ るので
はないか。日本の街の風 景とし
て溶け込み目に馴染んで いたは
ずの伽藍は、いま多くの 人から
違和感を以て眺められて いるの
かも知れません。今一度 、お寺
の役割を見つめ直し、そ の価値
を世間に明示することが 、寺院
存続の課題の一つと言えます。
「念仏道場としての寺 院が続
いていかなければ、活き たみ教
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【問題①について】
●子供や孫の将来が気になる。

班別の 話し合い
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事務局：順教寺（中区西平塚8-4）

【問題②について】
●悩みは人に相 談しても解決で
きない。時間が 解決してくれる
のではないか。
●以前のお寺は 、悩みを聞いて
くれる場所であ り、教えを頂く
道場であり、話 し合いの出来る
場だったが、最 近は僧侶側が一
方通行に話すば かりのようであ
る。
●仏法は自 分の成長の場である 。
●悩みごとを住 職さんによく聞
いてもらったことがある。

【問題③について】
●仏壇にお仏飯 をお供えして、
二、三分座るだ けでも心が落ち
着く。
●悩み事を話す のに場所は関係
ない。
●腹が立つと、 仏壇の前で愚痴
る。気が楽になる。
●仏壇の前で手 を合せることが
安らぎである。
●仏壇の前は自 分自身を見つめ
る場所。

【問題④について】
●法事等の仏事
●浄土真宗の僧 侶は、真宗では
行わない他宗派 の仏事等をアタ
マから否定する が、否定する前
にそれらが何故 行われているの
かというこ
とを教えて
欲しい。
●悩んだ時
にいつでも
行けるよう、
お寺の窓口
を開けてお
いて欲しい。

▼
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とる 。この ときご 主人は 、食卓
に座 れば前 に料理 が出る のが当
たり 前と思 ってい たが、 そうで
はな かった と奥さ んの有 り難み
に気 づく。 そして 「気づ き」は
わず かであ っても 人を変 えてい
きま す。「 あれが 帰った らすぐ
に入 れるよ うに風 呂でも 沸かし
てお こうか 」と家 事は一 切しな
かっ たご主 人が一 皮むけ て奥さ
んへの思いやりを行為に表す。
そ うした 小さな 気づき が単発
でし ぼんで しまう か、そ れとも
一滴 の水が 集まり 川とな り大河
とな って、 やがて 海に注 ぎ、如
来のお慈悲の大海に遇うという、
一連の流れにまで育っていくか、
ここが一番問われるところです。
そこ で、私 は思い ます。 もしも
欲の 赴くま ま、勝 手気ま まに生
きて いたの では絶 対に流 れは育
ちま せん。 日頃お 仏壇を 大切に
暮ら し、お 聴聞を 重ね、 何事に
つけ ても先 ずはお 念仏を 申して
生き ていく 、こう して仏 法をそ
の人 の人生 の基軸 にして 初めて
日常 の「気 づき」 に恵 まれ、
「気 づき」 の積み 重ねが 、如来
様との値遇を用意するのです。
今 回のテ ーマは 、寺院 運営や
門徒 教化の 方法に 関心が 向きが
ちで すが、 蓮如上 人がお さえら
れた ように 、一人 でもよ い、住
職や 寺族、 門徒の 中から 「信を
とる 」まこ との念 仏者が 育つこ
とこ そ浄土 真宗の 要であ り、一
人の 真の念 仏者が 誕生す れば、
必ず 波紋を 呼び起 こし、 その人
をお 手本に してあ とに続 く者が
育っ てくる もので す。 それが
「共 に歩む 」とい うこと の中味
だと思います。
土真 宗 の仏 事 は追 善 供 養
では な い。 葬 儀・ 通 夜 に
しても年忌法要その他にしても、
全て が私た ち一人 一人 が仏法 に
出遇 ってい く場所 、そ れが仏 事
であ る。私 たち一 人一 人に向 け

