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垂示下さいました。鋭い眼

はすばらしい発展と伽藍の

禅師さまの九年後の大遠忌

整備がなされました。次の

その後、忘れることはな

奉修であり、京浜間にたた

光と慈愛に満ちた言葉でし

かったとしても、地方寺院

ずむ大殿堂の役割を存分に

五十年は、まず御開山瑩山

の住職として勤め、更に現

発揮されなければならない

た。

在の最乗寺に転住して十八

ことです。

・・・

年となり、ついつい報恩安

いるところでございます。

し有り難く感謝申し上げて

より始まり、その篤志に対

標準志納・特別志納も昨年

院あるいは有縁の方々より

くる思いでしたし、日々壮

気は大衆の中にも伝わって

中でありました。悲願の熱

が鶴見が丘に建立される最

二年前でしたから、大祖堂

の峨山禅師六百回大遠忌の

時に遡ります。昭和四十年

十八年春に安居を許された

は、過る五十年前の昭和三

拙衲の大遠忌への思い

とを、つい先日のように思

て盛大に修行されましたこ

百回大遠忌が二週間に亙っ

討されながら峨山禅師の六

や鳴し物等は序々に研究検

そして大祖堂内の進退作法

等、記憶に残っています。

でが遠距離であったこと

と、旧看読寮から大祖堂ま

で務めさせていただいたこ

から什物の移動を山内一如

この五十年間に、御本山

いるところでございます。

ことと、身心に銘じ入って

進努力しなければならない

いている配役については精

遠忌に、せめて現在いただ

めぐり来る峨山禅師の大

上げる次第でございます。

のご加担を切にお願い申し

をはじめ有縁の檀信徒各位

す。宗門の御寺院ご老師方

進して参る所存でございま

ことと念じ、無魔円成に精

大遠忌の一歩を初めと為す

御両尊への報恩行の真を、

事業計画も既に発表され

大な姿に感じ入っていたこ

い起こすのであります。

居の機を失って現在に至っ

・

着手されていますが、峨山

とを思い起こします。

翌年の秋に所定の安居期

堂として使っていた放光堂

中世における曹洞教団の

禅師の全国に曹洞宗が広ま

昭和四十年に竣工・落慶

間を経て送行することとな

足し、更に平成三十六年に

地域における教団のあり

それは、少子高齢・過疎

孤峰智璨禅師でありました。
送行の挨拶に侍局へ参上
し、跳龍室で乞暇の拝をさ
せていただきました。その
折に禅師さまは「送行する

まずは峨山禅師六百五十回

地方展開に画期的役割を果

る基盤を形成する偉大な功

された大祖堂に、今まで法

迎える御開山太祖瑩山紹瑾

方、御移転百年後の御本山

・・・・・

のか。いずれの時にか再度
上山して報恩の安居をする
ように心掛けなさい」と御

てしまいました。

した大本山總持寺二祖峨山

績を学びつつ、現代の教団

禅師七百回大遠忌を見据え

の運営、人材打出の僧堂教

石 附 周 行

韶碩禅師の六百五十回大遠

が抱える諸問題と合わせて

て「御両尊大遠忌法会」と

育の問題、現代社会へ仏祖

大遠忌局副総裁

忌が、愈々明年に迫って参

推進することが重要なこと

して、本格的準備を鋭意展

の慈悲行等の課題でありま
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蔵本」、
「御板預

と指示され、その通りに実

通御池上ル町 御用達

京都室町

は「大覚円成

林長左エ門」
と印が押され、 います。爾来、通幻禅師遷

この中に『諸嶽二代峨山

わしとなっております。ま

り毎朝開山真前に供える慣

たっす

というのがあります。これ

て建学の精神としています。 和尚行実』が載せられてお

た、御本山に於ける朝の御

報恩行持」

出るもの（それを古来、法
で、これは中根環堂先生の

化後も境内に梅樹を植え住

行すると口臭が消えたとい

力とか人徳と称した）に惹
命名に依ります。本学園は

この古本が原本であること

職（塔主）自ら梅干しを作

上

かれ、多くの学人が参集し

禅の教えに基づき、円満な

を示しております。

私が常々に考えているの
を繰り返し拝読すれば瑩山
この故事は「仏様という

り、
そこには
「徳治元年師歳

その①
たのではないでしょうか。

人格の形成と人類社会に対

は、御両尊の「初相見」と
禅師の「微笑まれた真意」
月と、その教え（光）を相

真殿行持で梅干しが供えら
或いは「感謝のこころ育ん

上げられませんでしたが、

