第45回全国日蓮宗青年僧

報告書
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テーマ：行動〜mOVement〜
常に教えを説かれる釈尊の大慈悲に、
人々が気づかず苦しんでいる非常時＝末法。
今こそ僧侶は寺の門を出て、化他行へと動こう。
それが、我々のとるべき「行動〜mOVement〜」。

第45回全国日蓮宗青年僧

儲蒜簑」団日日

第四十五回全国日蓮索青年僧

﹃大阪結集宣言﹄

第四十五回全国日蓮索青年僧大阪結集において︑立正菜園の正嵐を典

に学び︑互いに意見を交わすことで本化上符日蓮大里人の御弟子である

自覚を新たに致しました︒我々の使命は︑併願成就の化他行であるお題
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目下種に邁進することをここに宰言する︒
平成十九年五月二十二日

全国日蓮索青年会
第二十七代全長

河 崎 俊 宏
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大阪結集実行委員長 深川 泰宏
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各尊聖におかせられましては、ご健勝にて為法為宗益々こ精進の段大慶に存じ上げます。
この度El第45回全国日蓮宗青年僧 大阪結集』テーマ「行動〜mOVement〜」を私共大阪日蓮宗青年会がお
世話させていただき、開催されましたことを誠に光栄に存じます。
顧みますれば、過去2回に亘り大阪結集が開催されました。昭和45年第9回結集では、分散会が開かれ「伝道
教団への脱皮」を目指し白熱した討議のもとに指針が示されました。また非住職教師選挙権獲得を実現するた
めの決議がなされ、その翌年、大聖人御降誕750年御正当の宗会において成立し、宗門民主化の礎としての成
果を上げられました。平成元年第27回結集では、立正安国の祈りを以て大阪府庁へ唱題行脚を敢行、大阪府知
事、府議会議長宛に世界平和・核廃絶の要望書を提出し、打t立正安国論（平成版添え状）」を国会に提出する国譲
の先駈けとしての実績を記されました。2回に萱る大阪結集に於ける先輩各尊聖の大きな功績は現会員一同の
誇りと致すところであり、「温故知新」を想い、現行の結集の在り方に一考をカロえる形での3回目の大阪結集を開
催させていただきました。
時、恰も㌻立正安国論」奏進750年の裏年が2年後に控えております。
日蓮大聖人御一代の化導は、立正安国に始まり、立正安国に終わるといわれます。祖願「立正安国」を自らの
誓願として情熱をもって取り組む使命が我々青年僧には御座居ます。この度の結集にて、「立正安国」を全国看
年僧と共に学び、互いに意見を交わすことにより、750年の時空を越えて日蓮大聖人の立教開宗、そして『立正
安国論』奏進の苦悶と情熱に想いを馳せ、「日蓮が一門と成り通」す弟子である悦びを共有致しました。そして、
我々の採るべき「行動」を明確にお教えいただきました。
この時集で我々全国青年僧が得た「智目」を以て、宗門運動に呼応するお題目下種結緑の運動を展開し、仏願
成就の化他行に邁進致しますことをお誓い申し上げ、各専聖より賜りました甚大なるこ理解とこ協力の御礼とさ
せて頂きます。誠に有り難う御座いました。
再
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第45回大阪結集御礼
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蓮宗宗務顧問奥那正覧僧正（第6代委員長）、大阪市宗務
所長丸田英宣僧正、宗会議昌 中川法政僧正（第17代委
員長）、協議昌議長藤村恵容僧正、布教師会長乗孝信僧

溺抽出・訪朝敵前

正、修法師会長高木龍延僧正、社会教化事業協会長河村
悪売僧正、彗明師会長村尾泰孝上人、賓樹寺御高主和田
龍昌僧正（第13代委員長）、雲雷寺御高主伊丹瑞栄僧正
（第21代委員長）、宗務所副長 佐野買順僧正、伝道担当
18年の歳月を経て開催される大阪結集。全国より
224名の青年僧が集結し、開会前にもかかわらず、会場