仏事の意味

仏事作法指南道場

しっ かり 身に 付く

前

まとめの講 義

連
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研 最終 回 は、 『 お 寺と 門
信 徒が 共 に歩 む に は』 が
テ ーマで した。 この テーマ の背
後 には、 最近め っき り法座 のお
参 りが少 なくな った 、仏婦 ・仏
壮 の会員 が減っ た、 法事を 簡単
に すます 家や全 くし ない家 が増
え てきた など、 浄土 真宗や お寺
の 将来に ついて の不 安や心 配が
あ るのだ と思い ます 。私も その
こ とが気 がかり で大 変心配 をし
て います が、先 般、 本願寺 の月
刊 誌『大 乗』（ ２０ １６年 １月
号 ）「随 縁対談 釈 徹宗 天岸
浄 圓」の 記事を 見て 、はっ と気
づかされたことがあります。
釈：真 宗僧侶 や門 徒が現 代人
と一緒に歩みを進めるためには、
何が必要だとお考えでしょう？
天岸： 痛感し てい るのは 、仏
教 もしく は浄土 真宗 がいっ たい

どうい うこと をお伝 えした いの
か、何 を聞い てほし いのか 、そ
の部分 がはっ きりし ていな いと
いうことです。
お寺 の外の 一般の 人だけ でな
く、住 職や寺 族、門 徒の役 員な
ど寺の 内にあ る者に とって も、
お寺が いった い何を すると ころ
か、今 ひとつ はっき りしな いと
いう指 摘です 。その ことに つい
て蓮如 上人は 次のよ うなき びし
い言葉をのこされています。
「一 宗の繁 盛と申 すは、 人の
多くあ つまり 、威の 大きな るこ
とにて はなく 候ふ。 一人な りと
も、人 の信を とるが 、一宗 の繁
盛に候ふ。」（『御一代記聞書』
１２１）
参 詣者が 増え、 寺院活 動が活
発にな されて も、そ れがお 寺の
本当の 繁盛で はない 。一人 でも
よい、 もっと いえば この私 一人
が先ず「信をとる（信心を得る）」
ことが 繁盛で ありお 寺の一 番の
目的だ とおっ しゃい ます。 いわ
ば私一 人が「 信をと る」こ とに
浄土真宗の、お寺の成否がかかっ
ているのです。
さて この「 信心を 得る」 とい
うこと は、雲 をつか むよう で実
感する ことが 難しい のです が、
身近な ところ でいえ ば、日 常の
小さな 「気づ き」体 験を積 み重
ねて、 最終的 に「如 来様の お慈
悲に遇 わせて もらっ た」と いう
深い「 めざめ 」の信 心体験 にま
で深めていくことだと思います。
たと えば日 常の小 さい「 気づ
き」で いうな らば、 奥さん が旅
行で家 を留守 にする 。そこ でご
主人、 仕方な く奥さ んのメ モを
見なが ら料理 をチン して食 事を

ら れてい る阿弥 陀如来 の願 いを
聞 かせて 頂きな がら、 自ら のい
の ちの有 り方を 仏法に 問い 、ま
た その行 方を今 一度見 つめ 直し
ていくのだ。
「 あなた のかけ がえの ない 命、

決して 無駄に しない 、かな らず
救う、 我にま かせよ 」と願 って
いて下 さる阿 弥陀様 の声に 耳を
傾け、 浄土に 生まれ 仏と成 る道
を確か なこと と頷か せて頂 く。
どうか 故人を 偲
びながらも、
「あな たと同 じ
浄土の 道を私 も
歩んで行きます」
という 心持ち で
仏縁に 遇って 頂
けたらと思う。

わって会場はリラッ
クスモード。途中、
門徒推進委員の山下
由美子さんが特技の
シャンソンを披露！
豊かな声量と張りの
ある艶やかな声で
「ヨイトマケの唄」
を熱唱され、思わず
大喝采のステージで
した。

上園 陽

淨圓寺副住職

回、 第1 1回 れ
んけん終了後、
共命ホールを会場に、
今 期2 回目 の懇 親 会
を開催致しました。
「平等と差別」につ
いてご講義頂いた藤
井聡之先生（沼田組
教雲寺住職）、齋藤
英明先生（本願寺広
島別院副輪番）らを
交えて、オードブル
やお酒が振る舞われ、
研修中とは打って変

懇 親 会
共命ホール
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