なこととされほとんど取り

いうのです。従来荒唐無稽

は元の国まで遍参されたと

は海を渡り朝鮮半島さらに

あります。つまり峨山禅師

に入り善知識を勘験す」と

に応じて親切かつ丁寧な接

はなく、一人ひとりの状況

如く決して厳しさ一辺倒で

られましたが、この逸話の

め多くの門弟を厳しく育て

峨山禅師は二十五哲はじ

のと思われます。

れるのもこの逸話に由るも

ひ と

これを解り易く表現すると

する感謝・報恩の実践を以

「両箇の月」
についてと、「峨
が自然に納得できるのでは

承して光る自身の心の月」 「感謝を忘れず真人となる」 三十二、三韓に遊歴し大元

②両箇の月

山禅師が実際に中国大陸へ
ないでしょうか。
と受け止められることが多

でいのち輝く人となる」と

峨山禅師と極めて関係の深

化をされていたことがよく

『伝光録』など多くの著
いようです。

い徹通禅師や大智禅師・孤

窺えます。

初めて出会った際の「天
台宗の教えと禅の教えは同
じではないのですか」とい
う峨山禅師の問いに対し、
瑩山禅師は何も答えずただ

たが、弟子門弟への接化手

山 口 正 章

御両尊の本領
本山副監院心得

を
「仏性」と観ます。月は三

微笑むのみでした。この真

述を遺された瑩山禅師でし

なります。

峰覚明禅師が中国に渡られ

これこそ「和合同心」
「一

しかし、禅の世界では月

意については従来さまざま

ておりますことから、この

①初相見

な解釈がなされてきました。
段として、言句はそう多く

十日周期で満ち欠けをしま

て本意となすべし」と法孫

置文』で「相互に和合を以

承した通幻禅師も『明徳の

味同心」であり、これを相

瑩山禅師の孫弟子である

用いられなかったものと存

す。両箇の月とは月が二つ 「 修 」 や「 慈 悲 」 と い う こ

や「智慧」で、報恩行持は

大智禅師に「悼洞谷和尚」
じます。

有るのではなく一つの月が

たちに明記され、本山の五

徳山の棒」

満ち欠けする姿、満月も有 「 両 箇 の 月 」 と は 言 え な い

④和合を以て
とになります。これもまた
本意となすべし
と言われるように禅匠には

局までご連絡ください。

す。お持ちの方は大遠忌

写真や資料を探していま

過去の大遠忌に関する

かれたのでした。

院輪住制度を確立されてい
れば新月も有る。即ち私た

に伝わる逸話を紹介いたし

ます。自坊開山通幻禅師は

口臭が強く大変気にされて

③大陸へ

さて、最後に自坊龍泉寺

それぞれ独自の接化手段が

ちの現実世界での「迷悟」を

でしょうか。
ありました。瑩山禅師の方

指し、いずれも仏性そのも

私は約十年前に神田の古

おられました。その事を峨

表紙には「諸嶽山總持禅寺 「毎朝梅干しを食しなさい」

け止められないでしょうか。 書店で『總持両祖行録』な
また、本山が運営する学

でありました。それは、釈
尊の五比丘への初転法輪の

校法人総持学園の建学精神

山禅師に相談したところ
如く、禅師の法体より滲み

る古本を入手しました。裏

数の少ないもの
（不説の禅） のの現われである、とは受

法はこのように穏やかで口

「臨済の喝

と題する八首があります。
その一首に、

両処に住山すること
三十年。曾つて一法の
人に伝うる無し。
不説の禅。

虚空 吐き出す広長舌。
罵雨呵風

（読み下し）

はないと存じます。

つまり、大覚円成は「証」 記述もあながち無理な話で

とです。

渡ったのでは？」というこ
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高知県・香川県宗務所

香資金勧募・納付のお願い

宗務所名

信欄に寺院名の記載があれ

宗務所別集計表

大遠忌香資金の勧募が始

ば依頼人欄は個人名でも可

の個人確認のみで済みま

まって一年、既に標準志納

諸老師には深く感謝申し上

す。但し法人名で送金依頼

能です。この場合は十万円

げます。また、香資金勧募

する場合は十万円以上の送

香資金、特別志納香資金を

活動にご尽力いただいてお

金には登記事項証明書等の

ご志納賜りました御寺院様、 を超える送金も免許証等で

ります役職の各御老師には

提示が必要となります。

特別志納金

誠に有難く衷心より御礼申

特別志納、また、一括納入・

東京都宗務所

標準志納金

尚、通信欄の標準志納・

標準志納香資金の宗務

分割納入欄の○印も忘れず

宗務所名

し上げます。

所・教区勧募事務費、特別

にお願いいたします。

