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し、相承は今を生きる私共

先人の偉業と申せましょう

め多くの先人の相承せられ

あり、歴代の住持方をはじ

理解とご支援をお願い申し

ことにより、より一層のご

を通して状況をお伝えする

向後この『大遠忌だより』

た尊い御教えと拝せざるに

上げるものでございます。

代さまの誓願に適うもので

おれません。相承はまさに
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拭されない中、平成二十三

て特筆すべきは、見事に諸

た。此の間先徳の偉業とし
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日程は左記の通りです。

復、記念行事、人材の育成、 親修にて厳修されます。
文化事業等の行持計画、事

だ き ま し た。 今 年 度 よ り

業予算の策定をさせていた

さて、いよいよそ

愈々標準志納が、また特別

本山は平成二十三年十一

の最初の大遠忌であ

忌」をわれわれは二年後に
東日本大震災により我が

月、能登の地より鶴見ケ丘

志納も始まり、浄財御喜捨

清秋の好時節、全国の宗

お迎えいたします。来年に

国土も人身も甚大な損傷を

への御移転百年を迎えまし

る、
「二祖峨山韶碩

門御寺院さまにおかれまし

はその予修法要が国内外に

受け、先行き不透明感が払

百五十回大遠忌局は開局し

ろであります。

ては、宗門の興隆、また大

おいて営修されます。
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図（軸装肖像画）を作成致しております。また、各地予修
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法要でお奉り頂けるよう頂相図の写し及び坊塔型位牌を
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準備し、各会場にお届けする予定でおります。管区集会

遠忌だより』を発刊いたし

検討を加え、御両尊報恩法

ことなく、祝融前の輪奐に

の開催場所・詳細は宗務庁よりの告示を参照して下さい。

力により、御開山太祖瑩山

会として御開山・二代さま
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ます。毎号お目通しいただ

大遠忌法会円成のため

の大遠忌を一体として遂行

禅師、二祖峨山禅師各尊位

法会」の奉修に向けて、現

に、皆さまから更なるお力

きたいと念願します。

在大遠忌局が中心となって
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「御両尊大遠忌
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本山總持寺の護持のために
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に、驚き、また妙に納得す

基準に満たないとの結果

調査を行った八棟全て耐震

ころ、天真閣、祥雲閣等、

の耐震調査を行いましたと

初手として、山内建築物

る所存でおります。このこ

遠忌局の舵取りをしてまい

行く。これをモットーに大

積み重ねて未来につないで
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りますが「今でしょ！」と
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段のご法愛を賜りますよ

録事三名、書記二名そして

なってこの大事業を完遂せ

太祖さまとのご因縁等々に

さらには今後本山百年の計

う、重ねてお願い申し上げ

山内配役二名で、慈峰閣二

いなきよう進めておりま

思いを致し、「相承～大いな

を鑑み、宿願（四・五頁の

ます。
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局長 新美昌道
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香資金勧募始まる

