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ごあいさり
浄土宗スカウト連合協議会

理事長

東海林良雲

もNを越す世界のさまざまな宗

教や︑日本国内教系のブース

がル収置され︑自己の信仰を高め︑

他者の信仰やそれに基づいた慣

習について学び交流を深めまし

たまた︑^仰奨^の集いをア

リーナで開催し︑文化も{示教も

環境も違うもの伺士が集まり︑

自らの信仰を考え他の信仰につ

したしかし︑昨年の山口県き

釘か国2︑

400人が参加しま

年になりますその時は︑世界

の朝霧高原で開催されてからU

す日本での開催は前回静岡県

世界のどこかで開催されていま

世界ジャンボリーも4年ごとに

ちろん浄士宗スカウトも浄土宗

本仏教をアビールしましたも

教宗派のプースを設け世界に日

度の世界ジャンボリーでも各仏

ースを出展していますが︑この

しており日本ジャンボリーでブ

日本仏教スカウト協議会に所属

浄士宗スカウト連合協議会は

いて知り︑スカウト運動を通し

無常迅速﹂と言いますが︑

らら浜で開催された世界ジャン

の教義と実践について英語とフ

区・県・国・世界と口ーテーシ

月日は急流の如く瞬く間に過ぎ

ボリーには︑世界から161か

ランス語で伝えました

て世界の平和を願いました

さり︑私も浄土{示スカウトの理

国3万人という国別の参加が倍

ヨンで繰り返し開催されます

事長の任を拝命させていただい

になるというすばらしい大会に

島

てから早7年目を迎えています

なりました

まいましたスカウトの夏の行

中に大きな行事と巡り合ってし

平成釘年7月に開催され︑任期

回世界スカウトジャンボリーが

界のスカウトの祭典である第部

ーが平成部年7月に︑そして世

す今回の世界ジャンボリーで

青少年教育を推進しているので

団では︑スカウト運動を通して

め︑キリスト教などの各宗教教

を受け日本の仏教各宗派をはじ

仰心という柱がありますそれ

スカウト運動には︑大きな信

ぞよろしくお願い申し上げます

を全うしたいと存じます何と

理解とご協力を頂戴してこの任

ています重責ですが︑皆様のご

いいながら不思議なご縁に驚い

就任しました巡り合わせとは

することになり︑その理事長に

当宗派として昨年からお世話を

その仏教スカウト協議会の扣
その間︑第玲回日本ジャンボリ

事は︑例年ですと4年ごとに地

第四゛二回
浄士哀ヌカウト指導者研修会報告

おり︑皆でお勤めし芳重地蔵を

を見守るよ︑つな形で建てられて

地蔵は小山の上から小学校や町

芳重地蔵を参拝しました芳重

獅子舞を行うそうですが︑非常

釦キロもある頭部を1人で操り

も東野大獅子の獅子鉾は︑重量

子共に迫力がありましたが中で

次々に交代していくそうです

に重労働のため卯秒もせずに

研修日目

実際に演じている間は操る人が

供養しました

こは飯田の

次々と代わり︑しかし乱れ狂う

東谷大信
薩参拝と通学

お練り祭りか

ように舞う巨大な獅子舞は見る

浄土宗スカウト連合協議会事務局

された学校の

ら学ぶ伝統文

者を圧倒する迫力がありまし

今回の指導者研修会は︑当会
現地視察を行

化﹂という内

たまた他にも赤穂浪士の演舞

小学校での恩師との出会いにょ

は︑貧しい家の生まれでしたが

作られることとなるその生涯

聴致しました芳重氏の地蔵が

は宮澤芳重氏の生涯について拝

から学ぶ﹂でしたこの講目で

な っ た 男 S 宮澤芳重の﹁苦学

長・奥村茂美氏にょる﹁地蔵に

最初に︑飯田御月見同好会会

付近のみ見学しました昇降口

学することができたので昇降口

に着くと︑廃校でしたが中を見

変な場所にありました小学校

り︑道路も細く通うだけでも大

から釦分ほど籬れた山の中にあ

かいました小学校は飯田市内

東小学校(旧東方小学校)に向

したが︑芳重氏が通われた松川

れており︑現在は閉校となりま

蔵菩薩が祀ら

高台に芳重地

約釦キロの頭

を持って行われる大名行列や︑

仏統芸能には槍や刀︑纏など

きました0

て︑見学しながらご教授いただ

練り祭りの歴史や伝統につ

ので︑飯田の大名行列などのお

われるお練り祭りの当日でした

度︑伝統芸能が堂に会し行

研修会の期間は︑数えで七年に

氏に講話をいただきました本

