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常栄山

お か だ

（加入者名・本照寺）
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日蓮宗

い わ

し ゃ け
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第89号

き ょうゆう

う た

朝の詩
歩 く
東京都世田谷区
笹川 勇
「歩く」は
「止まる」に

そ

と

う

歩いていけばいい

欲張り
大阪府茨木市
中嶋孝和
あれもほしい
これもほしいと
言うものじゃない

行けないのだから

子持ちししゃも

横浜市港北区
平岡あみ ７

おさかなは
だいすきだけど
こもちししゃもは

48

ば

親切な人になりなさい
祖母の口癖だった
その言葉が今になって
ふかく身にしみる

愛のように
壊れることもなく
正義のように
敵を生むこともない

「少し」と書く
田と社家を結ぶ「相模川大堰・
親切であるということ
な
に
も
持
た
ず
に
生
ま
れ
た
べ
ら
れ
ま
せ
ん
お おぜ き
見返りを求めず
」 （写真・神奈川県の水道用水を
てきたのだから
おかあさんとこども
急がなくていい
だれかの役に立つこと
いっぺんになんて
汲み上げる）が昨年３月 日に一
頑張らなくていい
今この庭に降り積もる
あれも持ちたい
般解放され、徒歩と自転車で
新雪のように
これも持ちたいと
しんせつ
止まりながら
渡れることとなった次第。
真
白
い
気
持
ち
思うものじゃない
埼玉県上尾市
少しずつ
■私は今年２～４月にコー
（産経新聞）
なにも持っては
関根裕治
スを変え、自転車や徒歩で４
回訪ねましたので、次にお勧 スで、徒歩約１時間…。景色
すようにお願いいたしま
誠に恐縮ですがご協力、切
めのコースを紹介します。
といい、非日常といい、適度
す。当日が無理な方は一
にお願いいたします。
本厚木駅から厚木駅へ行き な散歩にてお勧めです。ただ、
週間以内にお参りくださ
■世話人さんが不在で卒塔
相模線に乗り換え、海老名 非日常という景観と建築物に
い…
婆 （ そ と う ば ）ご 回 向 希 望 の 方
市・社家駅にて下車。徒歩５ 圧倒され、更に眼下に流れる
◇
は、同封の「払込用紙」を用
分で㊤写真の富士山を眺めな 相模川までの高さと相まって、 ▼午前８時から９時まで卒塔 い 必 ず ７月 中 にお申 し込 みく
がら相模大堰を渡り、厚木市 高所恐怖症の私にはとても怖
婆受け取り可能な地区は、 ださい。払 込 用 紙 の 通 信 欄 に
岡田から本厚木駅へ戻るコー い場所ですが、 また行きます。
以下世話人さんが取りまと 「先祖代々」や「００院００
める地区となります。沼田 信士・信女」などと、どなた
せ
が
き
恒子・仲田邦武・頼住博司。 の卒塔婆を立てるのかを必ず
お施餓鬼・お盆のご供養
▼午前９時から 時までは、 ご記入ください（未記入の場
■毎年８月 日に執り行わ
福住八郎・碓井明。
合は先祖代々といたします）。
れる「お施餓鬼供養会・おせ
▼午前 時から 時までは、長
◇
沢三男・難波よし江・難波榮
■卒塔婆は１週間以内にご
自分でお立てくださるようお
一・難波昌博・難波慶一。
▼午前 時から 時までは、 願いします。ご自分で立てら
村井政美・西嶌洋一・藤江 れない場合はご連絡いただく
玉成・長澤政幸。
か、申し込みをご遠慮いただ
▼午後１時から２時までは、 くようお願いします。
横谷正春・鈴木孝夫・坂本
また世話人さんが本人の代わ
一郎・藤川浩美・榎本良洋・ りに立てる習慣は改めましょう。
菊川俊雄。 （敬称略）
◇
▼世話人さん不在で「払込用紙」
■駐車場は、
にて申し込まれた方々は午前 ①坂の上駐車場。②坂の下駐
８時から９時まで。また午後 車場。③坂の下右奥駐車場を
２時以降となります。
お使いください。
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■一夜にして「最寄り駅」
ができる…なんてこと、ある
んですね～。
厚木市岡田に住まうある住
民曰く。「今までの最寄り駅
は、小田急線・本厚木駅まで
の３キロでしたが、今は 相
模線・社家駅までの１キロと
なりました」と。
上記写真は 相模線・海老
名市・社家駅側から厚木市岡
田方面を望む写真ですが、岡

