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 ＲＡＣＫ会長　河野　太通
「一隅を照らす」

会長のページ

今、物質的にはとても豊かな時代で
す。
さまざまな事情により、苦しい思い、
辛い思いを抱えている人たちも大勢い
ますが、不慮の災害、不幸に遭遇する
以外に、食べることに困ったり、住む
ところに困ったりすることはありませ
ん。
だからでしょうか。生きる目的が外
に向きすぎるところが、あるように思
います。
よい仕事につきたい。
おいしいものを食べたい。
もっといい生活がしたい。
人から高く評価されたい。
楽をしたい。
生きる目的が、そのような方向へ向
かっているようです。ただ、それだけ
では価値ある人生とは、言い難い気が
します。その目的を充足したとしても、
時代と場所を超えて変わらない道を求
めることこそ、人生の豊かさをつくり
ます。
生きていてよかった。
そう思える生き方をしたいものです。
では、生きていてよかったと思える
瞬間は、どんなときか。
それは、人の役に立った、世の中の

役に立ったという実感を覚えたときで
はないでしょうか。
わが国の天台宗の開祖、最澄の有名
な言葉に「一隅を照らす、これ則ち国
の宝なり」があります。
「社会の片隅で、小さなことでも、
自分にできる、人の役に立つことをし
続ける。ひいては、それが一番社会に
貢献したことになるのだ」といったよ
うなことでしょうか。
定年退職をして、仕事も責任もなく
なって、ようやく家でのんびり暮らせ
るようになったというのに、
「満たされない」「生きがいがない」
と思う人が少なくありません。
何か人の役に立ちたい、世の中の役
に立ちたいと思いはじめるものです。
自分の幸せだけを考えていたら、幸せ
にはなれない。
伊勢神宮にお参りしたときのことで
す。何か伊勢らしいお土産を買って帰
ろうと、あるお菓子を求めることにし
ました。
そこで、タクシーを呼び止めて乗り、
運転手にその店に連れて行ってくれる
ように頼むと、「私は運転手をやりだ
して、まだ三日目なので、町名を言わ
れてもわからない」
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しかし、こちらも当然わからない。
運転手は角々で車を停めて、場所を人
に聞きながら連れて行ってくれました。
その運転手と、道中話をしました。
以前は何をやっていたのか尋ねると、
建設資材関係の会社に勤めていた。と
にかく忙しくて、会社の机に座ればす
ぐ電話が嶋るし、外に出ても携帯電話
がしょっちゅう鳴る。早く定年になっ
て、のん気に暮らしたいものだと思っ
ていた。
しかし、定年退職で花束をもらって
家に帰ってきた次の日から、ぱったり
電話はひとつもかかってこなくなる
と、世の中から捨てられたような、も
う生きている価値もないような気持ち
になって、さびしくて、つまらなくて、
部屋に閉じこもっていた。
床にひっくり返って天井を見ながら、
あの材木をここに使うといいとか、あ
の節はどうだとか、ずっとそんなこと
を考えて鬱々としていたら、奥さんに
「あんたどうもおかしい」と精神科へ
引っ張って行かれた。診察の結果、簡
単に言うと「閉じこもり病」だと。
何か趣味はないのかと聞かれたけれ
ど、仕事が趣味。他にはない。
考えた末に、やはり働かなければい
けないとなったとき、自分にある技術
といえば車の運転だけ。勇気を出して
タクシー会社の門を叩き、十日間の講

習を終えて、ようやく営業を始めたと
ころだったわけです。初めは不安で怖
くてたまらなかった。場所もよくわか
らないし、どんなお客さんが乗ってく
るかもわからない。
けれど、二日目、お客さんを乗せて、
やっとどうにか目的地に着くと、お客
さんが「ありがとう」と言いながら料
金をくれた。自分も「ありがとう」と
思わず言葉が出て、料金を受け取った。
そしたら、不思議と気が晴れたのだ
そうです。
「『ありがとう』と言われ、『ありが
とう』と返したときから、晴れ晴れと
した気持ちで運転させてもらってるん
です」
そして、「医者は趣味がないかと言っ
ていたけど、趣味なんかをやっておっ
たってだめでっせ。やっぱり人のため
に何かやらないとあきまへんな」
目的地に着いたとき「いいお説教を
聞かせてもらった」と礼を言って、車
を降りました。
確かにそうだ。自分のために一生懸
命生活しているだけでは、満足できな
いものです。
人に喜んでもらう、人の役に立つこ
とが、人生に生きがいを持つというこ
とになるのです。
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インド　アディラバード　印度山曹源寺に
RACKハウス竣工　落慶（ 8月25日）

