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【
はじめ に】

釋英和

ては、当初 は親鸞 聖 人 の娘 の覚信 尼が就任 します。そして、覚恵上 人、覚

如上 人と継がれ て いきます。大 谷本願寺 は今 の知恩院 のそば にあ った の

ですが、秀吉 の時代 に現在 の大 谷本廟 に移さ れたそう です。 京都東 山 に

あ る大 谷本廟 は、今 では普 通 の檀家さ ん の遺 骨も埋葬 でき る墓 所 にな っ
て います。

行政 の上 では、宗教法 人 の住職 にな ると いう事 は、法 人 の代表役員 に

な ると いう事 です。会社 の法 人 の代表 は社長 です から、 お寺 の経営 を し

宗教法 人 の代表役員 にな るには、法務 局 で登記 して、 登記が完 了した

本 日は、お忙 し い中、お参 り いただきま して、あ りがとうござ います。
皆様、 こ のたび正信寺 三代 目 の住職 に就任 しま した ので、ご挨拶申 し

ら、宗教法 人を統括 して いる文化庁 に届け出 る必要があ ります。 文化庁

なければならな いと いう意味 です。
上げ ます。今 日は、 所信 表明 の場所と いう つもり でお話 しさ せ て いただ

の出先機関 は、県庁 の文書 課 にあ ります。

方 のご支援 を賜りたくよろ しくお願 いします。

た。こう した手続きを経 て、住職 にな りま した。今後とも変わらず、皆様

昨年十 二月 に登記を して、県庁 文書 課 に住職交代 の届け出を致 しま し

こうと思 います。

【
住職 になると いう事 】
■住職と は
お坊さ ん、すなわち僧侶 は、本 山 で勉強 して、 いろ いろな場所 に赴 い

う い った意味 では、前住職 は ここに住 ん で います ので住職な のですが、

住職 と いう のは、 お寺 に住 ん で いるお坊さ んと いう事 のよう です。 そ

幼 少 の私 は、 お寺 と いうも のは境内 があ って、鐘撞堂 があ り、 反り返

正信寺 の以前 の所在 地 であ る、横 浜市港北 区に引 っ越 してきた時 です。

私が仏教 を意識 した のは、幼稚園 の時 に、生 まれた埼 玉県所沢市 から

■仏教 と の出会 い

私 は、鎌倉 に住 ん で います ので、住職と は言えな いのかも しれません。

った屋根があ る建物だ と思 って いま した。初代住職が住 ん で いた正信寺

て説法を して衆生を導 く仕事 と いわれ て います。

浄土真宗 では、親鸞 聖 人 のお墓を守 る人を当初、留守職 （
るす しき）と

きな仏壇があ り、年 に何 回か、法要があ り人が集 ま る こと はわ か って い

は、普 通 の家 に正信寺 の看板が かか って いるだけ の小さな家 でした。大

本来、留守職 は、平安時代 から鎌倉 時代 の最初 に、 国司が赴任さ れな

ま した。 しかし、あま り、 お寺 に住 ん で いると いう意識 はあ りま せん で

い って いま した。
い国府 の長官 の代 理 ことを指 して いま した。最初 の留守職 は、源頼朝が

法要があ る時 は、物音 を立 てな いよう にじ っと して いるよう に両親 か

した。

親鸞 聖 人 のお墓 は、大 谷本願寺 と呼ば れ るよう にな り、 そ こ の留守職

ら言われ て いま した。小さな 子供 にと って、それ は苦痛 でした。また、よ

陸奥 国 の多賀 国府 の国司 の代わ りを井澤氏 に任 せた こと から始 まります。
は、住職 と同 じ役割だ ったと思わ れます。当初 の留守職 の就任 にあた っ
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く祖 父であ る初代住職 から、 「
念仏を しなさ い」と いわれま した。念仏を
したら何 か得な ことが起 き る のかと いう気持ちがあ ったよう に思 います。
極楽浄土と いう場所 は理解 でき て いな か ったと思 います。
私が得度 した のは、 小学校 五年生 の時、 十歳 の頃 です から、 もう半世
紀前 にな ります。新幹線 に乗 って京都 に行け る こと は楽 しみでした。
父 であ る先代住職 と 一緒 に得度 を した のですが、剃髪 した 父 の頭 から