51

がきくようえ」ですが、今年
も新型コロナウイルス対応に
万全を期すため、卒塔婆での
ご先祖供養は行いますが、次
に示すよう、例年とは大幅に
異なりますので、ご注意くだ
さるようお願いいたします。
（５月時点での予定です。最
終確認は世話人さん、または
本照寺にご連絡ください。ホー
ムページからも確認できます。
「厚木本照寺」で検索）
◇
一、三密を防ぐため午前６時
半から本堂にて住職が例
年通り、卒塔婆建立の施
主名と法号を読み上げ、
副住職と共にご回向申し
上げます。
一、申し込みの方々は左記に
より順次卒塔婆を受け取
られ、墓地へ参拝されま

誰にでもできる月一回の修行・毎月1日午前9時から30～60分間・心をととのえる「月初めの寺修行」、どなたでもお参りください

感染症対策に対応しています。1月は午後2時からとなります
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写真中 央に冠雪 した富 士山が

前回、修行と学びを両立さ
せることの大切さを説明しま
した。今回より「なぜ仏教が
初心者泣かせなのか」の本論
を説明していきます。
●仏教が分かりづらい理由

4

JR

JR

①異なる複数の立場がある
「仏教とは、こういうものだ」
と説明されるのですが、仏教と
現在、世界にある仏教は大 認める範囲、重視する経典、教
きく つの系統に分けられま えの解釈などにおいて違いは多
す。東南アジアに伝わる、保 岐に渡るため、「 つの仏教を
守派の流れを組む「南伝仏教」、 学んでいる」という認識で立場
チベット・モンゴルに伝わる、 の異なる情報を摂取すると混乱
ヒンドゥー教と習合した密教 してしまいます。
が本となった「チベット仏教」、 ですから仏教に接する場合、
そして、日本など東アジアに どの集団にも共通の教えなのか・
伝わる、革新派の流れを組む 集団独自の教えなのかという点、
「北伝仏教」です。
独自の教えであれば、どの立場
そして、北伝仏教のうち日 からの解釈なのかという点を抑
本仏教だけでも、主要な宗派 えた上で、理解していくことが
の分類は 種類もあります。 必要です。
浄土系・禅系・密教系・法華
系です。それぞれ独自の教え
や修行の体系を持っています。
ちなみに、私たちの日蓮宗は
法華系です。
集 団ご とに各 々の 立 場で
3

け
ゃ
し

厚木市下古沢133
TEL・046-247-1156
FAX・046-247-1156
振替・0230-7-35749

副住職の
コーナー

非日常! の散歩道 JR相模線「社家」～「本厚木」

私も学生時代は受験勉強には
じまり、大学では心理学、社会
人になってからは経営学などを
学んできましたが、仏教にはそ
れらとは種類の異なる難しさを
感じています。そして、その難
しさは、「はじめの一歩」を踏
み出す初心者・初学者の方にとっ
て、特に顕著に感じられるので
はないでしょうか。
仏教が分かりづらいと感じる
理由のうち、私が感じる主な要
因は次の通りです。

初心者にとって仏教が難しい理由②

令和3年6月1日

本照寺だより
1月/3月/6月or7月/10月/12月発行
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とき、親友と口論しなければ、
そうした出会いはなかったかも
しれない。
「命は自分だけのものではな
い。われわれに託されたもの、
というメッセージを伝えたい」
今晩もきっと、眠らない街に、
「夜回り先生」の靴音が響くは
ずだ。
文 中島幸恵
【平成 年６月 日付
産経新聞より】