仏統文化研究者である井上伸児

校事務局長で

伝わる伝統を学ぶことができた

することにょって︑その地方に

に一度の飯田お練り祭りを見学

今回の指導者研修会は︑七年

ことができました

伝統文化を見学させていただく

など︑様々な飯田地方に残る︑

・X

り勉強が好きになり︑その影響

には芳重氏が

部と大きな体

ことは︑大変貴重な機会になり

ただき︑ご自坊の長野教区伊那

N冊.

いました校

容を︑小中学

一匙二

組柏心寺様を会場として行われ
舎の脇にある

理事・安静達祐上人にご尽力い

ました

にょり働きながら生涯苦学を貫

寄贈された大

を操り舞︑つ東

ましたまた参加いただいたス

"

き通す生活を送ったというもの

きな望遠鏡が

野大獅子など

カウト指導者たちと︑泊日
ました

﹄

でした講師

ありました

がありまし

を通し︑懇親を深められた大変

d

の奥村先生も

その後小学校

た大名行

有意義な研修会でありました

い

途中感極まる

の東側にある

列︑東野大獅

場面もあり
次に︑実際

小山に登り︑

基

に芳重地蔵菩
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おめでと︑う!

発会玉︑十周奪S式典竈終えてS

公暢

第四十主回

拳委力白卜指導者研修会鐙告

さ︑支援﹂は﹁支縁であり︑

浄土宗スカウト連合協議会事務局長巖谷勝正

式典を行うことができました

訟日から器日にかけて浄土宗

縁を支え︑互いに支え合っご縁

浄土宗スカウト連合協議会 事 務 局 脇
平成器年W月器日(日)︑総本

が︑恥周年の節目にも知恩院に

の災害支援とスカウトにできる

を目指す必要があることを教え

当日は全国各地から浄士宗ス

盟理事長濱田智海上人から熊本

じ人たちと関わることの大切

山知恩院阿弥陀堂に於いて︑浄
て記念式典が行えたことは大変

こと﹂をテーマに指導者研修会

当会は︑昭和U年(196

カウトの役員を中心に︑知恩院

1講目は︑浄土宗災害対策事

地震でのボーイスカウトとして

W月

士宗スカウト連合協議会発会舶

喜ぱしいことであります

6)に岡山県日本原で行われた

を活動拠点にしている京都第即

務局嶋村課長から浄士宗の取

の実際の活動を報告いただき︑

跡︑伊藤唯真税下にご出座いた

式典では︑総本山知恩院門

の時から取り組みは始まってお

り組みですが︑阪神淡路大震災

主として東日本大震災以降の取

お話しいただきました

被災地にどれだけ役に立つかを

ポーイスカウトの日頃の訓練が

3講目は当会理事で熊本県連

だき︑法要が厳修され︑また︑浄土

︑

り︑宗としての基本的な考え方

2講目は︑ひとさじの会事務

お話しいただきました他団体

今

宗を代表して社会国際局杉山俊

対応まで整理してお話しいただ

から発災直後の対応︑数年後の
法要終了後︑伊藤俔下よりご
の重要性︑またスカウト活動が

局長光照院副住職吉水岳彦上人

きました

興隆するようにと励ましのお凹

から﹁災害被災地支援S仏教者

祝辞をいただき︑スカウト活動

葉を頂戴いたしました
舶周年のお祝いに弥栄﹂の祝声

と恊働することにょって被災者

と題して
を行いこれからもスカウティング

にとって身近な存在になること

として大切な視点S

に邁進する決意を改めて誓わせ

が大事であること︑継続的に同

式典の最後に︑参加者全員で

ていただけた式典になりました

〆

ーに奥多列いただーした

借りして開催しました

ていただきました

第4回日本ジャンボリーに合わ

団のスカウトたちも集まり︑卯

り組み^について伺いました

を︑大本山清浄華院を会場にお

せて結成されました以来︑多

名近くの関係者が参集しました

如周年の際にも︑知恩院にて

迎えることができました

まいりましたが︑発会弱周年を

くの浄士宗スカウトを育成して

弱周年の式典に先立ち︑

周年記念式典が行われました

川

すしかしながら︑ポーイスカ

希望するスカウトがほとんどで

士章を習得するために参加を

定める最高峰のカテゴリー﹁{昌

は︑ポーイスカウト日本連盟が

はないでしょ

になったので

﹁命﹂について考えるきつかけ

誰もが抱く﹁自分の存在﹂や

を︑聞法するなかで︑青少年の

という人生の根本的な﹁課題

﹁{示教﹂とは?﹁信仰﹂とは?

