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スカウト浄土
(1)第37号

東海林良雲

勢至丸そしてスカウト
浄土宗スカウト連合協議会

理事長

の加盟員が明確な信仰を持つこ

とを奨励する﹂とあるよ︑つにど

のような信仰でも明^な信仰を

持つことに重きを置いているの

ですそして僧衣を着け︑ざる坊

さん︑牧師さん︑神官さんにな

るように勧めているのです浄

土宗寺院はその優れた青少年社

の兀祖様も喜んでおられるよう

兀気な声が境内に満ちて︑本堂

が結集しましたこどもたちの

トに呼び掛け︑大勢のスカウト

事の開催を全国の浄土宗スカウ

から︑協議会結成閉周年記念行

︑?です

とか次の曹洞宗にお渡しできそ

浄士宗が事務局を担当し︑なん

所属しており︑平成器年度から

す協議会には現在U教宗派が

議会の一員として活動していま

浄土宗も日本仏教スカウト協

会教育に早くから取り組んでい

で感動のキャンプ生活となりま

現在少子化が急速に進んでお

れた年代とカブスカウト・ボー

昭和U年に第4回日本ジャン

したもちろん期間中に全員で

り︑青少年を取り巻く社会環境

ました

ポリーが岡山県日本原で開催さ

誕生寺を参拝しましたスカウ

イスカウトが同年代であること

れました浄土宗スカウト関係

も著しく変化していますいじ

社会教育がますます重視されて

トたちもこの意義深い結集に感
ボーイスカウト運動は︑当初

いますこのような時代だから

者は︑これを好機ととらえて全
諦年から準備を進め︑日本原で

少年団日本連盟として大正Ⅱ年

こそ法然上人のみ教えを︑スカ

めや不登校など地域や家庭でも
の日本ジャンポリー終了後︑兀

に発足したのですが︑太平洋戦

ウト運動を通じて青少年に伝え

銘を受けたはずです

祖様の誕生寺に100人が結集

争勃発のため解散の憂き目に遭

たいとその思いを燃やしている

国浄士宗寺院に呼び掛けて昭和

して協議会の誕生を祝いました

戦後GHQと文部省にょり︑

財団法人ボーイスカウト日本連

ご理解いただき︑青少年の加入

この頃ですどうかこの運動に

︑︑

盟として再発足しましたスカ

を推奨いただきますよ︑つよろし

し

﹁那岐山菩提寺研修センター

ウト運動は︑ボーイスカウト日

くお願い申し上げます

初代理事長は原善正師でした

が開設されたことに合わせ︑ま

本連盟規程の第H条にすべて

その後︑平成3年にちょうど

た兀祖様が勢至丸として過ごさ

この道を行く
Sたか章竈受章しでS

隊の員であり︑ヨーロッハ戦

出した日系100大隊422部

米軍として最も多くの犠牲者を

る兀義さんは第次世界大戰で

盟第1号の﹁富士スカウト章

リアーし高校3年秋に熊本県連

章取得︑数年に渡る課題をク

の仏教章研修会で﹁仏教

したスカウト連合協議会主催

現在は警察官として奉職して

線で戦ってきた生き残りであり
これまでドイツ軍との白兵戦

おり︑日本の空の玄関口﹁成田

浄土宗スカウト連合協議会理事・西生院濱田智海
宗スカウトハワイ派遣団の一員

の激しい戦いの話やドイツ軍捕

空港の警備最高責任者として

を受章しました

としてハワイ開教区の四つの

虜など多くのお話を聞くことが

ました

島々を訪れハワイ日系の方々と

がんばっていますいつも帰省

もう1人は︑私が大学を卒業

私も今はポーイスカウト熊本

できましたが︑いつも最後には

して初めて受け持ったスカウト

県連盟理事長として県内850

親善を深めたことです︒当時の

訪れホームスティ私はメンバ

T君は

する度に飲みに行き今の自分

ーの田中兀義・シズエさんご夫

の中にT君がいました

名のスカウト・リーダーを引っ

絶対に戦争はしてはダメだ

妻の自宅に数日問お世話になり

正義祭強く真面目でスカウト

張る牽引役ですスカウト精

派遣隊長が知恩院執事長をされ

ました

活動も熱心にやっていました

神を︒受け継ぎ・護り0

があるのも隊長のお蔭であり︑

家族は息子・娘2人︑長男は

しかし︑中学3年の時︑父親が

からは︒伝える0

と︑何回も強く話されていたの

が過ぎました 2016年︑社

アメリカ最高章のイーグルス

経営していた会社が倒産家屋

ると思っています

ました牧達雄先生でありまし

会教育功労者として文部科学

土地全てを失いどん底の生活に

私の恩人です﹂と言ってくれま

大臣表彰︑昨年はポーイスカ

カウト日本でう﹁{晶士ス
カウトでしたこの時のホー

なり家計を助けるために新聞

が印象に残っています

ウト日本連盟より功労章﹁たか

ムスティが﹁ご縁﹂となり抑年

配達やアルバイトを始め︑だ

たハワイ島ヒロ市の明照院を

章﹂を受章しましたがむしや

近くになる今でもご両親亡きあ

んだんスカウト活動から遠ざ

よ︑つとしていましたが︑ポー

「鹸本地震支撰活動について」

ポーイ叉"ウ阜巨卑鳳重直嘘事員抽罵智罰

のが使命であ

す本当に有難いものです

らにスカウトの道を歩み︑今振

と子供さん方との﹁ご縁が続

かっていきました長年続け

社会教育ポーイスカウト運動

り返ると﹁人﹂との出会いであ

き︑これまで十数回もハワイを

てきたボーイスカウトも辞め

この田中さんご家は熱心な

イスカウト最高の章富士ス

ロ"早吐卸卑■0"量10仕1一圭,ロ'01
,噂胃立工*山堰と骨

に入り釦年︑指導者として卯年

り︑﹁人﹂に支えられて歩んだ

訪れ親交を深めています

これまでのボーイスカウト人

お念仏信者﹂で︑お寺の役員

演題

これ

﹁道﹂でありました

生で二つの出会いが'憶に残っ

カウト章取得を目標に︑私

と人脚の挑戦が始まりま

やポーイスカウトのりーダーな

どを勤めておられます父であ

ていますつはA から娼年
前︑中学3年の時︑第1回浄士

第22回仏敏ガールスカウト研修金
焦10回仏靴スカウト招導雪研修会

第37号(2)