事務長松井英光上人、以上の皆様方の御臨席の栄を賜り、
華を添えて頂いた。深Jll泰宏実行委員長より力強い開式

は熱気に包まれた。舞台正面にはこの大阪結集を見守る

宣言が行われ、法昧言上で結集円成の誓いを立てた。そ

ように、威光を放つ大量票羅御本尊が御奉安された。この

して河崎俊宏全日看会長の挨拶の後、御来賓の奥那正寛

御本尊は中山十六物の1つであり、本山妙国寺貫首岡部

僧正、丸田英宣僧正、中川法政僧正に御祝辞を頂戴し、こ

日聡現下の御厚意により、お借りさせて頂いたものである。

こに大阪結集は幕を開けた。

御来賓として講師の本養寺御高主 難波宏正上人、日

・●蓮く理解して受け止め、そして構築されることで、行動の源
蓋 私たちのとるべき行動は「斯入行世間」の行（化他行）
場であり、「能滅衆生闇」を目的としなければならない。大
聖人の根本的考え方を共通認識として一丸となって、我々
は行動しなければならないのである。
この大阪結集において、行学道場は大きな柱である。「立

そして立正安国の意義の再確認をする為、「立正安国」

正安国管見〜理念と実践〜」と題し、難波宏正上人（大阪

を一文字ごとに分け、立（弘通）、正（正法＝お題目＝三秘）、

府池田市本養寺御高主）に御登壇頂いた。
平成21年に『立正安国諭』奏進750年の慶辰を迎え

安（安穏）、園（国土世間）として4つの文字の中に込められ
た大聖人の理念を感じ取るべきである。

るにあたり、祖願・立正安国を通して日蓮大聖人の熱さ念

『立正安国論』の執筆の動機は「我闇大乗教 度脱苦

いを感じ、御心を知り、我々の使命を再確認する為に開催

衆生」（提婆品）であり、目的は「斯入行世間 能滅衆生闇」

する。講師の難波上人は全日毒の行学道場や全国で多く
の御講演をされており、大阪日吉でも厚く信頼している

（神力品）である。これが本化菩薩の実践へと繋がってい
くのである。

講師先生である。午後1時より約3時間（休憩含）に亘り行

そして実践には2つの大事な点がある。それは「大聖

われた。その御講義を基に分散会と対談が行われた。

人の御生涯における立正安国運動」と「大聖人の末弟・

講義の内容を一部紹介すると「青年僧の特権は頭で考

日蓮門下としての立正安国運動」である。この二つがか

えるよりも行動だ」とよく司にするが、確かに法華経の中

け離れるものであってはならない。大聖人の行動は「我

に「斯入行世間 能滅衆生闇」（神力品）と明記される通
り行動が大切である。しかし、「考えるよりも」となると問

不変身命 但惜無上道」（勧持品）の通りの行動であり、少
しの妥協も無い。しかし、末弟である私たちの行動に妥

題が生じてくる。龍樹菩薩の『大智度論』の中の智目（方

協があり、大聖人とかけ離れたものであるならば「日蓮よ

向性を定める）行足（退転なく行う）とあり、それにより清涼

り別の才覚無益なり」と一言で片付けられるのである。
立正安国運動を行うにあたり「立正安国論』と共に、一念

池（悟り）へ導かれる。まず、方向性を定めなければならな
い。大聖人が清澄で虚空蔵菩薩に願を懸けられたのは、
教主釈尊の御心を知り、定むべき方向性を知るためなの
ではないか。大阪結集のテーマは『行動〜mOVement〜』
とあるが、これは結論といえる。その行動を起こすエネ
ルギーは、行学の「学」であり、智目の「智」である。『浬
築経』に「信解円通してまさに行の本となる」とある。よ
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功の書である。まさに「日蓮一人はじめは南無妙法蓮華

