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末寺のお取り越しの報恩講を振り返って 
平成 21(2009)年 11 月 8日(日)                        

堅田 玄宥 

一、はじめに 

 国会予算委員会のやりとりを見ていますと、ときにここまでふみこんでという程に事実関係の追

及があります。お金が絡んでいたり、法規制等に違背している懸念があったり、マニフェストに違背し

ている疑いに基づくものであります。 

 踏み込む度合は、対象が公的であればある程に深くなることが許されます。これは憲法に謳う

「幸福追求権」と国民の「知る権利」とのせめぎあいに基づく帰結であります。幸福を追求する権利

としては「ひとりにしておいてほしい」とするものの、公的立場にたてばたつほどに事柄の説明責任

を果たすことが求められ国民の知る権利が優先されるという意味であります。 

 今回の記事は、地域の実情に踏み込むものであり、格調を尊びたい「りびんぐらいぶず」の誌面

を汚すのではないかとの懸念なきにしもあらずですが、何としてでも阿弥陀如来のお慈悲が届い

て下さるまでにお聴聞の法座が賑やかになるようにとの切ない願いに基づくものであり、実情に照

らし自らも責任の一端を負う意味で自督の意味を込めて断章として掲げるものであります。 

二、「ありがとう、勿体ない、お蔭様」の伝統文化の構築に向けて 

毎年十月初めから十一月にかけて秋の深まりと共に末寺の報恩講の季節となります。 

私達住職はお互いに内陣出勤の法中として参勤します。年に一度のまたとない機会ですので、私は

可能な限りお勤めの後のご法座のご縁に遇わせて戴きます。これには年齢的に後に続くご法中方

にもできる限りご法座に連なって戴きたいという願いが込められてもいます。 

こうして私自身がご法縁に遇わせて戴くのは、同時に、 

① ご法座毎の賑わいを拝見できること、 

② お客僧のお話ぶりを拝聴すること、ご法話の構成の立て方、起承転結が際立っているか、お

喩えの妙、 

③ それにお同行がどのように聴聞なさっているか、退屈されていないか等々のお聴聞現場の実

情をつぶさに拝見できるからであります。 

もしもお客僧が宗門の「教学伝道研究センター」の研究員さんと聞けばお若くともそれなりの研

究成果や方法論が実地に示されるものとの前提で伺うのが自然です。 

今年も一座はセンターの研究員様のご法話のご縁に接しました。 

聴聞しておりますと、今年の研究員様は「お寺では死ぬ死ぬとよく聞かされます」とお話を通し

ていらっしゃるではありませんか。厳しいようですが、私はどうもそれは違うのではないかと聞かせ

て戴いたことであります。なぜなら「死ぬ」というのは私達凡夫の理解の持ち前であるのに対して、

如来様は第十八願文で「わが国に生まれてくるんだよ」と仰せだからです。「死ぬ」としか考えられ
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ない凡夫の固定概念を打ち破って浄土往生の希望の光をお伝え下さるのが如来様のお慈悲であり