標準志納香資金について

志納香資金の勧募事務費還

末（三月末日）の宗務所・

は、原則として五％の寺院

▼領納証の発行について

教区、嶽山会支部内香資金

勧募事務費を差し引いた額

付につきましては、各年度

納入状況を各年七月を目処

をご送金いただくことになっ

を記載しております。実納

に各々お知らせし、勧募事

納入方法について説明不

入額（ご送金いただいた金

ております。領納証には納

足でご迷惑をおかけした御

額）での領納証を希望され

務費をご指定の口座に送金

寺院様からのお問い合わせ

る場合はご一報いただきま

する運びとなっております。 入額と勧募事務費の合計額

の多かった点について、遠

すようお願いいたします。

特別志納香資金の場合

忌局からのお願いと合わせ

てご説明申し上げます。

は、実納入額の領納証を発

行しております。

▼金融機関からの送金に

ついて

遠忌局からの振込用紙通

大遠忌香資金納入金額

2014年（平成26年）４月１日

（単位
標準志納金

円）

特別志納金

123,453,081

1,875,800

883,098

200,000

神奈川県第１宗務所

66,382,660

16,793,000

愛媛県宗務所

11,253,560

2,415,600

神奈川県第２宗務所

114,344,230

24,953,000

福岡県宗務所

21,664,120

10,980,000

埼玉県第１宗務所

37,944,808

7,500,000

大分県宗務所

5,800,572

2,028,300

埼玉県第２宗務所

53,387,360

9,246,700

長崎県第１宗務所

19,098,800

7,590,000

群馬県宗務所
栃木県宗務所

63,582,520
17,738,040

16,863,300
4,376,800

長崎県第２宗務所
長崎県第３宗務所

281,752
604,100

100,000
450,000

茨城県宗務所

19,374,380

5,000

15,525,594

4,650,000

千葉県宗務所

40,919,560

11,640,000

熊本県第１宗務所

796,100

0

山梨県宗務所

26,207,750

7,330,000

熊本県第２宗務所

5,094,200

0

静岡県第１宗務所

69,372,290

8,727,685

宮崎県宗務所

4,297,320

1,136,500

静岡県第２宗務所

19,980,080

5,886,170

静岡県第３宗務所
静岡県第４宗務所

41,147,830
22,551,700

590,000
35,880

鹿児島県宗務所
長野県第１宗務所

468,900
43,960,568

50,000
19,430,100

長野県第２宗務所

17,743,120

108,400

愛知県第１宗務所

74,572,500

18,338,000

福井県宗務所

15,471,090

1,193,300

愛知県第２宗務所

20,325,199

0

石川県宗務所

6,723,950

5,536,700

愛知県第３宗務所

27,688,960

5,062,600

富山県宗務所

10,494,550

1,560,000

岐阜県宗務所

17,450,060

640,500

新潟県第１宗務所

18,767,469

15,974,000

三重県第１宗務所

27,198,600

9,280,000

三重県第２宗務所
滋賀県宗務所

4,506,260
7,816,900

1,150,000
0

新潟県第２宗務所
新潟県第３宗務所

2,812,721
11,684,400

530,900
12,454,500

新潟県第４宗務所

26,302,740

9,622,250

京都府宗務所

26,167,880

10,560,500

福島県宗務所

24,177,658

170,000

大阪府宗務所

34,404,300

25,490,000

宮城県宗務所

53,820,060

23,941,254

奈良県宗務所

4,074,433

920,000

岩手県宗務所

34,876,128

15,848,500

和歌山県宗務所

4,847,760

0

青森県宗務所

34,159,860

3,200,000

20,258,380
10,183,360

5,303,200