釈  菩提和尚の奮闘
インドで生まれた釈尊の仏教は、い
まやインドでは全くの少数宗教であ
る。しかし初代法務大臣アンベードカ
ル博士が自ら改宗して仏教徒となった
ことなどから、仏教へ改宗する人々も
少しづつ増えている、インド社会に根
付くカースト制の下層の人々が平等の
教えを根本とする仏教に帰依し「ネオ
ブッディスト」とも呼ばれる。
釈菩提師も、釈尊の教えに出会い、
RACKとも縁の深い日本人指導者の
佐々井秀嶺師のもとで得度したことが
縁で、岡山曹源寺の原田正道老師のも
とで参禅弁道、こつこつとインドでも

布教を続けながら日本に通い続け、イ
ンドの地に精舎をとの大願をたてて、
有縁無縁の人々への托鉢行を日本全国
を回り、時に野宿もいとわず、アディ
ラバードの郊外の高台風光の地に印度
山曹源寺が創建された。
この地は綿花栽培が盛んで、忙しい
ときには子供も労働力となり、また貧
困から勉強よりもその日の食費稼ぎの
風潮も根強く、後回しにされる子供た
ちへの教育の場を確保することも彼の
大事な宿願でもある。RACKはかの地
で子供たちが大きく成長して、インド
社会に有為な人材育成のための寄宿舎
建設資金を提供した。

アディラバードは、地図上ナグプールとハ
イダラバードの中間に位置し
ナグプールから200㎞　ハイダラバードか
ら300㎞
ナグプールから高速道路で 4時間

 佐野　泰典

インド

高台にインド風本堂や諸堂、ブッダ像、この
地の聖者アンベードカル博士の銅像が聳える
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インド

RACKハウスを正面より望む 日本全国をまわり建設資金を托鉢修行の菩提和尚
時に野宿もしながら　行雲流水

菩提和尚からのお礼の手紙

Indosan Sogenji Zen Monastery， India
  Vil &Mandal-Tamasi，Adilabad，Telangana state-504312
　
ラックハウスレポート

ラックの皆様お元気でいらっしゃいますか。
2016年から建て始めたラックハウスは、皆様のご慈悲とご理解とご信頼のおかげで、

無事に2019年 7 月にすべての工事が完成しました。 8月25日はとても良い天気に恵まれ
てRACKハウスの落慶法要を行いました。
接心参加者である、全インド、カルナタカ州，ケララ州、タミルナド州、テランガナ州、

マハラシュトラ州、デリー等の1500人以上の仏教徒達が儀式に参加しました。曹源寺の
老師が導師を務めて下さり、法要は無事に終わりました。
日本からお送り下さった、RACK会長御老師のお写真をRACKハウスに飾りました。
ラックハウスの工事のために会長御老師より500万円、又 3回に渡っては30万円ずつ

を頂きました。
建物は二階建てです。建物の入り口は東向きです。
建物は縦61フィート（18．59メートル）で、横40フィート（12．19メートル）です。
一階には10室とトイレ 1室がございます。
一階には両側に 5室ずつございます。入口の真正面にトイレがあります。部屋はそ

れぞれの広さ違います。
2階は 4室と縦50フィート（15．24メートル）と幅17フィート（5．182メートル）のホ－ル

がございます。
今、禅塾の子供達が勉強と毎日、朝晩のお経を読むためにすでに使い始めております。
以上でございます。
ご理解とご信頼を宜しくお願い致します。

 令和元年 9月20日　　　　釈　菩提　九拝
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インド

RACKハウス落慶法要　 8月25日
岡山曹源寺の原田正道老師（副会長）が渡印され、接心指導（禅の教化）、仏教徒への改宗、授
戒会など指導された。多くの関係者が参列盛大に行われた。

インドで活躍する人となってほしい
教室には会長老師の写真が掲げられる

お寺の信者の善男善女と読経する菩提和尚、
日々仏の教えを学ぶ。
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スリランカ

 野　田　峰　照

スリランカ

RACK会員の皆様には、スリランカ
のワジーラ・スリ孤児院の援助にご協
力をいただき誠に感謝申し上げます。
ワジーラ・スリ孤児院への支援は31
年前から始まっており、毎年、教育費
や食費などの援助を行っています。ま
た宿舎や教室建設の援助とその修繕工
事も支援として行って参りました。
31年前には、スリランカの内戦で孤
児となった子供を僧侶であるワジー
ラ・スリ師が面倒を見ていたことから
孤児院が始まりましたが、現在は、家
庭の事情で育てられなくなった子供を
政府の要望によりワジーラ・スリ孤児
院が預かっています。
その子供達の現状について孤児院の
院長であるワジーラ・スリ師よりご報