たのが立正安国運動の第一歩である。幕府がこれを採り

経と唱へしが、二人三人百人と次第に唱へつたふるなり」

上げなかったことに対しこれは失敗の書であるという声

（諸法実相抄）とお示しになられている通りである。私た

もある。この結集において、多くの看年僧が『立正安国論』

ちは教主釈尊の付属を受けられた大聖人の仏法を取り

を通して共に学び、大聖人の理念・行動に乗っ取って立正

次ぐ使命があることを肝に銘じ行動を起こしていかなけ

安国運動を行わなければならないと少しでも心に灯した

ればならない。

ならば、750年の時空を越えて、大聖人が踏み出された

そうして立正安国運動の根幹である下種結線を詳しく

立正安国運動は未来永劫に継承されることになるのであ

説明して頂き、熱意溢れる御講義は鳴り止まぬ大きな拍

る。末法万年に門下生を産み続ける『立正安国論』は成

手の中、終えられたのである。

毎分散会／対談

結緑で終わるのではなく、因縁果報まで行う事が大事で
ある。その為には得手不得手の部分で、お寺同士の助け
合いがあって良いのではないか」とお答えになられた。続
いて「お題目（仏種）の下種について」の質問に対し「末
法では久遠より下種されている事を忘れている。その事
を伝え、気づかせるのが我々の使命である。その為には
方便を使うのではなく、教主釈尊の教えを直接伝えること
が大事である。常不軽菩薩の但行礼拝は、仏になる可能
性があるからではなく、お釈迦様の子供であるすべての

講義後、会場を移し分散会が始まる。6グループに分か

衆生はすでに仏なのである」とお答えになられた。最後

れ、全日吉より村井信照副会長・光岡潮慶委員長・斉藤順

に「立正安国の世界は日蓮聖人により実現なされたのか」

昭委員長・西山文生委員長・伊東政浩委昌長・吉田憲由委

という質問に対して、「立正安図・一天四海皆帰妙法は仏

昌長を座長に選出した。分散会で一番多かったのが、「勉

願である。永遠に悩む人が現れ、永遠に救う人が現れるの

強不足を痛感し、まず自分自身が法華経の理解を深める」

が寿量品の世界であり、祖願は達成するものではなく、そ

という意見である。他には、「立正安国論に対する日蓮聖

のまま「願」として我々が継承し伝えていく事が必要であ

人のスタンスを今一度考え、私達もそのスタンスを通さ

る」とお答えになられ対談は終了した。

なければならないと実感した」、「但行礼拝の精神を持た
なければならない。自分を律する事が必要である」、「日
像上人のように破邪顕正を考え、布教方法を考えるべき
である」など様々な意見が交換された。
分散会後、講義をもとに難波宏正上人と対談者の村尾
泰孝上人（平成18年度布教研修所副主任・元全日育綜合
企画担当副委員長）に御登壇頂いた。
村尾上人より、「我々はどのように檀信徒・未信徒に接
するべきか」という質問に対し、難波上人は、「檀信徒の位
置づけから始まるのではないか。未信徒教化に於いても

長の挨拶の後、こ来賓として奥耶正寛僧正、宗会議員 妙
栄寺御高主風間随修僧正（第22代委員長）、和田龍昌僧
正にお祝いと激励の吉葉を賜った。
乾杯の後、歓談となり全日毒会昌各々が再会を喜び、和

嶺懇親会

午後6時半からの懇親会では、蓮田悪教結集担当委員

やかな雰囲気の中、交流を深めた。そして宴もたけなわ
となり、河内家菊水丸さんが舞台に登場し、大阪結集を祝
い河内舌頭を御披露して頂いた。最後に次期結集の地で
ある熊本日吉への引継ぎの儀が行われ、来年の結集成功
を誓い締めくくられた。
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750年前大聖人が、幕府に『立正安国論』を奏上され
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翌日、10時15分からの総会では全日青執行部から、平職 害報告や、地域住民との助け合いの話、今後このような災
成18年度活動報告、財務決算報告、監査報告、そして平総 害時の単位日吉間での連携の必要性が語られた。最後に
成19年度の活動方針、予算報告、平成20年度結集開催耳 河崎俊宏会長により「大阪結集宣言」がなされ、お題目下
等の議案承認の後、河崎俊宏会長より能登半島地震の被

