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を頂戴致しました︒

同時に日頃の実践への指針

本的な姿勢を顧みる機会と

き︑改めて僧侶としての基

る人﹂と題して御講話を頂

至孝老師より﹁導く人と送

盛岡市報恩寺御住職 天藤

僧侶対象の基調講演では︑

会内容を企画致しました︒

を求める一助になればと大

見つめ直し︑それぞれの道

の本源となる発心の原点を

いの出会いの中から︑活動

が一堂に会し︑そのたまし

会は︑東北六県の青年僧侶

もと開催されました︒今大

いとの出会い﹂のテーマの

手大会﹂が﹁求道 たまし

宗青年会東北地方集会﹁岩

参集を得︑第三十四回曹洞

老師はじめ多くの皆様の御

ＮＧに於いて︑御来賓の諸

ポリタン盛岡ＮＥＷ ＷＩ

十日︑盛岡市ホテルメトロ

去る平成二十一年十一月
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一般︑檀信徒を対象とし

きな励ましとなった事と確

を︑記念演奏には︑当県出

久寺御住職 中村典篤老師

最大の目標で有りました︒

ては︑今大会の無事円成が

今期の岩曹青にとりまし

信しております︒

身シンセサイザー奏者の

早々に特別準備委員会を設

た記念講演には︑兵庫県海

﹁姫神﹂星吉紀さんをお迎え

を交えたお話でした︒有難

してお仕えした日々の回想

故宮崎突保禅師様の持局と

中村老師の記念講演は︑

十二分にその力を発揮して

会員皆様には適材適所にて

この委員会を中心として正

会計に中野英崇師が就任し︑

師︑事務局に佐々木理岳師︑

置し︑委員長には森田英仁

い御法話を頂戴する勝縁を

頂きました︒誠に有難うご

致しました︒

得︑会場を埋めた聴衆皆こ

ざいました︒

また︑勧募の浄財を賜り

ころ温まる面持ちで有りま
した︒

頂きました椅子坐禅の為の

は︑この大会のために制作

会員皆様には改めて御礼申

内御寺院様︑正会員︑賛助

じめ当会顧問老師各位︑県

ました宗議会議員老師様は

楽曲やシンセサイザーと青

﹁姫神﹂星さんの記念演奏

年僧侶数十名による般若心

畔スタジオ等にも伺わせて

には準備段階より︑田瀬湖

有りました︒なお︑星さん

しくそして幻想的な演奏で

合した感の有るどこか懐か

時間と空間︑人と自然が融

を賜りますようお願い申し

して︑益々のご指導ご協力

げ︑今後とも当会に対しま

ます︒衷心より感謝申し上

各位皆々様のお陰でござい

会にご協力頂きました関係

りましたことは偏に︑今大

最後に︑大会無事円成な

し上げます︒

頂きお忙しい中︑何度もお

上げ︑大会のご報告並びに

経の共演を含め古代と未来︑

時間を頂き多くのご助言と

御礼と致します︒

合掌

ご協力を賜りました︒

記念講演︑記念演奏とも

に参加者皆様のこころに大

去る平成二十ブ年十一月
十日︑ホテルメトロポリタ
ン盛岡ＮＥＷ ＷＩＮＧに
於いて第三十四回曹洞宗青
年会東北地方集会﹁岩手県

﹁仏に出会う〜１０８歳の禅岬様におっかえして〜﹂

一般講演といたしまして︑兵庫県海久寺御住職 中村典篤老師

にお越しいただき︑永平寺第七十八世貫主宮崎爽保禅師の思い出
を語っていただきました︒

﹁１０８歳の禅師様におつかえして﹂とあるように︑中村老師は

平成五年より平成二十年までの開永平寺侍局として︑宮崎禅師の

大会﹂が開催されました︒
本大会は︑﹁求道〜たま

おそばにお仕えした方で︑その経験を通して禅師様が常日頃より

た曹侶が︑改めて自らの発

ほろと鳴く声聞けば父かとぞ思ふ母かとぞ思ふ﹂という句をよく

たものなのだ﹂と仰っていた話や︑禅師様が行基の﹁山鳥のほろ

﹁私たちの命は︑自分だけのものではなく先祖から伝えられてき

心の原点を省み︑さらなる

引き合いに出されていた等といった貫重な体験を語っていただき

いただくという趣旨のもと︑

藤全孝老師をお招きして﹃﹁導く人﹂と﹁送る

開会に引き続き︑盛岡市報恩寺御住職 天

ました︒

仏道修行︑布教教化活動︑

マとし︑この大会に参加し

しいとの出会い〜﹂をテー

﹁導く人﹂と﹁遁る人﹂

東北管区各県より青年会諸

人﹂﹄と題した基調講演を行っていただきまし

〒023‑0101 岩手県奥州市水沢区黒石町宇正法寺129
TEL : 0197−26−4041 / FAX : 0197−26−4107

地域への貢献を実践してい

氏１８７名の御参集をいた
た︒

奥の正法寺

こうとする道心を強くして

だき開催されました︒

我々青年僧侶に対して︑通夜・葬儀等を例
にとり︑線香の立て方︑剃刀の作法︑また各
種掲文について微細に渡って説明し︑今行っ
ている仏数的作法の意味︑それをあえて法話
や説法といった堅苦しい形をとらずに遺族で
ある壇信徒に示すことが﹁導く人﹂の勤めな
のだというお話を通して︑我々宗門の僧侶は︑
遺族や会葬者と葬祭関連業者さんのような
﹁送る人﹂ではなく︑﹁導く人﹂即ち導師なの
であり︑仏数的儀礼のその意味を伝えること
の大切さを講演していただきました︒