74,000

山形県第１宗務所
山形県第２宗務所

21,476,700
7,446,160

12,441,000
2,510,000

山形県第３宗務所

11,671,470

9,079,000

秋田県宗務所

43,280,216

22,870,000

北海道第１宗務所
北海道第２宗務所
北海道第３宗務所

32,782,450
21,519,980
17,080,180

10,920,000
7,302,200
10,168,300

1,613,008,021

4,714,895
419,658,934

兵庫県第１宗務所
兵庫県第２宗務所
岡山県宗務所

6,518,520

0

広島県宗務所

18,587,500

700,000

山口県宗務所

17,591,560

1,065,200

鳥取県宗務所
島根県第１宗務所

21,071,514
1,460,900

5,565,900
510,000

島根県第２宗務所
徳島県宗務所

9,023,760
853,800

0
0

佐賀県宗務所

その他
総

計

平成26年2月25日現在

に一度の大法要が間近となって参りまし

大遠忌予修の年となり、いよいよ五十年

の企画でしたが、ご好評を

有り難く存じます。初めて

どでご視聴されましたこと

させていただき、教区会な

区・宗務所・教区他に配布

告編」は昨年四月に、各管

顕影するために、約三十分

ご遺徳・ご功績を多角的に

編集でしたが、二祖さまの

予告編は約七分間の短い

様にもご視聴していただき

ますので、広く檀信徒の皆

全国のご寺院にお届致し

ました。

こえますか～』の完成を見

しました。映画俳優として 『 相 承 ～ 大 い な る 足 音 が き

間の本編のＤＶＤを製作致

ますよう、ご配慮くだされ

済ませ、無事、本編ＤＶＤ

終了し、録音・編集作業を

た。昨年末に全ての撮影を

ねながら、ロケを重ねまし

寺など二祖さまの足跡を訪

總持寺祖院・永光寺・大乘

活躍されている綿引勝彦氏

り、峨山禅師に対する思い

山禅師の凄さ、偉大さを知

本を読んでいくうちに、峨

思ったくらいです。でも台

この役が務まるかな？」と

ら な い ほ ど で し た。「 私 に

て、何を話せばよいかわか

お会いした時も、正直言っ

總持寺の江川禅師さまに

た。

はもちろん知りませんでし

の 認 識 で、峨 山 禅 師 の 存 在

の春以降、永平寺や總持寺、 た時、曹洞宗は禅宗くらい

に出演していただき、昨年

を強く持ちました。

のですから、この話を頂い

付き合いはほとんどないも

の新作をベースに制作さ

内田正泰氏（横浜市在住）

をテーマとし、はり絵画家

この度、新しい「大遠忌

禅師が望んでいることでは

ということは、まさに峨山

の思いを次の世代に伝える

を大事にして、今の日本人

に入っています。絆とか縁

掲示していただきますよう

作品に仕上りました。
何卒、

した。
「峨山禅師と峨山道」 ような、大遠忌に相応しい

ポスター」を制作いたしま

お願い申し上げます。

祖さまのお人柄が滲み出る

に取り組んでいただき、二

ていただければ幸いです。

見ていただくことで、感じ

師の思いを、このＤＶＤを

七百年前に生きた峨山禅

ないかと改めて思います。

「峨山禅師ＤⅤＤ本編」
完成

た。大遠忌に関連して相当数の増加が予想

ば、大変ありがたく存じま

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

いただきました。

される本山参拝の皆様に向けて、本山侍局

す。また、各集会や法要等、 め、能登から加賀にかけて

「峨山禅師紹介ＤＶＤ予

前長廊下にて
「大遠忌パネル」
常設展示コー

の峨山禅師ゆかりの地を

にも拘らず、精力的に製作

田氏は高齢（御年九十二歳）

インとなっております。内

れ、大変親しみやすいデザ

ナーを設けました。過去の大遠忌から今回

団参時のバスの車内などで

巡って来ました。若い時、

侍局前廊下にて「大遠忌パネル」展示

「新ポスター」
を
 制作

の大遠忌、また、未来へ向けての展望を、

もご上映くださいますよう

た頃を思い出しながら、峨
山禅師の足跡を追ってみま
し た。「 峨 山 道 」 な ど は 険

現在にいたるまで数多くの個展を開催し、横浜の地区
センターやスポーツセンターの陶壁画を担当し92歳の今
も精力的に制作活動中。尚、新作版画、葉書130種も同
時発売中。