お取り次ぎに際しての布教使の責務だからです。 

次にお参りの賑やかさに移って参りましょう。 

お参りの賑やかさでは、北小松から北比良までの三部落で南小松のご法座が最も賑やかです。

並べてどのお寺様であろうともご本堂が満堂になる程の賑やかさです。昨今この傾向は一層際立

っています。困ったことに私はお参りのご人数を数える癖がついています。Ｓ寺様では五十名を超

え、T 寺様では四十名を超え、何れもお初夜では男の方々の方が多いと云う風に。 

そうするとそのわけを尋ねてみたくなります。 

伺いますと、お同行の皆様はお家の願い寺の報恩講だけではなく、お東お西の御門徒を問わず

互いにどのご法座にも誘いあってお参りあいになる尊い慣習が仕上っているからだとお聞かせに

与ります。とりわけ一家の柱となる男の方々が先頭を切ってお参りになるのが確実になっています。

こうしてご夫婦が打ち揃ってお参りになのが寧ろ普通なのです。 

男の人のお参りを募るにはどうしたらよいか、 

「それは総代から声をかけるようにするのです」とは、総代様のお応えでありました。こうした慣習

が根付いている背景には「お聴聞」という言葉が南小松には今日まで大切にされてきた尊い歴史

の歩みがあるように思われてなりません。 

今年、南小松のお寺様では今一つ嬉しい事実がありました。 

それは、徳浄寺様の報恩講に於いて平成二十年九月に滋賀組総代会研修でお迎えした元本願寺

布教専従職員でいらした布教使の葦原理江師を熊本からお招きになったという事実であります。 

伺えば、昨年の総代研修にご参加になった総代様がぜひとも自坊の報恩講の客僧としてお招きし

たいとの熱烈なご要望があったからだというのです。 

これを耳にしたとき、私は、昨年滋賀組の総代研修の講師として思い切って葦原師をお招きした甲

斐があったと嬉しく思うと同時に、一年後に自坊の報恩講のお客僧に迎えようと奔走なさった総代

様方の熱意と熊本からお客僧をお招きになるのを可能にした徳浄寺様の寺院運営の柔軟な仕組み

に頭が下がる思いがしたものであります。 

徳浄寺様は最近入寺されたご住職のなんと熱心なこと、事務処理能力も鮮やかにご絵伝を拝読

用にしてお同行にご覧戴けるようになさったり、報恩講中のマニュアルを総代様方と共に作り上げ

て対応していらっしゃる姿は驚くばかりであります。 

かくして、ご法座が賑やかになる背景には、 

①� 総代様が率先垂範されて居る事実があり、 

②願い寺だけではなしに、お東お西の御門徒を問わずお同行がお参りあいをなさる習慣づけが

仕上っていることがどれ程大事であるか、また、 

③一家の柱となる男の方々が先頭を切ってお参りになることがどれ程大事であるかを知ること
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ができるのであります。 

三、北小松のお聴聞のご法座「報恩講」の反省 

それでは、北小松での報恩講はどうかと問えば、大変残念なことに最も淋しいのが実情でありま

す。僧侶ばかりの集まりにはときとしてこの実情を嘆く声が返ってきます。 

しかし、その割には、僧侶自身が自らを振り返っているかというとどうもそうではないようであり

忸怩たる思いに駆られます。 

お聴聞のご法座を賑やかにするには、前述の要素に加えて、何はさておき一等最初には、各寺院

のご住職にご法座を賑やかにしたいという熱烈な情熱があるかどうかによることは疑いのない事

実です。何しろ、お客僧を選定なさるのは住職の手に委ねられているからであります。 

住職にとって何が一番大事であるか、昔から言い古された言葉があります。 

それは、お迎えしたお客僧がどのようなご法話をして戴いているのかお客僧を接待申し上げる意

味を込めてご本堂のご法座に連なってお同行とご一緒に聴聞することであります。 

それには当院の住職は本堂に詰めねばならず、お勤めの後は奥座敷で接待する手がないのです

から、事情を慮ってご参勤の法中方も自ら奥座敷から本堂に歩みを運ぶべきであり、実際、余程の

ことのない限り、先代ご住職方はそうなさっていたのですが、どうも昨今はそうではなく、お酒が

振舞われる夜食を待ち設けては奥座敷に引き込んだまま世間話にうち興じて、一向に本堂に姿を

見せようともされない姿が目に付いて仕方がないのであります。 

「①宗教法人としての寺院は一体何のためにあるのか、 

②僧侶はその勤めを果たして居ると言えるのか、 

③如来様のお慈悲がお同行に届くように精一杯御給仕をさせて戴いているのであろうか」とい

う厳しい反省に照らして、まことお恥ずかしい僧侶の実像であります。 

では住職が本堂に連なる効果は何か、 

一つには、お客僧に緊張感が走ります。 

二つには、 

①お同行がどんな具合にお聴聞をなさっていらっしゃるか、お慶び戴いているであろうか退屈な

さってはいないだろうか、その様子を伺うこともできますし、 

②先頭を切ってお聴聞することにより、毎年の彼岸会でいつ制作したともしれない黄ばんだ紙片

の原稿に依存する姿勢から脱却して、お客僧のご法話に耳を傾けては僧侶自らもご法話の力量を

高めることができます。 

③ 何よりも住職の聴聞の姿は、お同行にもよい影響を及ぼします。 

もともとお同行の名の由来は「同一に念仏して他に道なきが故に」の通り、僧侶もお同行の例外で

はないからです。 

これとは逆に、住職に聴聞の姿勢がみえないとどういうことになるのか、 
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申すまでもなくその裏返しの効果が生じてしまいます。 