おりますことに御礼を申し

全国的に取組が進められて

依頼するにあたり、標準志

上げます。ご志納いただい

（単位
標準志納

円）

特別志納

47,256,500

0

367,520

0

神奈川県第１宗務所

9,942,900

5,270,000

愛媛県宗務所

4,937,400

500,000

神奈川県第２宗務所

41,792,280

0

福岡県宗務所

13,643,660

2,000,000

埼玉県第１宗務所

16,820,608

100,000

大分県宗務所

1,393,720

0

埼玉県第２宗務所

23,104,860

0

長崎県第１宗務所

7,769,200

1,200,000

群馬県宗務所

26,474,710

0

長崎県第２宗務所

0

0

栃木県宗務所

4,540,400

930,000

長崎県第３宗務所

茨城県宗務所

8,437,700

5,000

千葉県宗務所

21,324,445

1,690,000

山梨県宗務所

12,917,120

1,400,000

静岡県第１宗務所

29,021,580

0

宮崎県宗務所

静岡県第２宗務所

9,070,280

0

鹿児島県宗務所

静岡県第３宗務所

19,170,200

0

長野県第１宗務所
長野県第２宗務所

東京都宗務所

高知県・香川県宗務所

大遠忌香資金の勧募をご

納については全国の宗務所

た香資金は新たにコン

して処理し、貴い浄財の厳

へ、特別志納については嶽

本年七月頃にかけての会議

正な管理に努めております。

宗務所別集計表
宗務所名

特別志納

ピューターシステムを開発

に時間を割いていただい

なお、勧募開始当初、シ

標準志納

山会支部等へ、昨年末より

て、お願い方々事務説明に

順に、拝受いたしました香

ステムの稼働が遅れて事務

今春四月一日より大遠忌

資金についてご芳名を掲載

お伺いしておりました。ご

香資金の勧募が開始されま

させていただいております

処理が滞り、領収証の発行

した。標準志納香資金が五

が、八月二十五日までに拝

協力に感謝いたしますとと

カ年、特別志納香資金が十

受いたしました香資金の全

や送付にも遅れが生じまし

カ年という長期にわたる勧

国各宗務所毎の集計額を記

もに、引き続き機会を得て

募期間を設定しております

して感謝の意を表します。

た。ご迷惑やご心配をおか

が、標準志納香資金につい

また、各年度末の納入状

諸会議に出向させていただ

ては各教区長さまのご尽力

況を、標準志納金について

けいたしました事、深くお

を賜り、勧募開始当初より

は各宗務所並びに教区長さ

き、お願いさせていただく

順調に香資金が寄せられて

まに、特別志納金について

詫びいたします。

おります。ご高配に深く感

は各嶽山会支部にお知らせ

所存ですので、よろしくお

謝申し上げます。特別志納

いたしますのでよろしくお

『曹洞宗報』九月号より

香資金につきましてもお問

願いいたします。

願い申し上げます。

い合わせをいただくなど、

大遠忌香資金納入金額
宗務所名
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238,700

200,000

6,335,590

990,000

熊本県第１宗務所

78,200

0

熊本県第２宗務所

683,300

0

2,622,300

1,000,000

佐賀県宗務所

493,800

50,000

15,810,420
8,433,900

5,680,000
0

静岡県第４宗務所

3,882,820

0

愛知県第１宗務所

27,282,900

5,050,000

福井県宗務所

6,381,300

30,000

愛知県第２宗務所
愛知県第３宗務所

13,994,399
12,869,660

0
1,883,280

石川県宗務所

2,338,700

1,504,400

富山県宗務所

3,681,600

30,000

8,691,520

204,000

新潟県第１宗務所

7,738,832

6,110,000

三重県第１宗務所

10,167,440

0

新潟県第２宗務所

939,100

0

三重県第２宗務所
滋賀県宗務所

2,722,265
3,134,400

0
0

新潟県第３宗務所

5,228,740

4,314,000

新潟県第４宗務所

15,956,800

6,600

京都府宗務所

6,230,060

1,268,500

福島県宗務所

9,695,683

50,000

大阪府宗務所

16,186,600

0

宮城県宗務所

22,342,140

855,200

奈良県宗務所

3,391,233

820,000

岩手県宗務所

17,946,960

278,500

和歌山県宗務所

4,468,260

0

青森県宗務所

19,665,360

520,000

兵庫県第１宗務所

7,520,200

0

山形県第１宗務所

4,922,500

320,000

兵庫県第２宗務所

4,900,700

70,000

山形県第２宗務所

2,365,900

100,000

岡山県宗務所

3,433,800

0

山形県第３宗務所

4,167,060

2,862,000

広島県宗務所

5,231,200

0

秋田県宗務所

20,065,832

80,000

山口県宗務所

10,838,720

0

北海道第１宗務所

16,086,720

4,250,000

鳥取県宗務所

岐阜県宗務所

5,349,269

680,000

北海道第２宗務所

11,126,780

1,400,000

島根県第１宗務所

364,900

0

3,848,700

島根県第２宗務所

2,994,200

0

北海道第３宗務所
その他

590,000
250,000

495,300

0

661,329,846

54,541,480

徳島県宗務所

総

計

平成25年8月25日現在

現在、放光堂から大祖堂への移動は、地下廊下を使用しておりますが、二祖峨山韶
碩禅師六百五十回大遠忌の記念事業として、地上回廊の新設を予定しております。
この回廊は、仏殿の後方、放光堂から大祖堂を結ぶ廊下となり、車椅子をご利用の
参拝者や、ご高齢の参詣者のことを念頭におき、エレベーターの設置等、バリアフリー
設計を施しております。また、
既存の百間廊下と同じく切妻屋根の木造建築物であり、
外観デザインもほぼ踏襲し、周辺建物と違和感がないものになる予定です。