スカウト浄士
30.3.20

第四十四回
浄釜宗ヌカの卜指導者研修厶覇告一

巖谷勝正

日で︑大本山増上寺をお借りし

浄土宗スカウト連合協議会事務局長
今年度の浄士宗スカウト指導

しての奉仕について講演をいた

だき︑最後は宗派を超えて懇親

を深めました

2日目は︑集まったさま︑ざま

な宗派の方々に浄士宗や増上寺

のことを知っていただこ︑つと︑

宇高良哲師をお招きし︑徳川

カウト﹂をテーマとしてhわれ

を前面に出し︑﹁災害と仏教ス

として進められ︑浄士宗らしさ

は︑当会の東海林良昌師を中心

営することに な り ま し た 企 画

担当宗派として浄士宗が企画運

した︒とはいぇ︑この協議会の

協議会主催の研修会に参加しま

スカウト協議会として活動して

連盟宗教特別委員会や東京仏教

連盟の宗教委員会の活動︑東京

きましたボーイスカウト日本

い写真を見ながらお話をいただ

カウトの歩みについて︑懐かし

のスカウト活動を通して仏教ス

当会顧問の岡本圭木師から先生

まず︑全体の基嗣講演では︑

織運営がそのまま災害支援活動

普段のポーイスカウト活動の組

細にお話していただきました

での一連の活動内容について詳

地設置からその運営から撤収ま

でのボーイスカウト熊本活動基

して︑地震発生後から8月末ま

における災害とスカウトと題

県連盟理事長)から熊本地震

たり︑社会国際局は主催者とし

とができました︒開催するにあ

士宗担当の研修会を終了するこ

計能人の参加者を迎え無事に浄

今回は︑浄士宗関係者即人︑

ます

を^じていただけたことと^い

たが︑増上寺で行う研修の意義

め拝観も広くはできませんでし

だきました︒残念ながら雨のた

家と増上寺﹂の講演を拝聴し︑

ましたこの研修会はガールス

きたことを紹介いただき︑最後

に役立ったというお話が印象的

山内の文化財を見学させていた

カウトとボーイスカウトが同時

に奉仕の心構えやご先祖を大切

場面でご協力いただきましたこ

て︑また増上寺のご担当には会
またポーイスカウト日本連盟

妻

とこの場を借りて感謝いたしま
仰奨励の取り組みについてお話

︑

事務局から吉村敏氏に現在の信
次に︑ガールスカウトを対象

をいた^き︑^に^^^^^を

・支識謡動小ら見えて、
・スカウトU」役胴にう1

をいただきました︒

に︑独自の取得単元講座として

高める必要性を強調されまし
研修は夜まで続き︑東海林良

当会監事の永野貴子先生(京都
﹁指導者として少女と向き合う

昌師からは︑東北の指導者とし

オ

と題した講義があり︑ボーイス

て関わった東日本大震災での体

文教学園学園資料室室長)から

カウトを対象に︑当会理事の濱

験をもとにして仏教スカウトと

ノ?" 0)オ;ι

て何よりも大切な信仰心のお話

進行で研修を進めることにも特
日程は︑平成器年W月幻S訟

でした

て開催しました

加1

にする︑心そしてスカウトにとっ

者研修会は︑日本仏教スカウト

「がんぱるバイ」
は

徴があります

地からのご支撰に惑

田智海師(ボーイスカウト熊本

被災地の寺院捌住職とし
. 時か打現"主で励侶竹

30.3.20

スカウト浄士
(3)第37号

第37号(4

スカウト浄士
30.3.20

2泊3日︑桜の花が咲きだし春

平成鈴年3月部日から羽日の