した短い期間ではありますが︑

じめ︑別時念仏礼拝も実践しま

の教えを学び︑時の勤行をは

い内容で︑釈尊仏法然伝

けて︑本研修ではより密度の濃

ぞれの地兀での簡単な指導を受

トとして誓いを忘れず︑日々の

は仏教徒として︑浄士宗スカウ

きたいと思いましたこれから

れることなく日々を過ごしてい

いうこと︑また誓った内容を忘

しこれからは︑ここで誓ったと

るつもりではいましたが︑しか

ました今まで仏教を估じてい

の宝に︑篤く敬︑つことを誓い

今日の帰敬式で私は仏・法・僧

が照らされたように感じました

からいただいた灯火で自分の心

うに感じられましたお釈迦様

そこはいっそう神聖な場所のよ

第五十九回
浄士宗スカウト仏鞠章研修会澗告

ウト創始者のべーデン・パウエ

︑つ力

に於いて︑浄士宗スカウト仏教

わう長野教区伊那組柏心寺さま

に一度の飯田お練祭りの祭事賑

ら器日(火) の 2 泊 3 日 間 ︑ 七 年

去る平成器年3月町日(日)か

教章研修会の期間に︑お念仏の

仰を芽生えさせるため︑この仏

仏教章を取得するにあたり
仏教徒としての明確なる信

尓されています当会としても

る信仰を持つ﹂ということを明

怜敬式に臨む姿勢と雰囲気には

いますスカウト達が︑真剣に

の中で最も大切な儀式として行

夜にこの研修

式もhいまし

また︑帰敬

ています︒今後︑この研修会に参

青少年と携われることに感激し

もとより︑スカウト十代後半の

研修隊隊長を仰せつかることは

研修隊隊長近藤秀祐

章研修会が開催されましたご

生活を青少年にお仏えをさせて

スタッフ全員感動を覚えます

と

リ

浄土宗スカウト連合協議会事務局

ル卿はスカウト活動は﹁明確な

協力いただきました寺庭をはじ

いただいています事前研修に

あるスカウトの玲敬式の感想

います︒﹂

﹁仏教章研修会﹂とは︑喜ぱ

しく大変充実した研修会です

証

加するスカウトが増え︑一右い仏

教徒となり

﹁お念仏﹂を拠

文を紹介いたします

善行に努めていきたいと考えて

め︑総代さま︑長野連盟飯田1

て︑仏教・浄土宗についてそれ

た 2日目の

団関係スタッフの皆様には︑心
より御礼申し上げます

﹁今日の帰敬式は私が今まで

り所とする仲

糎語

行ったどんなものよりも厳かで

‑j一一

ム︑

^

当日は︑南得の春の訪れを
感じさせる暖かな気候の中の開

とを心より望

問が増えるこ

る前のお香をいただく時から緊

み︑ご報告と

素晴らしいものでした入堂す

H歳から玲歳までの男女鈴名が

張感はただよっていましたが︑

致します

催となりました全国各地より
志高く集まりました

ろうそくを受け取り中に入ると︑

この研修会を受けるスカウト
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浄土宗仏教章授与スカウト(平成28年2月3日 平成29年2月6日)
平成29年2月7日作成