回廊新築工事（地上一階）

完

着

成

工

平成二十六年十一月末日予定

平成二十六年二月予定

地上回廊新設の工事概要は左記のとおりです。

工 事 名
六七七・五一㎡
株式会社竹中工務店

床 面 積
工事請負業者

完成イメージ

大祖堂脇

御霊殿前

地上回廊新設
大遠忌記念事業
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「二祖峨山韶碩禅師」の
尊称とみ教え

『大 本 山 總 持 寺 全 景』

この全景図が作製された大正十一（一九二二）年は、今から

九十年程前のことであり、總持寺が能登から鶴見への御移転間
もなくのことです。

多くの建物が設計中であることから、完成予想図という意味

合いのものであったことと思われますが、特筆すべき点は、こ

の中に既存の廊下と共に、仏殿の後方にも廊下が描かれている
ことです。

このことから、御移転当時、總持寺の伽藍は、廊下で廻らす

計画であったことが推察されます。

今般の二祖峨山韶碩禅師六百五十回大遠忌の際に、地上回廊

を新設し、諸堂が廊下で繋がることは、先人達が夢に描いてい

た總持寺の伽藍の理想型に近づき、また、御移転に関わった御

尊宿方の愛山護法の念に酬いるもの、思いを受け継ぐものであ

重ね、正式に「韶碩」のお

監修も頂戴しながら会議を

しに思いを致すとき、大遠

み 教 え、殊 に 四 摂 法 の お 示

そ の 意 味 で、高 祖 さ ま の

ま・太祖さまのみ教えであ

それは取りも直さず高祖さ

れてきた禅の系譜があり、

ると確信するものであります。

名前で尊称申し上げること

りましょう。

このことの意味に心を砕

忌に向かって、宗内共通の

思いをもって邁進していく

になった次第です。
両大本山の大遠忌は法定

き、また、この稀有な事業

がら敷衍に努め、御両尊の

事が「同事」の実践であろ

峨山さまのご功績で特に

み心に適った教化事業を修

聚会（宗制に定められた、

らない大法会）であること

顕著なのは数多くのお弟子



山・大遠忌局の発行・出版

はご承知の通りではありま

めて参りたく思います。

に参画できる歓びを感じな

今回の大遠忌の尊称につ 「 紹 碩 」 二 通 り の 表 記 を さ

物においても齟齬を生じさ

を育てられ、本宗を日本一

うかと存じます。

れてきた事実が俄にクロー

すが、その奉修に際しては

全宗挙げて勤めなければな

いては「二祖峨山韶碩禅師

せない為にも、どちらかの

向後とも何卒、ご理解・

ズアップされることになり

ご協力賜りますようお願い

六百五十回大遠忌」と呼称

にあります。そして、その

の大教団へと導かれたこと
に適った有様が求められる

仏祖のみ教え、四師のみ心
しました。

申し上げます。

表記に統一すべく検討いた
祖師の呼称は信仰上の一

基に脈々として「相承」さ

また、有識者のご意見、

ように思います。

ました。

の尊称のなかで二祖さまの