の誰もが抱く自分の存在﹂や

題﹂を聞法するなかで︑青少年

人生を送る中での根本的な﹁課

は?・﹁信仰﹂とは?・という︑

短い期問ですが︑六教﹂と

別時会念仏礼拝も実践します

を学び︑時の勤行をはじめ︑

釈尊伝法然仏とその教え

研修ではより密度の濃い内容で︑

兀の先生方の指導を受けて︑本

な気がいたします

偉大さが身に染みてわかるよう

ますと︑お釈迦様や法然上人の

の学習を振り返って反省してみ

かり重みを感じました今まで

えていたお念仏も意味が分

学ぶことで︑意味も分からず唱

は習うことができません深く

とができました決して学校で

えるに至るまでの過程を知るこ

法然上人の日本で念仏を唱

第六十 回

烱漫な滋賀教区湖南組西方寺さ

﹁命について考えるきつかけ

言う短い研修期間でしたが︑こ

この研修会は︑ボーイスカウ

の男女鈴名が志高く集まりました

敬式に臨む姿勢と雰囲気にはス

ですスカウト達が︑真剣に加

この研修の中で最も大切な儀式

思いました︒﹂(男子巧才)

佛の教えを信じ{寸っていこうと

研修隊隊長近藤秀祐

浄土宗スカウト連合協議会事務局

浄士宗スカウト仏教章研修会報告

まに於いて︑浄士宗スカウト仏

になったのではないでしょうか

2泊3日と

教章研修会が開催されました
はじめ︑総代様︑滋賀連盟草津

ト日本連盟が定める最高峰の力

タッフ全員憲動を覚えます

れからも一人の仏教徒として︑

1団関係スタッフの皆様には︑

テゴリー﹁富士章を習得する

した研修会です研修隊隊長を

2日目の夜の帰敬式は︑

西方寺様は︑当会発足の先達

ために参加を希望するスカウト

仰せつかる事はもとより︑スカ

また︑

故牧達雄上人 の ご 自 坊 で も あ り ︑

がほとんどですしかしながら︑

ご協力いただきました寺庭様を

御師は青少年教育を基礎とした

ポーイスカウト創始者のべーデ

ることに感激しました今後︑

ウト十代後半の青少年と関われ

仏教章研修厶区は︑大変充実

浄土宗スカウト連合協議会

お寺作りにご尽力されました

ン・パウエル卿は︑スカウト活

この研修会に参加するスカウト

心より御礼申し上げます

この年は十三回忌にあたり︑ス

動は﹁明確なる信仰を持つ﹂と

かますます増え︑若い﹁仏教

務,

タッフ一同︑参加スカウト達と

いうことを定義されています

徒となり

の生活に高校生年代の青少年を

なる信仰を芽生えさせ︑お念仏

くのを感じました︒今回の研修

に︑ふと心が清らかになってい

今回の加敬式を終えたとき

望み︑報告と

ことを心より

仲間が増える

拠り所とする

お念仏を

導くようにお伝えしています

ではさま︑ざまな事を学びました

します

文を紹介します

あるスカウトの玲敬式の感想

軍

追悼法要を営みました今回は︑

当会としても﹁仏教章﹂習得に

"

事前研修にて︑仏教・浄土宗に

お釈迦様の﹁仏教﹂の成立から

あたり﹁仏教徒﹂としての明確

全国各地よりH歳から玲歳まで

置

ついて簡単な指導を各参加者地

スカウト浄土

(5)第37号

︑つ

=一
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浄土宗仏教章授与スカウト(平成29年2月14日 平成30年1月29日)
平成30年1月31日作成