みちのく曹洞宗の古刹

さい

お電話いただければ係員がおうかがいします
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〒981‑3田宮城剽山台市泉区松森学制松1‑I

TEL

022･77･1･2897

ご葬儀と佛事のご相談は

株巾八重複葬具店
仏壇と花･葬具の専門店
北上市大通り4丁目7−2 63−2125㈹
63−3058
63−63111(EAX)

〒020‑0016 盛岡市名須川町31‑5
TEL（019）635‑0303
FAX（019）635‑0019

釜石セレモ二−サービスセンター

やらj七三浦葬儀社
仏壇･仏具･生花･盛篭
釜石店

釜石市松原町３丁目３番10号
電話0193−22−3660㈹
FAX

0193−22−3667番

記念演奏会

旅行のことならなんでもご

﹃娠 神﹄

当県出身・在住であるシ

ンセサイザー奏者﹁姫神﹂

の星吉紀氏による記念演奏

会に於いては︑３００名以

上の一般聴衆が集まりまし

﹁姫神﹂特有の光と音の演

た︒

；゛●最新プログラムはいつでも無償ダウンロード

奏の他︑幻想的な音楽の中

●便利なExcel入出力機能

の椅子坐禅や︑当青年会員

丿ﾛ
ｽﾞ

数＋名による般若心経の唱

●一度覚えたら忘れないほど簡単操作

和に音楽とを融合される等︑

ふ:;》
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新たな試みも行われ大盛況

のうちに演奏会は幕を閉じ

ました︒
http:／／ｗｗｗ．ｓｔａｒｓｃｏｍｐｕｔｅｒ．ｃｏ．ｊｐ

檀家管理

た記念式典においては︑

願開顕尚尚湊

一決議文の採択の後︑当青

‑

・年会から次回開催県であ

㎜㎜

る宮城県＾とヽ決意も新一

‑

たに絡子の伝達が行われ

−−

ました︒
また︑全日程終了後に

一は懇親会が開かれ︑﹁わＩ

１んこそば大会﹂を通して１１
１
一懇親を深めつつ無事第三一

一十四回曹洞宗青年会東北・

地方集会﹁岩手県大会﹂一

は閉幕いたしました︒
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TEL水沢(24)1333･夜間水沢(23)4555

陸中海岸国立公園
陸中海岸の霊場

釜石大観音
釜石市大平町釜石火観音
釜石市大只越町石応禅寺

OI93−24−2125
0193−22−4080
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去る平成二十一年十二月

三日︑例年恒例となってお

ります歳末助け合い寒風托

鉢を︑宮古市 常安寺さま

を会場にお借りして行われ
ました︒

当日は肌寒い中あいにく

の雨となりましたが︑天候

には恵まれなかったものの︑

二十名以上の参加者が集ま

り︑常安寺さま境内での聶

経の後︑第十一教区青年会

の先導のもと宮古市内を歩

き︑数多くの市民の皆様よ

り心温まる浄財を頂戴いた
しました︒

この場を借りまして︑快

く会場をお貸しいただきま

した常安寺さまをはじめと

教しまして︑第十一教区青

年会の皆様︑また当日浄財

をいただきました宮古市の

皆様へ心より感謝いたしま
す︒

また︑お預かりした浄財

５１︒７６７円は宮古市社

会福祉協議会様へと寄付さ

せていただきました︒

御協力ありがとうござい
ました︒

得度〜住職就任までの申
請の流れ︑並びに責任役
員・関与者申請の必修申請

会場：宮城県仙台市若林区

林香院

内容：電話相談のための傾聴講習

受講費5,000円

※詳細についての問い合わせは

全曹青基幹事業委員

教醤セミナーー19・ぺ新年曾
平成二十二年度第二回教
養セミナーといたしまして︒
二月十六日ホテル千秋閣に

〜

十一月十七日第五教区青
年会主催による教区懇親会
並びに親睦会が行われまし
た︒
親睦会として︑水沢市Ｌ

の方法など︑資料をもとに
具体例に沿った実務的な講

おきまして︑葛巻町柳善院
東堂 志津森文夫老師を講

ＩＶＥにおきましてボウリ
ング大会が行われ参加者一

新年会では︑昨年開催さ

習となりました︒

曹洞宗宗侶としての本庁申

卓尊最

yﾙ
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奥州
刺区
宇大
‑2

E

その後︑会場をプラザイ

岩手県大船渡市大船渡町字地ノ森35‑17

北上・江刺・水沢

大船渡

れた東北地方集会﹁岩手県

アーバンメモリアルホール

請事務処理の実態﹂という

(火)

ン水沢に移し懇親会を行い

〜18日

大会﹂慰労会も併せて行わ

(月)

題で申請書類について講義

期日：平成22年５月17日

ました︒会員諸氏も大いに

日時・会場は以下の通りです。

れました︒

〜
Ｓ

を行っていただきました︒

六義やロールプレイ＼が行われる予定です。

哀

内容は、壇信徒の相談対応にも役立つ講

石遍−g−ﾐ9

葬儀、御法事、仏壇、仏具の御相談は

師にお迎えして︑﹁必修

談のための研修会が開催されるとの事。

同汗を流しました︒

ｿﾞ………=〕……全曹青基幹事業の一環として、電話相

親睦を深め︑新たに今後の

ﾚ…………〜観世ふおごんについて）

青年会活勣への互いの協力

全曹青基幹事業としての……

葬祭センター

T E L 0192−26−4600
F A X 0192−26−5389

慶徳雄仁師まで

宝鏡院

宮古市

（
『F=電話相談事業ﾉﾉ.:．

を誓いました︒
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