少 し理解 でき てく ると面白くな ってきたと いう記憶があ ります。

そう は言う も のの、当時 のレポ ート に 「
仏教 は鰻 のようだ」と書 きま

した。 どう いう こと かと いうと、 少 し理解 でき てく ると、更 に奥 があ る

ことが分 かる のです。 つまり、仏教 を勉強す る こと は、鰻 を つかもうと

す ると、「つる っ」と逃げ てしまう ような感覚 があ ったと いう事 です。「
分

か ったと思 いこむ ことが、 一番危な い」と いう のが仏教な のではな いで

仏説阿弥陀経 の最後 のほう に、「
為 一切世間 説此難信 之法 是為甚難

し ょう か。

指定 の床屋 に行 って、髪型 の指定 をす る言葉 を出す前 に、床屋さ んが、

仏説此経 已」とあ ります。お釈迦さまが 「一切 の衆生 のために、こ のよう

剃 刀負 け で何 か所も血 が出 て いた ことを思 いだ します。 そう いう私も、
私 の坊ち ゃん刈 の額 に電動 バリカ ンが 入 ったとき には、 は っと息 を のみ

に信 じがた い （
極楽浄土 のような素晴ら し い国があ る）ことを説 いたが、

もよ いと認められた のですが、仏教 を分 か ったと思 っては いけな いと考

教師補 の資格 を得 て、本 山 から は人に仏法を説 いてもよ い、布教 し て

よう にな りま した。

る ことも、最初 は意味 が分 からな か った のですが、だ んだ ん腑 に落ち る

これも難 し いこと であ ると、仏 は こ のよう に経 を説 いた。」と書 かれ て い

ま した。
暑 い夏 の京都 で、締 め切 った暗 い部屋 で読経 を して、墨染 の衣を着 て
外 に出 てきたとき の眩 しさとう るさ い蝉 の鳴 き声が記憶 に強 く残 って い
ます。剃髪 を して衣を着 て儀式 を して、 これ で違 う世界 に入 ったと いう
感覚 はあ りま したが、出家 と か、仏門 に入 ったと いう厳粛な気持ち には、
な って いな か ったと記憶 します。

え て います。 これ から も、学 び の姿勢 を崩さな いよう にした いと思 いま

の資格 は、読経す るため の声明、仏教学、浄土真宗 の教え、浄土真宗 の歴

住職 にな った から偉 くな ったと いうふう には考えな いよう にした いと心

■凡夫と して の自覚 を持ち た い

す。

史、教行信 証 に ついて二年間学 び、試験 また は レポ ートを提出 して資格

がけ て います。

■教師補 の資格

を得 ます。

う 人が多 いのですが、 退職 した時 に、会社 以外 の家事や 近所付 き合 いな

【
住職 に就任 し て心が ける こと】

自分 で いう のもな ん ですが、社会 人と して脂 のの った 50
歳代 に、仕事
を しながら、平 日週 五 日、浅草 にあ る本願寺学院 の夜学 に通う 必要があ

ど何 も できな い人にな ってしま っては いけな いと思 って います。住職 で

住職 とな るためには、教師補 の資格 が 必要と いわれ て います。教師補

りま した。 朝九時 から夕方 五時 ま で働 き、夜 七時 から九時 ま で勉強 と、

あ る前 に、 人と して良 い価値観 を持ち、行動 でき る人にな ろうと考え て

よく、企業 で部長 にな った から 人 の上 に立 って偉 くな ったと思 ってしま

体力的 にも厳 しか った のですが、仏教学 と い って仏教哲学 を学 ん でき て、
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います。
年を取 って、 口先ば かり で、他 人 に指 示ば かりして いるような 人になら

の問題」と いう事だと いう のです。

の世界 で、素直 で頭 の良 い若者 が心を病 ん で いる姿 をたくさ ん

見ま した。浄土真宗 の教え を生 かして現代 の問題 の解決 のヒントを提示

私 は、

つまり、住職だ から善知識 にな ったと いう のではなく、自 分が凡夫 であ

した い、仏教 が身 近 に感 じられた世代 の方だ け でなく、若 い人にも分 か

な いよう にした いと思 います。
り、愚 かであ る ことを自覚 して行動 した いと思 います。
■住職と して のモチ ベー シ ョンを保ち た い

ます。

住職 と して のや る気 の根源 で、 これ からも、学 びが 必要だと思 っており

るよう に浄 土真宗を語 りた いと いう気持ちを持 って います。 これが私 の
登記など の社会的な体裁 を整え、教師補 と いう資格 を得 て、形だけ は住
職 にな る ことが できま したが、 これ からどう して いこう かと いう事 に関