撮影は鶴見の本山を始

図説を交えて判り易く展示しています。平

劇団の地方公演で能登に来

【ＤＶＤ出演に寄せて】



成三十六年の太祖さま七百回大遠忌、
また、 お願い致します。
先々も「總持
寺よりのメッ
セージを発信

力的にキツかったです。で

しい山道が続き、正直、体
（コア）
」のよ

も、その道を毎日往復して

 俳優 綿 引 勝 彦 氏
うな場になれ

いたとされる禅師は、気力

する布教の核

ばと思ってお

も体力も人並み外れた方

1975
1997
1999

ります。本山

今回のテーマ「相承」と
いう言葉ですが、非常に気

1958

だったのでしょう。

普段から、お寺さんとの

1956

 奈川県横須賀に生まれる。
神
横浜高等工業学校建築科卒
業（現、横浜国立大学）
アド、アートデザイン研究
所設立。
日 本 印 刷 工業会長賞受賞
（カレンダーデザインにて
以後1981年まで８回受賞）
。
はり絵画家：内田正泰氏
『日本の詩』版画出版。
「青雲」
（日本香堂）テレビCM放映。
「PHP」表紙、2001年12月まで連載。

1922
1943

ご参拝の節に
はどうぞご覧
ください。

内田正泰 ～プロフィール～
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梅花流


皆さまには、峨山禅師六百

予修奉詠

とうと

と



来る 5 月 15・16 日、1 泊 2 日の日程にて、峨山道を歩いて祖跡を巡拝する「峨山道
二祖さまが總持寺（現・總持寺祖院）
ウォーク・ツアー※」を開催いたします。峨山道は、
と永光寺を兼務されていたとき、往来された約 13 里（約 52 ㎞）の長距離に渡る山
道です。二祖さまに関する言い伝えの中でも特に有名なのが、早暁、永光寺のお勤
めを済ませ、
韋駄天のように山道を駆け抜け、總持寺の法要も遅滞なく勤められた「峨
山道」の逸話です。總持寺では大衆が大悲心陀羅尼を真読（特にゆっくりとお唱え
する独特な読誦法）にて読経し、禅師の到着をお待ち申し上げたと言われています。
現代に生きる私達が、二祖さまと同じ行程をこなすことはとても適いませんが、
古風を慕い、少しでも「大いなる足音」を感じられたらとの思いから、このツアー
を企画いたしました。

全国奉詠大会で

平成二十六年度の梅花流
五十回忌大遠忌に巡り合う
という縁を大切にしていた

たも

し



で

のり

くま





５月１５日（木）〜５月１６日（金）１泊２日
募集人数 １００名
申込締切日 ５月１日（木）

※定員になり次第締め切ります
※最少催行人数６０名

全国奉詠大会が、五月二十
八・二十九日に島根県出雲
だきたいと思います。



市にある島根県立浜山体育
館「カミアリーナ」で開催
されます。各日四千名、二

ひろ

れきだい

だい そ どう

かがや

とうと

http://www.tera-tabibito.net/tour/syow/112

※バスを併用した10㎞程度徒歩による行程です。
※このツアーについて、詳しくは下記URLをご参照ください。

大本山總持寺二祖

おんてら

たす

が さん

峨山禅師讃仰御和讃
こうしんあつ

あま た

撫育られ

そだて

（二）数多のみ弟子



ほまれ

に じゅう ご てつ

むら

二 十 五哲の誉あり
みやこ

おし

都や村に法を説き

し がた

が おか

み

仰ぎ見るこそ尊しや

あお

鶴見ヶ丘に輝きて

つる み

祖師方まつる大祖堂

そ

（三）光伝えし歴代の

ひかりつた

教え弘めて隈もなし



都べさせ給う尊さよ

す

永光總持の御寺を

ようこうそう じ

けい さん ぜん じ

瑩山禅師を扶けられ

（一）孝心厚き峨山さま







さん どう

日間で八千名の梅花講の講
員さんが参加し、日々精進
した詠道の成果を奉詠致し
ます。
今回は日程の中で、特に
第四部として「大本山總持
寺二祖峨山韶碩禅師六百五
十回大遠忌予修奉詠」が修
行されます。参加者全員で