大事であり、また今後の本

することになりました。こ

お名前が旧来より「韶碩」

―峨山禅師のご生涯ご功績を
わかりやすく紹介―


ど

教化出版部 短

信

局 発 足 以 来、
「いかに

大遠忌を広く周知

また、大遠忌局の動静、局よりのお便

二祖峨山禅師を知らし

平成二十三年大遠忌

御両尊大遠忌法会を参拝の皆さま、一

り と し て『 跳 龍 』（ 總 持 寺 機 関 誌 ） 誌 上

め、この大遠忌を宣揚

パ
 ネル展示・広告掲示 な

般の皆さまにお知らせするため、パネル

に「大遠忌局だより」を掲載しておりま

していったらよいか」

催
事

や広告の掲示をして、周知を図っており

す。

た。教区単位でご視聴いた

ンター等に配布いたしまし

各宗務所、教区、管区セ

した。

告編（七分）を製作致しま

績を紹介するＤＶＤ映像予

成いたしましたら、各寺院

的に顕影する内容です。完

まのご遺徳・ご功績を多角

をナビゲーターに、二祖さ

ちらは俳優の綿引勝彦さん

製作（撮影）中ですが、こ

また、現在は本編を鋭意

せていただく運びとなりま

再認頂くため復刊・配布さ

二祖さまの禅風・ご功績を

に諸老師・宗侶の皆さまに

刊されましたが、宗内、特

より『峨山禅師物語』が発

平成十四年に北國新聞社

もって研究にあたられた方

祖さまに絶大なる思いを

殊に總持寺祖院、就中、二

登の郷土史の大家であり、

い好著であります。

め上げた、つとに評価の高

のご生涯を細大漏らさず纏

き入魂の一冊で、二祖さま

ワークの集大成とも言うべ

JR品川駅構内
で す。 同 書 は 氏 の ラ イ フ

を展開してまいります。

その方針に沿って活動

ました。教化出版部も

化の方針を策定いたし

テーマの解釈・布教教

員会による討議の末、

めていく為に、企画委

則って大遠忌事業を進

し た。 こ の テ ー マ に

マとして設定いたしま

こえますか～」をテー

承～大いなる足音がき

ら、
話し合いを重ね
「相

事が必須、との思いか

てスローガンを掲げる

今回の大遠忌に於い

日が続いております。

このことに腐心する毎

ます。

書籍紹介

だくのはもとより、貸出ま

に配布いたしますので、お

した。既にお手元に届いて

います。

たは複写可となっておりま

檀家の皆さまにご覧いただ

いるかと存じます。

峨山禅師のご生涯・ご功



すので、状況に即したご対

けますよう、ご配慮をお願

著者の佃和雄氏は地元能

応をいただき、多くの皆さ

『峨山禅師物語』
の復刊

峨山禅師御生誕地での撮影風景（中央奥 綿引勝彦さん）

い申し上げます。

「峨山禅師物語」の表紙

DVD本編を製作中
まにご覧いただければと思

一般檀信徒向けにリーフレッ
トを作成いたしました。サン
プルをお配りし、既にご覧い
ただいたかと存じますが、ご
希望の御寺院さまには必要部
数をお送りいたしますので、
大遠忌局までご連絡下さい。