月を見 て、 子供 には兎さ んが お餅 を ついて いると言う説 明を し、 小学 生

には、 こ の辺りは静 の海 と いう名前 が ついて いると いう よう に人を見 て

して思うと ころを お伝え した いと思 います。
解剖学者 で作家 の養老 孟 子さ んは、 「
バカ の壁」など の著書 で有名 です。

法を説きた いと思 います。

には、 ク レータと いう 凸凹が月面 の濃淡 を出 して いると説明 し、高校生
私 の中学、高校 の先輩 にあたります。先 日、養老さ ん の著書 「
子供 たちが

ちが い、 こうす れば 正解 と いう解 剖 もな いよう です。臓器や 骨 の名前 の

解剖 は、個体 によ って異な る病巣 があ り、 それぞれ の組織 の形や 硬さが

た。

の人は、養老先生 の解 剖学 が落第点だ ったと養老先生 は分析 して いま し

国家試験 に合格 できな い人が いるそう です。 国家試験 に落ち て いる殆ど

そ の記事 によると、 医学部 の最高峰 であ る東大 の医学部 を卒業 しても、

人も いると聞 いて います。

人も いるよう に思 いますが、 反面、若 い人は新 興宗教 にはま ってしまう

昭和三十年代 世代 以降 の人たち は、宗教 は古臭 く て、非科学的 と考え る

安 心を与え てくれ る考え方だと思 って います。

にな ると思 います。 また、生き て いる間 に感 じる将来 の不安 に対 して、

皆様 にと って信仰 は大 切なも ので、 日 々の不条 理な ことを乗 り越え る力

■世代 の意識 のギ ャ ップを埋め て いきた い

心配」 （
ＰＨＰ研究所） の紹介 記事 を読 みま した。

試験 のよう に、 こうす れば 正解 と いう こともなく、状況 によ って手を器

いと、や り遂げ られな いことな のだ そう です。

解剖 は、「
医者 にな りた い」と いう明確な ビジ ョンと モチ ベー シ ョンがな

です。

例えば ＳＮＳ の 一つであ る フ ェー スブ ックはもともと、大学 キ ャンパ ス

達 を作 り、 日常 の喜怒哀楽 を共有 して いる人も いるよう です。

空間と して ＳＮＳ （
ソー シャルネ ット ワー クサー ビ ス） と いう世界 で友

若 い人は、実際 に人に会う よりイ ンターネ ット上 で出会 う ことが でき る

用 に動 かさなければならず、頭 の良 い人にと って、 面倒 くさ い事 のよう

簡単 に言う と、 医者 に限らず何 をす るにも、や り遂げ る こと は 「
や る気
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で同 じ出身 地、 同 じ趣味や嗜好を持 った人を結 び つけ るため のツー ルと