あ

▼「世界一の飽食は日本」とは、某ＴＶ放
編 集 後 記 送の見出しである。日本のスーパーやコンビ
など
ニは過剰で、「いつでも 時間何でも食べられ
る」との利便の裏側に、もったいない多々なる廃
棄処分があるのだ。現在、世界で９億人の肥満があ
る一方、９億人の飢えがあるという。日本人の飽くな
き飽食、浪費が、世界を苦しめている現実がここにある。
「食べ放題」「大食い」は、環境破壊であることは言を待たず、
先の見出しを掲げたＮＨＫ・ＢＳ放送「２０３０年問題が未来へ
の分岐点」なのである。▼２０５０年の世界人口は１００億人を
超えると言われ、今の５割増の食料が必要と言われる。米国にて、
食肉牛の食料、トウモロコシ栽培のため、地下水汲み上げ放題に
よる水不足。また農薬による土地の荒廃等々、もう先はなく、２
０３０年が正に分岐点なのだ。「あと 年でアメリカの地下水は
無くなる」との研究者もおり、地球温暖化と併せてコロナ禍以上
に「逼迫」なのだ。「食べ残し・廃棄処分」は本紙 号に書いた
が、食べ放題、食べ過ぎも、即刻止めていただきたい。

とき、横浜市南部の無機質なマ
ンションが立ち並ぶ一画を訪れ
る。マサフミが最期の時を過ご
した公園のあった場所だ。
「自分の原点。あの日に立ち
返ると、背中を押されるかのよ
うに力がわいてくる」

文 中島幸恵
【平成 年６月 日付
産経新聞より】
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▼私 （ 本照 寺 住 職 ）が何度 も紹
介する次の言葉。「人というも
の は、人 の た め に な に か し
て あげるために、生まれてきた
のす」 「のす」は岩手県花巻弁。
これは宮澤賢治の弟、清六が
「母の言葉」と証言した、宮澤
イチの言葉です。この言葉あり
て宮澤賢治あり、でしょう。
私がこの言葉に出会ったのは、
たぶん 代かと…「何と素晴ら
しい言葉！」でした。
賢治は自分のことは二の次三
の次の人生、先ず「人さま」の
人生でした。
上記の「なぜ生きなければい
けないの」との問いかけに対す
る、言葉、たり得ます。
仏教のお約束は「利他・りた」、
人さまのお役に立つ、です。
夜回り先生も、宮澤賢治のこ
の言葉をたぶん、知っていたの
でしょう。

元・プロ野球選手・王 貞治

78
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▼「夜回り先生」をご存じだろうか。以前、テレビ取材を受けるなど、さまざまな番組にも登場し
たので、ご記憶の方も多いだろう…。「夜回り」とは、繁華街にて夜遅くまで遊びふける中高生を
更正すべく、本音、体当たりにて相談に応じる「見回り」のこと。今回は平成 年、産経新聞にて
３回にわたり取材を受けた「夜回り先生」を、２回分だが紹介したい。 取材・中島幸恵

あの言 葉

経緯を聞いた院長は語気を強め
た。「子供たちのドラッグ汚染
は大きな問題だけど、教員は誰
も携わってくれなかった。力を
貸してほしい。一緒に根絶のた
め闘っていこう」
意を決した。教師生活を続け
ながら、薬物の専門家を訪ね歩
いて知識を身につけ、依存症の
被害を訴える講演をこなした。
一方で、学校や家庭に居場所
をなくし、夜の繁華街で非行に
手を染める子供たちに語りかけ
た。「困ったら連絡しろ」
連絡先を教えると、救いを求
める声が殺到した。子供たちの
ために靴底をすり減らすうち、
「夜回り先生」の名で知られる
ようになった。
「大人が『生きているだけで
いいんだよ』と、子供たちの心
を受け止め、しっかり向き合う
だけでいい。私は当たり前のこ
とをやっているだけ」
もちろん壁に突き当たること
はある。迷ったり悩んだりした

なぜ 生 きる の ？

「一対一の信頼関係を築くた
めに、『夜回り』は欠かせない」
という。もう 年近くになる。
４年前に退職してからも、日課
のように続けている。
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歳の女性から相談を受けた
ことがあった。女性は小中学校
でいじめにあい、６年間ひきこ
もっていた。「死にたい。なぜ
生きなければならないの」
水谷は、「人のためになに
かし て ごらん。きっ とわかる
よ」と返事した。
しばらくして、老人ホームで
働き始めた彼女から報告があっ
た。「水谷先生、人は誰かを幸
せにするために生きるのね」
昨年、彼女から届いた年賀状
には、彼氏と一緒にほほえむ写
真がプリントされていた。あの
21