浄土宗承認

氏名

団

寺院名

教職

浄土宗承認

氏名

団

寺院名

教職

れ!トL、Tf

安静俊祐

H29.2.14 黒須爽音

文京

正定寺

原善定

H29.5.26 下平美夢駒ケ根

H29.2.14 手島佑哉

文京

正定¥子

原善定

H29.10.6

布野愛瑠

松本

真光寺

近藤秀祐

H29.3.10 田村聡志

長野

真光寺

近藤秀祐

H29.10.6

小倉杏珠季

松本

真光寺

近藤秀祐

H29.331 河原惇哉

飯田

柏心寺

安静俊祐

H29.10」2 濱田兀介

松本

真光寺

近藤秀祐

H29.331 宮洋)亡彌

飯田

柏乢、卓子

安静俊祐

H29」025 島本颯太

磯城

浄照寺

白馬龍毅

H29.420 塚原

巧

長野

15

真.光寺

近藤秀祐

H29.1025 森永涼太

磯城

H29.420 中村

フL

長野

巧

真.光寺

近藤秀祐

H30.1」2 藤田康嗣

八代

5

盛光・寺

勝部秀信

H29.427 池本拓真

練!島

10

祐犬寺

脇川公暢

H30.1.12 楠ド歩生

八代

5

盛光寺

勝部秀偏

H29.427 片i丁

瞭

練j覇

10

祢夫寺

脇川公暢

H30.1,12 内田早映

八代

盛光寺

勝部秀信

H29.427 内藤佑哉

練,馬

10

訓.i天寺

脇川公暢

H30.129 宮内智美

飯田

柏心寺

安静俊祐

H29,427 芳野力1

練馬

10

祐天寺

脇川公暢

H30.129 西田光希

出皙

長仏寺

西田弘英

18

4

集まれ!第 ワ 回 日 本 ス カ
ウ ト ジ ャ ンボリーヘ!
S奉仕者募集中S

平成釦年8月4esN日ま

問い合わせください
以上

用ください詳細は事務局へお
問い合わせください

今年度主な行事予定

平成器S扮年の2年間にわた

■総会のお知らせ

で︑石川県珠洲市りふれっしゅ

平成諦年度年次総会は左'の

地兀開催を要望される方は必

ず総会にご出席をお願いします

平成舗年度広報掲載報告

◆宗報和合)

7月号(仏教章研修会繋巳

8月号(総会報止巳

り浄士宗が扣当宗派として日本

9月号(指導者研修会案内)

宗報1月号に同封発行

◆お知らせチラシ

い)

ぞ︑お繰り合わせの上ご出席を

その間仏教ガールスカウト研

し大

奨励プログラムが展開され︑浄

修会・仏教スカウト指導者研修

午後2時S4時

今回のジャンポリーでも信仰

士宗も参加しますつきまして

会を増上寺にて開催し︑第Π回

場所宗務庁東京第1会議室

2月号(仏教章研修会開催案

は左記日程で奉仕者を募集しま

日本スカウトジャンボリーの情

■平成即年度指導者研修会

お願いします

す高校生年代の若人に熱い心

報収集をして各宗派に伝えるな

内︑仏教章事前研修のお願

で浄士宗の信仰を伝えていただ

ご^ノ^くださいますようお願い

して開催します皆さま奮って

登録希望の方は︑事務局まで

会員向けメーリングリストに

※メールニユースの配信および

◆メールニユース

どの役割を果たしてきました

します

今年度の指導者研修会は︑名

ける方を募集中です詳細は事

今年度の理事会をもって曹洞宗

さまのご尽力にょりこれまで無

日時未定

M諦S虹を配信

務局へお問い合わせください

に引き継がれます

8月5日設営

事に役割を全うしてこられまし

浄士宗社会国際局の担当の皆

8月6日浄士宗プース開設

第能回仏教章研修会は︑関西

方面での開催を予定していま

す定員は如名です
日時平成訂年3月即日困
1器日囲

場所大本山清浄華院(予定)
総会での審議で変更すること
があります

腰印刷

小

竹印刷閥

■編集者巖谷勝正
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浄土宗宗務庁社会国際局内
浄土宗スカウト連合協議会

東京都港区芝公園四1七1四

■発行平成三十年三月二十日

(第三十七号)

スカウト浄土

担当当会理事・{女静達祐
て厚く御礼申し上げます

偏仰奨励章取得のためのアン

信仰奨鼎ネルシアター

大勢のご奉仕が必要です

ノウンスカウトとアンノウンソ

のざ活用を!

8月8日 6日と同じ

トの貸出用がありますので︑活

ルジャーのハ︑不ルシアターセッ

1日でも奉仕できる方ぜひお

回第能回仏教章研修会

た関係の皆さまに紙面を借り

古屋市建中寺様を会場にお借り

お待ちしています

日時平成釦年5月訟日光

村において第Ⅱ回日本スカウト

.ど

とおり開催いたしますどう

ス

仏教スカウト協議会を担当しま

'カ
ウ
ト
協

ジャンポリーが開催されます

旦日
本
、仏
教

8月9日ブース開設と撤収

スカウトの誘導記今省叩配付等

人のスカウトとお勤めします

浄士{示のお勤めを約1500

8月7日信仰奨励の集い

宗の教義と実践を伝えます

集まってくるスカウトに浄士

記

第37号(6

スカウト浄土
30.3.20