性的 マイ ノリ テ ィの人も、自 分 の興味 のあ る空間 に入 って活動す る こと

の空間 で人 々が出会う ことが できます。健常者 も体 に障害 を持 つ人も、

タと いう名前 のもととな った メタバー スと いう のは仮想 の空間 で、仮想

と ころが、 フ ェー スブ ックは、 メタと いう名前 に社名変 更 しま した。 メ

ー ルでした。

それを クリ アしながら最高 の位や より優 れた高 み の世界を 目指すゲ ー ム

と いう ようなゲ ー ムが多 いです。 そ して、 ク エストと いう試練 に会 い、

初 心者 が 入 る世界があ り、 そ こでポ イ ントをためると次 の世界 に入れ る

うわけ です。

マップがあ ります。 つまり、 地獄 もあれば、餓鬼畜 生 の世界もあ ると い

ゲ ー ムに参加す る人が出会う世界や 空間を マップと言 って、 いろ いろな

があ ると いう 面 では、地獄や極楽 の考え方 に似 て いると思 います。

が でき るよう です。例えば、スキーを した ことがな い人が スキーを して、

です。

して作られたと いいます。 リ ア ルの人間を結 び つけ るため の、便利な ツ

そ の空間 では転 んだ り、 人とぶ つか ったりす る のですが、実際 は寒 い思

宗教 の世界を今 の若 い人に説明をす るとき に、 イ メージ が伝 わ りや す い

と共有 でき る多角的な視点を持 てるよう に努力 した いと思 います。

人を見 て法を説けと いいますが、自 分 の中 に、様 々な価値観 を持 った人

れば良 いと思 います。

たとえ話をす る こと で、極楽浄土 の信仰 への ハード ルが 下が るよう にな

いをす る こともなく、怪我を せず に楽 し い体験が でき ると いいます。
それが、良 いか、悪 いかは議論があ ると思 います。
怪我す ると痛 いので、体 力を つけ てから スキーをす ると いう アプ ローチ
な しに、 スキーを したり、悪 天候や寒さを気 にせず スキーを楽 しめたり
す ると いう のは、 人生を楽 しむと いうと いう点 では、 お手軽 に楽 しめる
面があ ります。 反面、努力を乗 り越え る こと で得られ る達成感 が楽 しめ