人、 瞬間

じ ゅ ん ぷ う ま んぱん

なんかいるもんか。子供たちは
ゆがんだ大人社会の犠牲者だ。
彼らを生き返らせるのがオレた
ちの役目だろ」
反論しながら、自問していた。
教師として進むべき道に、はた
と気づいた。次の日、普通科か
ら定時制への異動を上司に直訴
した。「何としてでも定時制に
行かせてほしい」
定期異動の調整は既に済んで
いた。上司は驚き、あきれたよ
うな表情で聞いた。
「有能なキミが、どうして定
時制なんて行きたがるの」
またもや、腹が立った。
しかし、翌春には定時制への
異動が叶った。そして「夜回り」
を始めた。学校や家庭に居場所
を失い、自暴自棄になっている
子供たちの力になりたい。その
一心で、夜の街に足を運ぶ。さ
まざまな声に耳を傾ける。

人は誰かを幸せにするために生きる

マサフミは、何度も振り返り
ひと と き
ながら廊下を歩いていった。そ
して、叫んだ。
「シンナーやめられるかもしれ
「水谷先生、冷てぇぞ」
心開きかけた教え子が…
ない」。そんな言葉も聞いた。
それが最後に聞いた言葉になっ
閉ざされた心が徐々に開いてき た。
■「オレは人を死なせた。殺 た。そう思っていた。あの日の
４時間後。深夜の公園でマサ
してしまった」
晩までは。
フミは友人たちとシンナーを吸
命日の６月 日が近づくと、
い、自らダンプカーの前に飛び
先生！ 冷てぇぞ！ こ
胸に苦いものがこみ上げてくる。
込んだ。
今年はちょうど十七回忌。あの
薬物被害の講演と夜回り
時、 歳だった彼は何を思い、
授業を終えた水谷の元に、マ
自ら命を絶ったのか。オレは彼 サフミがうれしそうに新聞の切
を助けてやれなかったのか。彼 り抜きを見せにきた。横浜市内
もう教師を辞めよう、と思っ
の命を償うべく何をしてきたか。 の病院が行っている薬物治療に た。部屋で荷物をまとめている
横浜市内の定時制高校に勤め ついての記事だった。「『シン とき、新聞記事が目に止まった。
ていた。マサフミという教え子 ナーをやめられないのは依存症 マサフミと訪れるはずだった病
がいた。
という病気。医師、専門機関に 院を一人で訪ねた。
彼の唯一の肉親であった母親 よる治療が必要』だって。水谷
「水谷先生、薬物依存症は病
は、小学５年のとき病気で倒れ 先生、この病院に連れてってよ。 気だ。愛の力では治らない」
た。それ以来、ろくに食事すら 先生はシロウトだから、病気の
できない極貧状態。シンナーに こと何もわかんねぇよな」
走った。空腹や嫌な現実からの
つい、カッとした。今まで一
逃避。
緒にシンナーをやめようと頑張っ
そんなマサフミにシンナーを てきたじゃないか。その日は、
定時制高校へ移動
やめさせようと、たびたび自宅 自宅に連れ帰って泊める気にな
に泊め、父親のように接した。 れなかった。
「わかった。今週は忙しいん
■順風満帆の教員生活だった。
だ。来週必ず病院に連れて行く 高校教育の明日を担う、そんな
よ。今日はもう帰れ」
気概もあった。
「先生の車磨くからよ、明日
ある日、同じく高校教師をし
連れて行ってくれ」。いつにな ていた学生時代の親友と酒を飲
く食い下がるマサフミを「とに んだ。教師になって、ともに
かく今日は帰れ」と追い立てた。 年ほど。定時制高校に勤め、教
師をやめようと
考えていた友人
は、吐き捨てる
ように言った。
「腐った生徒
で、良い教育が
できるか。進学
校教師のお前に
は分からないだ
ろうけどな」
暴言に怒りが
こみ上げた。
「腐った生徒
10
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【プロフィル】水谷修 みずたに・おさむ
昭和31年横浜生まれ。上智大卒。
横浜市内の養護学校、普通科高校、
定時制高校の教諭を経て平成16年
退職。夜の繁華街での生活指導を
続けている。若者の悩みを聞いて
更正の手伝いをする活動のほか、
講演などを通して少年非行の実態
を社会に訴えている。著書に『夜
回り先生』他多数。写真・ホームページから

令和3年6月1日

本照寺だより
1月/3月/6月or7月/10月/12月発行

著書は50冊以上に及ぶ

「僕はずっと人に支えられてきたから、今は自分のことより、人のためになにができるか、だよね」