浄土宗承認

寺院名

氏名

.聖二

教職

浄土宗承認

氏名

教職

俊輔柵原

9

極楽寺白馬龍毅

H28.223 下葉亮俊長野 15 真光寺近藤秀祐

H29.1.18 宮脇加奈柵原

9

極楽寺白馬龍毅

H器.223 小日向俊哉長野 15 真光寺近藤秀祐

H29.131 小暮涼平八王子

5

察腰院木村良成

H28.223 永藤

H28.223

フU

長野

真光寺近藤秀祐

喘畢 1"人長野 15 真光寺近藤秀祐

H29.1.18 畑

寺院名

H29.2.6

田口翔太飯田

柏心当安静俊祐

山〒

里佳π南

成蓮院脈岩澄光

H29.2.6

1.1.1口雄大飯 HI

柏心寺安静俊祐

質28.721 前Ⅲ優佑水俣

西生院濱田智海

H29.2.6

蜂谷

、^

柏心寺安静俊祐

'常

H29.2,6 上柳晶裕飯 111

H28.3.15

H28.8.4

建部面恵北葛城

H28.11.18 山中光津紀目

ヨι

称寺赤井正道

祐天寺脇川公暢

務ミ

飯田

柏

'L、

寺安静俊祐
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お願いします

ぞ︑お繰り合わせの上ご出席を

とおり開催いたしますどう

平成四年度年次総会は左'の

2月号(仏教章研修会開催案

1月号(理事会繋巳

9月号(指導者研修会案内)

8月号(総会報止巳

仏教章研修会報止巳

研修会概要

場所大本山増上寺

日時平成即年5月W日囲

■平成四年度指導者研修会

集合受付S訟日日Ⅱ時頃まで

日程平成加年W月幻日蛯時釦分

テーマ災害支援と仏教スカウト

午後H時SM時

日本仏教スカウト協議会
理事会開催さる!

の2回︑﹁日本仏教スカウト協
参加費 12︑000円(予定)

場所宗務庁東京第1会議室

平成器年5月即日と口月7日

議合の理事会が︑浄士宗を担
申込・問合せ浄士宗社会国際
局内日本仏教スカウト協議

宗報1月号に同封発送

◆お知らせチラシ

い)

内︑仏教章事前研修のお願

当宗派として大本山増上寺で開
催されました

日時平成四年W月幻日団SN

◆中外日報

5月鋳日付け(総会報止巳

宗派ですので︑皆さま奮ってご参

指導者研修会といたします担当

Ⅱ月2日(指導者研修会)

W月器日付け露会釦周年)

◆文化時報

当会理事濱田智海上人が︑熊

加くださいますようお願いします

会主催の研修会をもって当会の

上述の﹁日本仏教スカウト恊議

月訟日側

会事務局担当一服部
03^3436

5月の理事会で︑平成即年度
の事業報告と決算が報告された
申込締切平成毅年9月鉛日囲必着

{1一1}

3351

あと︑担当宗派の交代が行わ
れ︑真宗大谷派から浄士宗へと

本県連理事長という立場でスカ

■第引回仏教章研修会

熊本地震で濱田理事奔走!

謡月の会議において平成胎年

ウトが災害ボランティアに従事

引き継がれ︑平成器年度の事業

度開催予定の研修会の日程およ

するための宿営地の確保など多

血釘S認を配信

※メールニユースの配信および

のご活用を!

場所大本山増上寺(予定)
総会での審議で変更すること
があります

平成舗年度広報掲載報告
◆宗報

7月号(指導者研修会報告

■編集者

■印刷

小

竹印刷槻

谷勝正

巨中ヨ山=‑mo0昇・ヨ+0回一ooobこ口

■仁工r‑=‑a＼＼mo0鼻.‑0旦0.9.冒
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スカウト浄土

第a回仏教章研修会は︑関東

日本仏教スカウト協議会
主催研修会概要決定!

信仰奨励章取得のためのアン

会員向けメーリングリストに

仏教ガールスカウト研修会

ノウンスカウトとアンノウンソ

地兀開催を要望される方は必

での開催を予定しています定

仏教スカウト指導者研修会を左

ルジャーのハ︑不ルシアターセッ

ず総会にご出席をお願いいたし

計画と予算が承認されました

び研修内容につき承認していた

方面で活躍されました

◆メールニユース

だきました

記の内容で浄土宗が扣当して実

トの貸出用がありますので︑活

ます

登録希望の方は︑事務局まで

施します関係者の皆さまには

用ください詳細は事務局へお

員は如名です

スタッフとしてのご協力をお願

問い合わせください

日程震卸年3月即日網S鈴日刈

いするとともに指導者に奮って

今年主な行事予定

信仰奨励城ネルシアター

参加いただくようご案内をよろ
しくお願いします

■総会のお知らせ