告がありましたので翻訳したものを次
にご紹介させていただきます。

『ワジーラ・スリ孤児院の状況を
RACKの皆様にお知らせいたします。
ここでは一般的な児童の教育水準を満
たすカリキュラムが組まれています。
預かっている子供達は18歳を過ぎると
孤児院を離れて自立していかなければ
なりません。それまではしっかりと基
礎教育を身に付けさせて、高等教育ま
で学ばさなければなりません。
その子供達には定期的な教育資金が
必要です。資金調達は課題の一つで
す。現在は12人の子供達に高等教育を
学べる施設に通わせています。
施設が行う修学旅行や食費、また制
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スリランカ

服を私たちは揃えなくてはならずワ
ジーラ・スリ・孤児院が負担するには
大きすぎる金額となっています。もう
一つの課題は、教育指導者の人材を確
保することです。
子供に慣れている普通の教育指導者
がいることは大切なことです。教育指
導者を引き留めておくには、それなり
の給料を支払わなくてはなりません。
その給料を捻出することも難しくなっ
ています。
次は課外活動について報告します。
子供達はスポーツ教育として、フット
ボール、バスケットボール、ボイルボー
ルなど多くのスポーツに参加します。
ワジーラ・スリ孤児院の子供達は、今
年行われたゾーン教育事務所が主催す
るバレーボールトーナメントで優勝し
ました。
昨年には、孤児院外の高等学校に通
う子供達がクリケットトーナメントの
出場権を得て大きな成果を果たしまし
た。
また、社会勤労省が主催するプログ
ラムにも参加しダンスを披露しまし
た。
子供達の健康面については、病院の
医療保障を受けさせており良好です。
ただ子供達が過去に家庭内暴力で負っ

た怪我などで問題を抱えていることも
あります。
食事に関して言えば、今までよりも
栄養価の高い食事を作っています。し
かしその結果、材料購入のため資金繰
りが厳しくなっています。
そして職業教育も将来を見据えて子
供達には必要と感じています。そこで
2つのコースを開始しました。
一つは電気技師の訓練コース、もう
一つは調理師訓練コースです。さらに
は訓練が終了したら収入を得るための
知識を身につける機会を与えていま
す。
ここで学ぶ子供達は、基礎教育から
高等教育、職業訓練と日々励んでいま
す。
私たち世話をする者は、毎日決まっ
た食事を作ってあげられることが何よ
りの喜びです。
河野太通老師様を始めRACKの皆様
にはいつもご支援いただき誠に有り難
うございます。
 ワジーラ・スリ　』

以上、スリランカのワジーラ・スリ
孤児院の院長であるワジーラ・スリ師
からのご報告でした。
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ラオス

 　NPO法人アジアの障害者を支援する会　　特別顧問　八代英太

ラオスの桜
RACK様のご支援に感謝！！

インドシナ半島の海のない国・ラオ
スは、人口650万人、未だに発展途上
国から抜け出せない小さい国の一つで
す。
20年前の私が議員であった頃、ラオ
スの保健福祉大臣が来日され、障害者
福祉がゼロ状態の話を伺い、初めてラ
オスを訪ねました。それから今日ま
で、素朴で欲のない仏教国のラオスに
惹かれて支援活動が始まりました。
人口の10％が障害者のラオスです
が、国としての取組みが全くなく、障
害者は「仏様に守られながら、家族が
面倒を見るべき！」の暗黙の了解が
人々の心に浸透していた。

障害者を全国から集めていただき、
私の講演と、彼らの生きる希望を聞い
たのです。彼らの心の内は「人間とし
て生きたい！ 何か仕事をやりたい！ 
家族に一生すがるのは嫌だ、申し訳な
い！」でした。この気持ちはどの国の
障害者も同じですから、私は共に友人
として頑張りましょう！ その為にお
手伝いしましょう！」と心に決めて、
本格的な活動が始まったのです。
「スポーツと就労」をテーマとし、
先ずは家から出て、スポーツを通じて
仲間を増やし、仕事への興味、意欲を
聞きながら、自立への道筋をプランし
ました。私たちは「継続こそ力」の思
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ラオス

いで、NGOとして日本の色々な団体
に協力を頂きながら、今日まで活動を
続けてきました。
そんな折に京都の庭師・奥田龍司様
のご紹介でRACK様からも強力なご支
援を頂くことになりました。河野太通
老師を始めRACKの皆様もラオスへお
出かけくださり、ラオス北部のサムヌ
ア・ビエンサイの桜公園の視察と桜の
苗木のご寄付、また障害者自立のため
のクッキー機器、カフェのコーヒーマ
シンなどの寄付を賜りました。本当に
ありがとうございます。