と法昧言上、日本鳳順大阪日吉会長の挨拶の後、戸田秀
明事務局長が閉式の辞を述べ、ここに大阪結集は大円成

r・閉会式

で幕を閉じた。

大阪管内御寺院様方、大阪日吉OB各聖の多大なる御
尽力を持ちまして、大阪結集は、盛況のうちに幕を閉じる
ことができた。その感謝の気持ちを申し上げるため、7月
6日梅田「ハ幸」において大阪結集「円成ご報告・御礼の会」
を設けさせていただいた。当日は現会員を含め約40名
が出席。公私御多端の中御来駕賜りました各聖より、非住
職の選挙権問題、教団の民主化、青年僧の積極的発言の
意義等、創立以来「我づくり」を基本姿勢とした大阪日吉
の歴史をお話いただいた。また青年僧が行動し宗門に頁

●実行委員長：深川泰宏
●実行副委員長：日本鳳順、（全日育担当）臼井正規
●事 務 局 長：戸田秀明
●事務局次長：藤田文経
●会
計：有光友昭
●総 合 司 会：船場光隆、（補佐）藤吉玄岱
●受 付 担 当：（担当長）輿郁正道、（次長）服部素案、
藤田文章
●全日青担当：（担当長）高木龍彦、（次長）鷲津恵樹
●講 演 担 当：（担当長）般谷真売、（次長）和田龍政

匂円成ご報告・御礼の会

誇帥・溺帥班・コ鈍り濫帥彗芦8砂・Nh∵＼u鮒

引き続き閉会式となり、河崎俊宏全日看会長導師のも

種に邁身することを誓い合い総会を終了した。

献することで、新しい力を持つ教団を作っていけるのだと
御教授いただき、重ねて激励のお言葉を頂戴した。これは、
先輩の皆様が我々現会員以上に大阪結集の成功を喜ん
でいただいていることに他ならず、創り育ててきた大阪日
吉への強い想いを改めて感じることができた。
我々現会員一同、この想いをしっかり受け留め、大阪結
集で得た数々の経験を糧に、「立正安国・お題目結緑運動」
を一層充実させる様に精進して参りたい。

●会 場 担 当：（担当長）岡部泰丈、（次長）藤田恵玄、
浮穴海津、服部泰敬
●連 結 担 当：（担当長）二ノ丸覚立、（次長）田中一寛
●案 内 担 当：（担当長）中川暴行、（次長）青山靖玄、
藤田文俊、福永筈丈
●来賓接待担当：（担当長）三田村英宗、（次長）有吉正憲、
池田千恵
●講 師 侍 者：藤村恵雄
●報告書編集委員：般谷真亮、二ノ丸覚立、青山靖玄、
戸田秀明
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勒雲雷等様
聡今川妙法寺様
嘩妙凰寺様
餌法華寺様
砂行覚寺様
㊥法得寺様
・㊥泰然専横
や七カ結社様
撥音明専横
辟真行寺横
車長法寺様
怨本了専横
弱毒宗寺様
恕悪光寺様
画莞光寺様
態生野園妙寺様
態生野妙法寺様
勒法見寺様
㊧境智院様
舗本妙寺様
鯵法妙寺横
縞和在専横
○妙宗寺様
●最妙寺様
●龍泉等様
●妙政寺様
●欣求寺様
●案樹寺様
○蓮城寺様
●光妙院様
●勧成院様
●上行院様
●龍妙寺様
●本照寺様
●欣心寺様
●船栄寺様