■今 の価値観 で語 る

極楽浄土をゲ ー ム の世界観 に例え る のは、 不謹慎 で皆様 には分 かりづら

いか思 います。

に入 って、 人を救う ことが でき る能力が得ら れ ると感 じられ る のではな

入れ る仮想 空間 で、 そ の空間 に入 る ことが できれば、苦 しみがな い世界

ど のような世界 か記述 があ りますが、 言 ってみれば、念 仏 した人だ けが

い方 には、仮想空間 に見え る のではな いかと思 います。 仏説 阿弥陀経 に

極楽浄土 は、信 心 のあ る方 には、真 の世界 です。と ころが、信 心 のな い若

こ の考え方 に至 った のは、 甲子園 の高校 野球 の球児 たちが試合後 に語 る

ャー から解放さ れ て、結 果的 に良 い成績 が出 る のではな いかと思 います。

試験が始 ま ったら、試験結 果 は他力 に任 せると考え た ほうが、プ レ ッシ

試験 で絶 対百点をとろうと して試験 に臨 むより、勉強 はきち んとす るが、

って います。

私 は、 そう したプ レ ッシャーを軽減す るため に、他力本 願 の考え方 を語

なプ レ ッシャーを感 じながら生き て います。

です。 つま り、他 人より良 い成績 を出さな いと、 いけな いと いう精神的

な いと いう 面あ ります。

いと思 いますが、 反面、今 の若 い人たちが昼夜 を問わずや って いる ロー

言葉 は、感謝 に充ち て いた から です。優勝校 の選手も、 あれだけ練 習 し

現代 は、学 生も社会 人も、結 果主義 で試験結 果や業績 で評価さ れ るよう

ルプ レーイ ングゲ ー ムゲ ー ムには、娑婆 と は違 った没入感 のあ る世界観

5

ご挨拶
釋英和
令和四年お盆方法

れ る こと で、様 々な困難 に対峙 しても、プ レ ッシャーを軽減 して、 より

他力本願と いう、昔 から の考え方や価値観 でも、 現代 の生き方 に取 り入

で、信 心 の入 口になれば よ いと思 います。

います。自 分 の行動結 果 に影響 を与え てくれ る力を感 じ、感謝す る こと

来が他 人 の行動を通 して、自 分 に影響 を与え てくれ ると いう事 も教え て

は、そもそも、他 人 の力 ではなく、阿弥陀如来 の力な のですが、阿弥陀如

念 のために付 け加え ておきますが、浄土真宗 で使う 「
他力本願」 の他力

果が生まれます し、負 けたと しても恨 み節 は出な いのかと思 います。

す るが結 果 に こだわらな いと いう姿勢 が、無 心 の姿勢 とな って、良 い結

おかげ、支え てくれた両親 のおかげ とイ ンタビ ュー で語 ります。努力 は

て いた にも かかわらず、監督 のおかげ、グ ラ ンド整備を してくれた人 の

た から勝 てたと いう言 い方 はしま せん。試合 中 はプ レ ッシャー に晒さ れ

方 が 一般的 にな ってき て、学校 でも会社 でも競争 して人より良 い成績 を

の高度経済成長や バブ ルを経験 して いる人たち です。拝金主義的な生き

猟銃 で医師 を撃 った人も精神科 に放火 した人も、 私と年代が近く、 昭和

連 れ にして死 のうと したが失敗 し、今 回 の放火事件を起 こしま した。

だ 六十 一歳 の男性 は、妻 と離 婚 し独 りぼ っち でした。 十年前 に家族 も道

また、大阪 の精神科 に放火 して二十四人を巻 き添え にして、自 分も死ん

います。

と看護師 を猟銃 で撃 つ事件 があ りま した。 母親 と 二人暮ら しだ ったと い

埼 玉県六十六歳 の無職 の男性が、 九十 二歳 の母が死亡 したあと、担当 医

今年 にな ってから、現代 の病巣 を表す事件が起き て います。

■孤独な現代 に向き合う

かと いう ことを考え て いきた いのです。

末法 の世界 に生き て いる ことを悲観す る のではなく、だ からどう生き る

残 し、財産 を蓄積 しな いと惨 めな気持ち にな るような価値観 で生き てき

よく生き る ことが でき るよう に つなが る ことを伝え て いければ と思 いま
す。

末法 の世界 は仏教 の教えが弱くな った世界だと書 かれ て います。

■末法 の世界 に生き て いく

長男 と次男、長女 と次女 も同 じ権 利を持 って いますが、長男長女 の方 が

分与 の問題 で兄弟 の不和 に陥 ってしまう家族があ ります。今 の法律 では、

家族が無 くな って孤独 にな るだけ でなく、親 が亡くな ったとき に、財産

た のではな いかと想像 します。

現代 は、混沌 と して いて、私 には末法 の世界だと思 います。例えば、次 の

家 を守 る ので、親 の面倒 を見 てきた のだ から私 の方 が、財産分与が多 く

【
混沌 と した社会 に生き ていく】

ような こと から末法 の世界を感 じる のです。

っかく 兄弟 が いる のに、年を取 って不自 由 にな ったとき に助け合えな い

ても当 たり前 と いう こと で、 不和 にな ってしまう事例を散 見 します。 せ
価値観 の違 いを認めな い世界

のは悲 し いこと です。

仕事 がうまく いかな か ったり、 人間関係が破綻 したりして、社会 と の つ

戦争 による人権無視、経済 困難
核家族化や コロナ による疎外感、孤独
温暖化 による天変 地異

なが りを持 たな い人が増え て います。 こう した ことが、 一人にな って自
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暴自棄 にな ってしまう 人が事件 を起 こす引き金 にな って いる のではな い
でし ょう か。
少なくとも、今、 正信寺 に いら っしゃる方 は、 お寺 と の つなが りを持 っ
て います。も し、不安 のあ る方 は、住職 に相談 いただけ る信頼関係を、こ
れから醸成 して いきた いと思 います。
■ コミ ュニケー シ ョンを重視 した い
ず いぶ ん昔 の話 ですが、 私 の家 にも、妻 あ てにオ レオ レ詐欺 の電話が か
関連

か ってきたそう です。車 で事故を起 こした のでお金が 必要と言 って いた
そう です。幸 いな こと に、自宅 から車 で出社 しておらず、仕事 は

な ので、会社 の車 でお客様先 に行 って営業 したり、 工事 したりす る こと
はな い状況 でした ので、難なくオ レオ レ詐欺と分 かりま した。
お年寄 り で、 子供 から会社 の金 を使 い込んだなど のこと で、 オ レオ レ詐
欺 の電話を受け てしまう ことがあ っても、 子供と頻繁 に連絡 を取 って い
れば、すぐ に電話 で確 認す る ことが でき ると思 います。 残念ながら、 オ
レオ レ詐欺 に騙さ れ る人は、 子供 を信 用 して いる のですが、 コミ ュニケ
ー シ ョンが不足 して いる人が多 いよう に思 います。
オ レオ レと いうくら いです から、働 き盛 り の男性が実家 と の連絡 を怠 っ
て いると いう事な のかなと思 います。
私を含 め て、家族や コミ ュニテ ィーと の関係が希薄 にな ってきた ひと は、
仏教 で いう因果関係 で自 分が生 かさ れ て いる ことを意識 して いけ るよう
になれば良 いと感 じ て います。

【
おわ り に】
住職 にな ると いう事 は、 お寺 を維持 し、檀家 の皆様 と の信 頼関係を築

いて いく大きな責任が与えられた ことだと思 っております。

まだまだ、僧侶 と しても未熟 であ り、皆様 の期待 に こたえられ るか心

配 ではござ いますが、前住職 と変 わ りな いお引き立 て のほど、 よろ しく
お願 いします。

いま、住職 と してここに いる ことも、自 力 の計ら いではなく、 阿弥陀

様 の本願 に沿 った ことと理解 して、勉 めさ せ て いただきた いと思 います。

本 日は、ご清聴 いただき、誠 にあ りがとうござ いま した。
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浄 土真宗

安養 山 正信寺
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