香積台売店ロビー
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十回大遠忌法会に際し、ご

各ご寺院さまと本山との繋

うご案内を申し上げます。

香師をお勤め下さいますよ

◇日帰り参拝団 ･･･
拝観等をすませ、焼香

きます。

に焼香師をお勤めいただ

◇一泊参拝団 ･･･
本山に一泊して、翌日

期間はお受けできません。
がり、結ばれし因縁の歴史

住職さまにはこの勝縁に焼

あらかじめ参拝カレンダー

報恩参拝のお願い
一、期間

師をお勤めいただきます。

がそのまま如今に繋がれて
いる深いご縁を確認し、ま

にてご確認ください。
また、記念参拝期間中の

は、別途資料をお送り致

た更に深めていただきたく、 ▼ご希 望 の 御 寺 院 さ ま に
焼香師をお勤め下さいます

します。

一日の拝登諷経法要の時刻
を左記の通りに定め、本山

ようお願い申し上げます。

春の御授戒会と秋の御征忌

拝のご案内』をお送りして

既に皆さまには『報恩参

大遠忌法会のシンボルマークは、釈

尊正伝の仏法の連綿とした繋がり、ご

縁を〝円相〟をモチーフにデザインし

たものです。

〝円相〟は仏教の宇宙観を示した禅

宗 独 自 の 様 式 で す。「 相 承 」 を 仏 祖 が

吾々（法孫）に繋がり、吾々が仏祖に

還る「円満」なるものとして、また、

キャッチフレーズの「大いなる足音」

は未来に向かって限りなく続く清らか

な響きとして捉え、これらを表現する

のにふさわしいものとして円相を採用

するに至りました。

「相承」の二文字は江川辰三紫雲臺

猊 下 の 御 揮 毫 に 依 り ま す。 ま た ア ル

ファベット表記は「相承」の一般的な

読みにくさを補うとともに、次世代を

担う若者たちに親しみを覚えていただ

き、また、国際的な展開も視野に入れ

ていくことを目指したものです。

ホームページを開設しました。アドレスは右記の通りです。http://sojo.jp/

役寮が導師を勤めさせてい

五時

会の二期法要中しかありま

通常、焼香師のお勤めは、

早晨
十一時

おりますが、ご不明の点が

ただきます。

午時

せんが、今回の二祖峨山韶

ございましたら直接お問い

十四時

碩禅師六百五十回大遠忌法

合わせください。皆さまの

晡時

会に際しては、その機会を

二、団体参拝

右の期間を大遠忌参拝団

申し上げております。

ご参拝をこころよりお待ち

団参として受け入れさせて

ＦＡＸ 045-415-0053

ただきました。

師優先とさせて頂きます。

いただき、団員の皆さまに

法要時刻は、基本的に早

ＴＥＬ 045-415-0054

要期間・本法要期間は焼香 「一泊団参」
、ともに大遠忌

この期間は拝観のみとさせ

参拝記念品をお渡しいたし

晨
（五時）、午時（十一時）、

▼焼香師をお勤めいただく

て頂き、一般団参の拝宿・
ます。

晡時
（十四時）となります。

▼御授戒・御征忌、準・本
法要期間中、及び山内の

▼焼香師随行の一泊参拝団
と日帰り参拝団

ない場合があります。

ていただきますようお願い



事情により、お受け出来

三、焼香
 師

いたします。

無理のない参拝計画をお立

旅程をお打ち合わせの上、

委託される各旅行会社と

点心はお受けできません。

○準法要期間

六月一日～八日

平成二十七年



○本法要期間

十月七日～二十日

平成二十七年



お勤めのお願い
二祖峨山韶碩禅師六百五

受付時間

９時～17時

期間中は「日帰り団参」
、 記念参拝期間中とさせてい

平成26年
９月１日～11月29日
平成27年
４月１日～10月20日

受入期間としますが、準法

記念参拝期間
また、本山行持と重なる

大遠忌事務局参拝部専用

2013年（平成25年）10月１日
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〝大 遠 忌 今 昔 譚〟