凝慈光教会様
帝全国日蓮宗看年会長
河崎俊宏上人
ゆ全国日蓮宗青年会副会長
村井信照上人
藤伝道担当委員長 光岡潮慶上人
㊥運営担当委員長 斎藤順昭上人
薄行学道場担当
竹内善敬上人
鵡看少年教化担当委員長
西山文生上人
せ立正平和運動推進担当委員長
伊東政浩上人
⑩海外布教担当委員長
吉田憲由上人
紗結集担当委員長 房田悪教上人
鎗渉外担当委員長 久富慈順上人
瀞災害対策担当委員長
高鍋隆盛上人
鞍広報教宣担当委員長
堀主工泰誠上人
啓財務担当委員長 藤井昭光上人
⑩全国日蓮宗青年会会計監査
荒清寛悟上人
㊥全国日蓮宗青年会事務局長
井前本隆上人
・恕東京南部青年会様
螢神奈川第二部日吉会様
藩神奈川第三部日吉会様
級山梨日吉会様
㊥山梨日看会長
ハ須一成上人
錮大阪和泉日吉会様
＠兵庫東部青年会様
啓和歌山日吉会様
態福岡県青年会様
穂岩手県日吉会様
場青森県日蓮宗立正青年会様

憬編集後記
平成17年3月、役員会の席にて深川次期会長（当時）より、『大阪を結集開催の地に』と話が上がっているがどうだろうか、との打
診があった。会員の九割が未経験である結集開催は、 冒険すぎる 。どうやって断るかに議題は流れようとしたが、役員の「受けて
立ちましょう」の言葉に、一転して「大阪結集」開催に向けて大阪日吉は動き出した。全日青の意向は？結集の意義とは？我々の抱
負は？準備委員会が発足し、暗中模索の中で次第に事の重大さに気付かされた。その中で結集の歴史、過去2回に萱る大阪結集の
成果、大阪日看OB各聖の功績と全日吉との深い関わり等有り難く学んだ。年末には、全日青の委員長を経験されたOB各聖をお招
きしての懇談会を開いた。結集に対する熱さ情熱を伝えていただき責重な御教示をうかがうことができた。
講師の難波宏正上人には、快く何度もお時間を頂戴して、意向をお汲み取り戴き、大聖人と「水魚の想いを成」す熱気溢れるご講
義を賜った。分散会での意見交換と講師上人・村尾泰孝上人の対談により、講義内容が一層の広がりと深みを持ち、併願成就の化他
行・お題目下種の行動こそが立正安国の実践であることを、聴講者一同が納得するに至った。
この度の大阪結集は、全日吉の現行の結集の在り方に一石を投じられたかもしれない。立正安国論奏進750年、御降誕800年に
向けて、併願に適う理念のある行動を起こす我々でありたい。

柳瀬胡由知＼新淋詳洲m

率大阪市宗務所様
鴎大阪市布教師会様
参大阪市社会教化事業協会様
翰本山海長寺様
〇本山本満寺様
●本山妙国寺様
●池田本養専横
●京都妙栄寺様
●横浜常真専横
●妙福寺様
●成正専横
●本懐専横
●善正専横
●善徳専横
●浄祐専横
●正蓮専横
○良政寺横
車寂光専横
増善隆寺横
線明浄専横
噌普明結社様
・智妙光寺様
錨本長寺様
せ妙経等様
暢妙像等様
轡正覚専横
啓海巽専横
鬱宗林寺様
㊨常園専横
碧正法寺様
浄中寺囲妙寺様
㊥法性専横
塗賓泉等横
根薬王寺様
●妙義専横
●妙徳専横

←1訂。Vement
第45回全日看みんなきてえや大阪結集開催にあたり、
テーマ：「行動〜mOVement〜」をモチーフに
作成されたシンボルマーク。
結集のパンフ、封筒、参カロ者の名札等に使用することで、
一買したイメージを浸透させ大阪結集をアピールした。
デザインは有本智成師。
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