① ご出講のお客僧には緊張感が走らず、際立つご法話を期待することはできません。 

いつのまにやらご法義の種がつきて緊張感のない世間話に流れかねません。ゆきつくところ、遂

にはお同行も熱心にご法座に足を運ぼうとされなくなる道理であります。 

これはあるときお報恩講のご法座からの帰路の道すがらお同行に呼びとめられて受けたご相談

であります。 

「ご院さん、うちのお寺の報恩講ではもう何年も前から同じお客僧さんのままなんですのや。 

お客僧さんの方も同じ顔ぶれのお参りに対してお話の種が尽きたのか最近ではご法話に自分の家

の日常話をされますんや。 

そんなお話私ら聞きたいとは思いまへん。私らが聞きたいのはご法話ですのや。 

何とかお客僧さんを変えてもらうことはできませんのやろうか。 

もしもご法礼が足らんのやったら、少のうても私らポケットマネーで足さしてもらいますのに。 

このお話、お寺の奥さんに申し上げていますのやけどなかなかお話が通りませんのでや、 

ご院さん。なんとかなりませんやろうか。」 

ご相談をお聞かせに与って「わかりました」とお受けした私でしたが、時間がたつほどにこれは容易

ならぬお申し出をお引き受けしたという思いに駆られることになるのでした。 

というのはくだんのご住職に事情をお伝えする手段があるようで、現実にはお伝えする道が見つ

からないという困難な現実に向き合うことになったからです。 

とうとう一年後に迎えたそのお寺様の報恩講では先のお同行の願いに応えることができずにつら

い思いをすることになったのでした。 

実は、くだんのお寺のご住職様には、このお話をなんとかお伝えしたのですが、お聞き入れになる

ことがなかったからです。 

「そんなことがあるはずがない」と。 

こちらは作り話をお伝えする筈もないのですから、徒に臭いものに蓋をし、箴言に耳を塞いでよしと

される姿を見ては、「一体、ご開山聖人はどのようにお感じになっていることでありましょうや」と思

うたことでありました。 

けだし、内外部コミュニケーション促進がいかに大切か、マネジメントレビューして継続的改善するこ

とがいかに大切かというのは、世の中既にＩＳＯやエコアクション２１にお取り組みの組織体ならどんな

に小規模であろうとも、皆様額に汗して懸命に取り組んでいらっしゃると云うのに、 

お同行のご懇念によってその組織運営を支えられている寺院が、お同行の悲痛な嘆息に耳を傾け

ようともなさらず一向にご法座の改善意識に乏しい事実があるとは、慨嘆の極みと云わねばなり

ません。 

更に今年は次のような思いがけないハプニングが生じてしまいました。 
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あいじょこのＴ寺様での満日中のご法座が蓋を開けてみるとお参りがわずか十人という淋しい有

様です。実は、これまでの老人会がつぶれたのを嘆かれた長老のお一人がお骨折り戴きお声掛かり

戴いた「気楽会」という老人会が同じ日同じ時間帯に発会されたことに起因します。 

一週間前のことです。会の世話人である同級生が訪ねてきました。 

「当日はあなたも気楽会に参加してくれはりますやろ」とのご案内です。 

私は言わないではおれませんでした。 

「それは困ったことやねえ。 

その日はあいじょこのＴ寺さんの報恩講の満日中の時間帯と全く重複することやねえ。 

私はその時間帯は何はさておきＴ寺さんの御給仕に報恩講に参勤しなければならないからです。 

しかも、お声掛かりのＭさんはＴ寺さんのご門徒さんであり長老さんではなかったのですか。 

誰も事前に願い寺の報恩講のご法座との日程の重複についてご指摘戴けなかったのですか。」と、 

同時に、一体、人生その生きざまを先頭に立って自らの後ろ姿を後進に向って示すべき長老たちが

報恩講というとりわけ大事な地域の伝統文化の行事日程に気付くこともなく、自らの楽しみを優先

し日中これを追求しているようなことでは、この先この国の足腰が立ち行くのであろうかと嘆かず

にはおれなかったのです。 

そこで、すぐさまその足で、次のようなＭ様宛のお願い状を記載して、当のご本人のお家にお持

ちしてお願いをすると同時に、同じ趣旨のお手紙を各寺院のご住職からもご住職のお名前で各々

の長老様方にお願いをして戴くようにお願いをして回ったのであります。 

親鸞聖人のお徳をしのぶ報恩講は古来伝統の地区の行事として大切に営まれてきております。

私たちはまず何をさておいても、こうした伝統文化を大切にしなくてはなりません。「ありがとう、

勿体ない、お蔭様」の文化が根付くよう、報恩講に向けて、地域の長老様方には「わしも参るから、

後に続いてくれ」と地域のお同行の皆様方に対してお声をかけてお参り戴きたくご案内方々お願い

申し上げます。合掌 

ただ、既に当日は催し物の手配もされていたことであり今更日程の変更もないことでしたが、来

年は間違っても同じ轍を踏むことのないよう、ご関係の皆様にはご配慮を戴きたいのであります。 

四、正覚寺の場合 

さて、最後に正覚寺の報恩講の様子をお伝えしなくてはなりません。 

一週間前の T 寺様のご満座で如上の事実を指摘して危機を訴えたのです。 

「本日は満日中のご法座にお参りさして戴きお参りのお同行の少なさに大変淋しい思いをさして戴

きました。既にできてしまったことは仕方ないにせよ、こんなことが許されてよい筈はありません。

報恩講ともなればお隣の南小松のお寺様では五十名を超えるお同行がお参り戴くのでございます

るぞ。ついては一週間後に迎える正覚寺の報恩講には、ぜひとも総代様方が先頭に立たれ、お同行

の皆様に挙ってお参り戴きご法座を満堂にして戴きたい」と強くお願いしたのであります。 
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有り難いことにＴ寺様のお同行はよくこれにお応え戴いたのであります。 