『大本山總持寺二祖峨山禅
師讃仰御和讃』
をお唱えし、
来年大遠忌をお迎えする二
祖さまのご遺徳をお称え致
します。
出雲の地は「出雲大社」
があり、
縁結びの地として、
近年は若い女性のパワース
ポットとして有名になって
います。是非、参加される

峨山道ウォークツアー
が

2014年（平成26年）４月１日
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平成２６年

エレベーターとエスカレーターを併設

設する計画に変更となりま

に完成する予定です。

祥雲閣の耐震工事決まる
新設される地上回廊のバ

新聞等では、人手不足に

ていた祥雲閣の耐震設計も

在の布教教化部）が使用し

また、従来、布教部（現

エレベーターの設置のみと

よる人件費の高騰、資材価

順調に進み、いよいよ指名

した。

いうものでありましたが、

格の高騰、消費税の増税に

リアフリー構想は、当初、

御両尊大遠忌法会期間中の

外観はそのままに、あくま

競争入札を行う運びとなり

言うに及ばず、本山にお

でも当初の予定通り、耐震

より、公共事業の入札が不

ける工事費用等も大遠忌局

強度を高める耐震工事を行

移動の円滑化、参拝者の高

発足当時より増額となって

うものです。なお、竣工後

ました。一部の間取りに変

おり、苦慮しております。

は、焼香師控室として平成

調に終わっているという報

しかし、宗門において、五

二十七年奉修の二祖峨山韶

齢 化 等 を 鑑 み、 エ レ ベ ー

十年に一度奉修される大遠

碩禅師六百五十回大遠忌よ

更はあるものの、祥雲閣の

忌の記念事業である地上回

り使用される予定でありま

道がされています。

廊新設工事が、未来永劫に

す。

に理解されうる事業を目指

し、慎重に協議を重ねた結

果の計画変更であります。

何卒、ご理解下さいますよ

うお願い申し上げます。

なお、新設された地上回

廊により、仏殿の後方、放

光堂から大祖堂を結ぶ計画

に変更はありません。本年

四月に地鎮式を行い、五月

より工事に入り、明年三月

祥雲閣 外観

わたり、宗門寺院、檀信徒

ターとエスカレーターを併

回廊内観イメージ図（仏殿裏より大祖堂方向をのぞむ）

地
上
回
廊
エレベーター・エスカレーター棟内観イメージ図
（地上回廊より大祖堂西側接続部をのぞむ）
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記念参拝期間
平成26年

９月１日～11月29日
平成27年 ４月１日～10月20日
大遠忌事務局参拝部専用
ＴＥＬ

045 - 415 - 0054
ＦＡＸ 045 - 415 - 0053
９時～17時

●受付時間

既に御案内致しておりま
す通り、大遠忌団参にあた
りご協力賜り厚くお礼申し
上げます。
月日によっては拝宿もま
だ余裕があります。日中参
拝につきましてはまだ十分
に受け入れが可能でござい
ます。是非ともこの機会の
報恩参拝を宜しくお願い申
し上げます。
尚、記念参拝期間以降も
十一月末日までは、大遠忌
団参として受け付けますの
で、皆さまのご参拝を心よ
りお待ち申し上げます。

には、大遠忌局員が責任をもって任に充たらせていただきます。

江川禅師さま御親修により点眼いただきました。各管区さまへのご遷座

お 祀 り す る 頂 相・ 御 真 牌 に つ き ま し て は 昨 秋 の 御 両 尊 御 征 忌 会 の 際、

管区、四国際布教総監部にて執り行われます。この度、この予修法要に

四月十一日に近畿管区（京都府）を皮切りに大遠忌予修法要が全国九

― 仏祖のおもいをいまここに ―

四月十一日（金）
四月十八日（金）
五月 九日（金）
五月十五日（木）
六月 二日（月）
六月十九日（木）
七月 五日（土）
七月 十日（木）
七月十七日（木）

予修法要日程
近
⃝畿管区
九
⃝州管区
四
⃝国管区
東
⃝海管区
関
⃝東管区
北
⃝ 信越管区
北
⃝ 海道管区
東
⃝北管区
中
⃝国管区

京都府 パルスプラザ稲盛ホール
福岡県 安国寺
徳島県 城満寺
三重県 賢島「宝生苑」
大本山總持寺
總持寺祖院
札幌市 中央寺
宮城県 松島ホテル大観荘
島根県芸術文化センター