お陰様で、次なるプランとして、サ
ムヌア・ビエンサイの桜公園の中に「障
害者センター」を建設するまで輪が広
がり、間もなく完成です。
完成の暁には、河野太通老師に揮毫
をお願いして、入り口に扁額を掲げた
いと考えています。
「アジアの友を支援するRACK」と
私たち「アジアの障害者を支援する会
ADDP」として、名称も相通ずる思い
の絆を育んでくださいますようお願い
申し上げます。

サムヌア・ビエンサイの桜公園
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日 本

 特定非営利活動法人　陸前たがだ八起プロジェクト　代表理事　蒲生　哲

寄稿　モビリア図書室

東日本大震災がもたらした大災害で仮設住宅生活を余儀なく
され、仮設入居が 8年以上に及ぶ経験は国内では未だかつて無
い事です。行政においては令和 2年度迄ハード的復興事業に追
われ、陸前高田市域では住民のコミュニティーづくり対策は進
でいない状態でありいわゆる「心の復興」コミュニティーの希
薄化が年々進んでいる現状があります。
現在、「陸前高田コミュニティー図書室」はモビリア仮設住
民のみならず、地域住民も気軽に利用できる場所づくり2012年

からモビリア仮設住宅団地内にてRACKさんよりご支援のもと、スタッフ常駐体
制として、月平均200名程度、貸出図書は月平均260冊程度となっています。また、
2017年 7 月20日に陸前高田市立図書館が再建を果たしましたが、陸前高田市東部
地域では遠い所では10㎞以上も離れており、当施設の存続の声も多く聞こえてお
り住民に愛されている施設となっています。
 令和元年 6月吉日

代表理事　蒲生　哲

モビリア仮設住宅団地

図書室での語らい

子供たちの学習の場に
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日 本

 佐　野　泰　典

毎年秋に東京の千鳥ヶ淵戦没者墓苑
にて戦没者の慰霊法要をお勤めしてお
ります。今年は、10月24日天皇陛下即
位礼正殿の儀式が行われ、国の内外か
ら多くの招待者がある関係で皇居周辺
もいつもよりも厳戒な警備がなされて
おりました。
澄み渡る清々しい秋空のもと、今年
も会長老師のお導師にて、関西方面よ
り6名の有志が参拝いたし、妙心寺派の
宗務総長をお務めされた細川景一和尚
さまのご自坊世田谷の龍雲寺寺庭様は
じめ10名の方々にもご列席いただき英
霊追悼のご詠歌を献詠いただきました。

昼食は、半蔵門の中華料理アイニン
ファンフアンにて和気あいあいのうち
に楽しいひとときとなりました。
終戦から74年の歳月がたち、ご遺族
の高齢化は著しく戦跡はもとより、こ
の地に参拝いただくことも難しくなり
つつありますが、永遠に不戦の誓いを
私たちの誓願として毎年参拝を続けて
まいりたいと思います。

（参加　河野会長老師・青木正道・小
川太喜・佐竹大耕・横山豊宥・鈴木晧
弌・佐野泰典）

ご詠歌をお唱え頂いた無相教会
東京龍雲寺支部のみなさん

総勢17名にて　
太平洋戦争彼我戦没者追悼法要厳修

令和元年　10月28日　東京　千鳥ヶ淵戦没者墓苑にて
太平洋戦争彼我戦没者追悼慰霊法要　厳修
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これは今より約半世紀前の一九七一
年の三月。春休みを兼ねて花園大学と
佛教系の学生さん達がサイパン島に出
掛け、太平洋戦争中に戦没された日本
兵の遺骨を収集して荼毘に付された折
の寫眞である　後ろに立つ京都法輪寺
達磨寺の故佐野大義和尚の姿も見える。
私はこの折り戦後初めての外国旅行
で、山田無文老師が結成された慰霊団
にご一緒させていただいた。　
焼骨された数知れない遺骨は数十箱
に収められ、現地の講堂で法要を営ん
だ後、何人かの手で帰国の途に就き、
日本の厚生省に託され、千鳥ヶ淵戦没

者墓苑に納められた。
その後二ヶ月ほどして東京でサイパ
ン島慰霊行の報告会が催されたが、そ
れに先立ってお参りしたのが私には初
めてのこの千鳥ヶ淵でした。
その後も何度か訪れましたが、最初
の印象が強く、今回久しぶりに千鳥ヶ
淵に友好協会の方々とご一緒させてい
ただきましたが、そこに立ったときに、
この写真の光景が蘇ってきました。こ
の写真の中の英霊の声なき声が「二度
とこの地上で、このような悲しい姿の
映像を繰り返してくれるな」と。

サイパンの霊いずこ
サイパン島バンザイ岬で、原生林のタガンタガンの木で組んだ上に
数百の遺骨を並べ荼毘に付した。遺族や現地の人たちは涙にむせんだ

日　　本

 青　木　正　道

千鳥ヶ淵に立つと
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