あいじょこ同士ご法座のお参りあいの慣習確立の先鞭を切って、Ｔ寺様の総代様方が初めてお揃い

でお参り戴きましたし、十余名の女性のお同行のお参りにも恵まれたのであります。 

実は、当院の総代様方にもそれに先立ってＴ寺様に総代様方のお参りをお願いしていたのでありま

したが、私共の総代様方にはまこと奥ゆかしいことに、あいじょこのお寺に総代様がこぞってお参り

なさる先鞭を切る栄誉をお譲りになったことでありました。 

しかしながら、わがお同行の皆さま方の中から有り難いことに「来年こそはＴ寺様にお参りのお返

しをしなければならない」という声が上ったそうであります。 

また、これとは別に御近所のよしみから何年も前から報恩講のご案内をしてきたのでありましたが、

とうとう今年機縁が熟して「北小松に嫁いで来て初めて正覚寺様の報恩講のご縁に遇わせて戴き

ました」とおっしゃるお同行のお姿にも恵まれました。 

 当院のご法座ではお同行をひきつけるご法話の故にぜひともお呼びしたいお客僧がめじろ押し

であり、毎年お客僧の新鮮なお姿をお迎えする習いに則り、今年は北舟木の松林尚真様という大変

熱心な布教使様をお迎えしました。 

松林尚真師は、楽器を演奏しながらの楽しいご法話が持ち前でいらっしゃいます。 

明るく楽しく聞く者が時間を忘れる程に巧みなご法話が胸を打ってか、初めてご法縁に遇われた

お同行から、後程、松林師にお礼状が発信されたことをお聞かせに与ったのは、住職にとり予期せ

ぬ驚きであり慶びともなったのであります。 

けれども、ご法座の賑わいとしては、正覚寺の今年のご法座も満堂にはまだまだ程遠く、広い本

堂が淋しがっている実情に変わりがないことでありました。 

そのわけは、一家の長たる男の方々がまず先頭に立ってお参り戴くという姿勢は一向に緒に就

いておらず、お東さんのお同行が賑やかにお参りになるという兆しすら見えないからであります。

（尚、当院のお同行はというと、お東さんの報恩講のお座にはわずかに御近所にお住まいのお方が

一人二人お参り戴いているのみで、まだまだ賑やかにお参りになるには至っていないのは、かくい

う住職の力不足でもあります 

しかしながら、私自身が他院の報恩講のご法座のご法話を聴聞させて戴きますというと、出講な

さるお客僧には、北小松はもう何年も続けてのご法座であると高をくくって準備不足でいらっしゃ

るのかどうか、出たとこ勝負のような杜撰なご法話が目に余ります。これでは、私自身がご法座で

お聴聞の座に座っていることすら苦痛になってしまいまうのが実情でございます。）。 

住職は、この先いつまでも子や孫の世代に同様の淋しい思いを引き継ぐに忍びず、今後とも取り

うる限りの手立てを尽くしてお聴聞の法座が賑やかになるようにと念願しており、さし当っては、Ｗ

ｅｂｓｉｔｅ上で実情を訴えることにしたところであります。 

ご法座が賑やかになるには、 
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① 何といっても総代様方がお同行に声をかけ率先垂範してご法座に歩みを運ばれる尊い習慣

が仕上がることが何よりも大切であることは申すまでもなく、各寺院の総代様方には次年度

に向けて一層の奮起を期待したいところであります。 

② また、ご住職方には魅力あるご法座の企画運営に向けてお客僧の選定方針を今一度見直さ

れ、すぐれたご法話をお聞かせに与るお客僧をお招き戴きたいところであります。 

③ 特にお東さんのお寺様の報恩講にご出講のお客僧にお願いでございます。どうぞ一つご法

話はしっかりとした御準備を戴き、折角お参り戴いているお同行に、浄土往生の太いロジック

を明確にご案内戴きたいところでございます。 

合掌 

(後書き)「あいじょこ」と平仮名にしておりますのは、原語が「相助講」とも「相焼香」とも、或いはそ

れ以外かもしれないからです。察するところ、「相助講」とは、お寺が其々に念仏講を許にしてなり

たつところから相互に助け合うという意味かと推察され、「相焼香」とは、相手のご住職がお浄土に

お還りになったときにお導師の焼香をするからであると聞き及んでいるからであります。合掌 
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