怠すへからず』という一条

文に『開山忌二代忌出仕懈

十月二十日に定められた置

康暦二年（一三八〇年）

に必ず出仕することを誓っ

血盟で、毎年開山忌二代忌

して、畢竟五院門派一同の

本の二人が太源祖師を代表

仏陀了堂真覚と大慈梅山聞

―總持寺修史局長当時の横関了胤老師の原稿より―

がある。
たのである。

修行」とあり、初めて大遠
忌記録が現われたのである。
開山大遠忌は享保九年
（一七二四年）で
「八月十五日二夜三箇日

したが、導師は山内の一老

該当する含みで修行された。 日の日に対真上堂がありま

二、
三の単頭がおりまして、

致し、そこには如禅老僧等

その時の状況を

た。
』云々と冲津元機老は

普蔵院の輪番でありました。 如 終 世 話 を し て 居 り ま し

昔の大遠忌は、寺院と雲

『この時の大遠忌は中々
賑やかで、大本山永平寺か

語られた。今から百年前の

寛永元年

寛文４年

350

延宝２年

正徳４年

10月20日

400

享保９年

８月15日

明和元年

９月 取越

450

安永３年

８月15日

文化11年

500

文政元年

（元治元年） ８月20日



（昭和四十九年発行）

過去の大遠忌に関する

八七二頁より追記転載

『鶴見ヶ丘』 八七〇頁〜



瑩山禅師奉讃刊行会

に浮かんでくる。

衲ばかりで在家の者も来ま

雲衲は随分沢山来ました。

らも大専使が見えられた。

以後表示の通りであるが、 浜の空印寺瑞芝和尚で、そ

能本山の五院の建物は、

したが、
御膳を出しませぬ。 五百回大遠忌の様子が眼前

の時は皆世間様の環総の御

なかなか大きかった。普蔵

この時の大専使は、若州小

袈裟を掛けておりました。

院の本堂は十二、三間あり

法会を修す」とある。

「十月二十日二世和尚四

尾張や紀州辺（永平寺）の

明和元年（一七六四年）

百年忌九月取越三昼二夜大

れをつけていたという位で、 之も十二、三間ありました。

300

写真や資料を探していま

昭和49年４月１日

当山門徒定置状

北国の十月は今の十一月

その間の空地が狭いようで

天正２年

す。お持ちの方は大遠忌

～

ました。これと相対して妙

の二度の御両尊年忌には門

に当るので歳により雪を見

大専使と侍者、侍香の三人

も広く、十間四方もありま

250

局までご連絡ください。

４月21日

古規則の地方から来た人

派一同出仕し、更に天正年

ることがある。往復に数日

だけは矢張り古規則の御袈

した。丁度三十四、五間を

～

法会修行」とある。

間、 五 院 輪 番 地 三 百 三 十

を要する交通不便の時代、

裟であって非常に目立ちま

一棟として雲衲の旦過寮と

４月14日

是歳以降毎年八月、十月

右年々開山忌幷二代忌無懈
九ヶ寺が指定されて、以後

九月とりこしも止むを得な

した（三衣事件参考）
。二十

４月１日

高庵の本堂がありましたが、

怠可有出仕、若於違犯之輩
前田公の指定と相俟って加

い事である。

～

は、竹を切って環を作りそ

者、可令擯出門徒中、子々
能越三国の僧衆が出仕して

文化十一年、二祖四百五

４月14日

定置
 總持寺門下僧衆可

孫々永可守此法者也、仍為
本山並に門前を賑はしたよ

十回大遠忌は修行された記

文永４年

大遠忌法要奉修
二夜三日

（予修）

存知事

後証連署状如件

う で あ る。
（往時は毎年八

文明６年

200

慶応２年

康暦二年十月二十日

大遠忌法要奉修
二夜三日

録がない。それは文化三年
正月二十一日火災により伽

150

慶長19年

４月１日

大正９年

月十五日開山忌、十月二十
日二代忌であったが、今は

藍が大部分（十七棟）焼失し
た為であろう。それから元

両尊合併で十月十二日～十
五日の四日間の御忌法会と

は慶応二年に延期され、前

治元年の二祖五百回大遠忌
是は例歳の御忌出仕であ

回奉修できなかった事も考

なっている）

るが、大遠忌として五十年

ら二十日まで八日間奉修さ

毎に行われるに至ったのは、 慮に入れて、八月十三日か
本山年譜（下図参照）によ

れ、うち八月十三日から十

応永31年

永禄７年

位次不同
軌有監寺

恵祐首座

子宗監寺

仏陀真覚
前總持宗令

れば、二祖の大遠忌で、正

回

100

永正11年

祖
年

文中３年

寛正５年

３月25日

大正３年

８月13日
50

応永21年

祖有維那
韶鱗蔵主
禅鑑蔵主
大慈聞本
智用維那
禅明維那
心家都寺
前總持良秀
前總持祖環

六日から二十日までは、月

五日までは開山忌とし、十
「十月二十日二世大和尚

は違うが、二祖の御命日に

４月１日

昭和49年

650

滅
入

昭和40年

大正14年
４月１日
～
（1年延期）
４月21日

600

入

滅

貞治４年
10月20日

二
祖

正中２年
８月15日

開

９月15日

明治７年

550

徳四年（一七一四年）

五院開基四人が連署し、

三百五十年忌三昼二夜法会

当住寂霊（以
 下各花押）
普蔵開基太源宗真寂後ゆえ

開祖二祖大遠忌正当年表

（8）
第１号

大遠忌だより
御両尊大遠忌法会

2013年（平成25年）10月１日