国際布教総監部 予 修 法 要 日 程

正法寺

両大本山ハワイ別院

北アメリカ国際布教総監部
⃝
五月三十一日
（土）
～六月一日
（日）
カリフォルニア州
ロサンゼルス市
両大本山北米別院
禅宗寺
ハ
⃝ ワイ国際布教総監部
九月十二日（金）
～十三日（土）
ハワイ州
ホノルル市

宗務庁管区集会予修法要と共に、各国際布教総監部において二祖
峨山韶碩禅師六百五十回大遠忌予修法要が厳修されます。
ヨ
⃝ ーロッパ国際布教総監部
五月十七日（土）
～十八日（日）
フランス
ブロア市
禅道尼苑
南
⃝ アメリカ国際布教総監部
五月二十四日（土）
～二十五日（日）
ブラジル
サンパウロ市
両大本山南米別院
仏心寺

重要文化財

春 樹

大本山總持寺
宝物殿・館長

岩 橋

瑩山紹瑾像

總持寺名宝
①
鎌倉時代元応元年（一三一九）自賛

な頭部の表現は永光寺所蔵

アリズムが十分に発揮され

シンボルマーク を商標登録

顎部分などに引かれた緩

ているとはいえない。

おそらく禅師の風貌を伝え

い円弧状の輪郭線は伝統的

大遠忌法会のシンボルマークが商標登録

の木像に通ずるところで、

るのであろう。瑩山禅師の

な仏画のそれに通ずるもの

書式なのである。そして、

語に「紹瑾自賛」と署名さ

るが、中国流の徹底したリ

問い合わせください。

使用方法につきましては大遠忌局までお

二つです。

頂相としてはこのほか東嶺

事の担い手はどのような種

されました。円相をモチーフにしたデザイ

ところで、この瑩山像の

類の絵師であったかという

があり、画家の属性を示唆

細部に及んで問いかけるな

ことである。

寺本など数例が知られるけ

ら、未だ幾つか研究の余地

ンとアルファベッド表記の「ｓｏｊｏ」の

絵の筆致に破綻は無く、

を残しており、そのことに

しているようである。これ

するが、法被を掛けた曲彔
良く整った描写である。法

も触れておきたい。

れるが、自ら筆を執った場

れども、本画像が最も規準

に座し、払子を手にした、
被を背景とした像容の把握

まず、忌憚なく申せば、

面で自筆だと念押しするの

を少し言い換えるならば、

頂相通例の画面形式により
は大らかで力強い。また、

面部の描写にやや類型的な

は少々不自然といわなけれ

的な作例として位置付けら

描かれる。
法被や法衣にほどこされた

印象があり、写実性を本旨

ばならない。

初期曹洞宗教団における画

画面上部に元応元年（一
朱色、金彩が華やいだ味を

とする頂相としては、いま

「拝賛」、「謹書」、あるい

れる。

三一九）九月八日付の賛が
加えている。こうした色彩

ひとつ不満を感ずるところ

は「奉賛」等といった文言

うことになる。

あり、瑩山禅師五十六歳の

的演出も頂相技法の一つで

がある。中国禅林に学んだ

で止めるのが賛の一般的な

禅僧の肖像画を頂相と称

筆。画像の制作もこの年紀

ある。尤も、この金彩は後

頂相の形式を踏襲してはい

そのほか、賛の末尾の識

に準じて考えて良ければ、

世の補筆のようである。
平たく押しつぶしたよう

總持寺開創以前、永光寺に
住していた時期の寿像とい

再指定され、現在に到る。

法制定により重要文化財に

昭和二十五年、文化財保護

昭和十年、旧国宝指定。

であろうと思っている。

ては更に厳密な吟味が必要

識となっており、賛につい

いうのが研究者間の共通認

は転写本の可能性あり、と

「自賛」と記している場合
縦89.2×横38.6㎝
絹本著色

（8）
第２号

大遠忌だより
御両尊大遠忌法会

2014年（平成26年）４月１日

