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﹁少水よく石を穿つ﹂

一助となるようブースを設けました︒年が明け特別会

員様を交えての会員大会では︑山元町徳本寺御住職早

坂文明老師を迎え﹁月を流さず﹂〜供養の意義と僧侶

の使命〜と題しご講演を頂き︑昨年行えなかったボウ

リング大会では大いに盛り上がる大会となりました︒

また今期最後の事業となる移動研修会では︑阪神淡路

えました︒振り返りますと東日本大震災から復興に向

会長の任を拝命してから早いもので二年の任期を迎

行われる三回忌法要などの際にお渡し頂きました︒ま

要望のあった御寺院様よりご遺族様へ︑菩提寺で執り

ましたお線香︵佛現香︶約三千セットを︑沿岸部のご

ザー会場︑泉セルバでのカンボジアフェア等に於いて

ランティア会では︑梅花県奉詠大会やチャリティバ

また︑当会が主管しているサンタピアップみやぎボ

典

けて共に歩んだ第二十二期となりました︒

た︑三月十一日の三回忌正当では︑沿岸部御寺院様の

当会の活動紹介・クラフト販売・募金活動を行いまし

宮城県曹洞宗青年会
会長 奥 野 秀

大震災を経験し復興に向け活動した体験を聴かせて頂

震災当初は︑﹁我々被災県の青年会として出来る事

三回忌合同法要へ随喜させて頂き︑ご遺族様と一緒に

た︒昨年カンボジアの子供達から送って頂いた﹁希望

き︑今後の宮曹青活動の参考となる大変有意義な研修

を﹂と志し︑微力ながら支援物資の搬送や瓦礫の片

手を合わせて参りました︒

侶として出来る事とは﹂と考えた時︑一極集中の支援

その活動を通し︑﹁宮曹青として何が出来るか︑僧

く御礼申し上げます︒さらに︑全国曹洞宗青年会様を

院様︑各教区青年会様︑地域の関係各位に衷心より厚

ご協力を頂き︑準備からご尽力頂きました各教区御寺

復興支援事業では︑曹洞宗宮城県宗務所様のご支援

頂いた気持ちを﹁絵本﹂としてカンボジアの子供達に

陰様で約一万七千枚のご協力を頂き︑皆様からお寄せ

した︒教育支援の基幹事業となる書き損じハガキもお

内各所に展示し︑サンタピアップの活動を広報致しま

の絵﹂のお返しに被災地宮城の子供達が描いた絵を県

となりました︒

付け︑避難所等での炊き出しの活動をさせて頂きまし

ではなく︑津波被害の大きかった県内沿岸部広域での

通じ︑全国から多くの曹青会様のご支援ご協力ご随喜

お届け致します︒

た︒

支援活動をさせて頂き︑昨年度は沿岸部各教区での月

を賜りました事︑衷心より厚く御礼申し上げます︒

この二年間の宮曹青スローガンとして掲げた﹁少水

命日法要や仮設住宅集会所での行茶傾聴活動︵全曹青

また︑平成二十四年度は︑復興支援活動を続け︑例

各曹青会様から頂いたご支援ご協力により︑僅かな力

事業に加担︶を行いました︒今年度は県内沿岸部各地

第二十一教区御寺院様︑寺族会様︑教区青年会様︑

ではありますが一滴一滴を注ぎ続ける事が出来まし

よく石を穿つ﹂の通り︑県内御寺院様︑教区青年会

ました︒ご遺族様からは亡くなった場所で供養してい

また地域の企業様に絶大なる御理解とご協力を賜り︑

た︒

年行っていた事業へ戻しながらと大変事業の多い一年

ただき大変有り難たかったとの声を頂きました︒平成

泉区根白石市民センターを会場にカンボジア教育支援

での被災地慰霊行脚を行い︑震災で亡くなられた方々

二十五年三月一日には宮曹青主催東日本大震災物故者

チャリティバザーを開催する事が出来ました︒県内御

様︑会員各位の御理解ご協力と全国の御寺院様並びに

三回忌法要﹁萬燈供養会﹂併修﹁亡き人への手紙﹂お

寺院様には例年以上にバザー用品をご提供頂き︑お陰

間となりました︒

焚き上げ供養を行い︑三回忌を迎え震災でお亡くなり

様にて予想を上回る売り上げとなりました︒又︑今回

に対する供養と地域の方々の安心を目的に活動いたし

になられた全ての御霊へのご供養を申し上げ︑ご遺族

理解ご協力をお願い申し上げます︒

合掌

今後とも当会に対しまして皆様の御指導ご鞭撻︑御

二十三期がスタート致します︒

これから第八教区皆傳寺天野大真新会長を中心に第

様のお気持ちを亡き人へお届けする事を被災地の青年

み
のバザーでは県内被災地の子供達を支援する﹁ JETO
やぎ﹂様︑﹁みやぎ子ども養育支援の会﹂様の活動の

会として厳修致しました︒此の日宮曹青でご供養致し

66号 〈 2 〉

無聖

年度チャリティバザー開催

坂本 顕一

う︑宮城県内の宗侶及び檀信徒︑県民の温かい人柄の

ボランティア委員長

様の温かいご理解と絶大なるご支援のもと︑予想を遥

証であろうと︒

平成

か に 上 回 る 物 品 を ご 提 供 賜 り ︑ 結 果 例 年 以 上 の ４千 点

今回バザーのテーマであった﹁宮城からの恩返し﹂

カンボジア教育支援

を超える商品が取り揃えられ︑ご随喜頂いた会員諸師

は︑震災に際し義援金と励ましのメッセージを贈って

月４日

︵木︶根白石市民セン

分程で完売し︑盛会裏に円成し

年

ターに於いて︑カン
のご尽力により開始

平成

ボジア教育支援チャリ

返しするとともに︑宮城の底力をお伝えして共に復興

頂いたカンボジアの方々に向けて︑感謝の気持ちをお

た次第であります︒
震災から復旧復興最中の県内において︑カンボジア

に向け邁進していく励みになることを強く願うもので

ました︒

の子どもたちの為にご支援とご協力を頂いた県内御

ブース展示品売上金44,500円 募金4,843円

回目となっ

※NPO法人みやぎ子ども養育支援の会のご報告

今回で

￥84,428

あります︒その願いが︑カンボジアと日本の被災地︑

※募金は、全額「JETOみやぎ」に寄付

寺院様及び︑大変多くの会員が随喜してご尽力された

※売上金は、全額サンタピアップみやぎボランティア会へ寄付

たカンボジア教育支援

￥1,020,300

両国の復興につながるものと信じご報告と致します︒

売上金額

今回のバザーで確信するところは︑﹃区別なく他を想

4,013点

チャリティバザーでし

（宮曹青会員、21教区御寺院・寺族会、地元企業協力者を含む）

い︑皆共に支えあう思いは決して変わらない﹄とい

212名（延べ）

た が ︑ 震 災 か ら １年 半

10月３日（準備）85名
10月４日（当日）80名

で被災地の現状を見ればまだまだ復旧さえままならな

販売商品数

い中での開催ということで会場設定すら大変難しい状

募金総額

況でありましたが︑会場教区として快くお引き受け戴
教区教区長さまをはじめ︑教区の御寺院さま

て沢山の方々がご来場され売上金額も当初の見込みを

た︒会場教区皆様の全面的なご協力により︑お陰様に

頂きつつ︑事前の準備から最後までご協力を戴きまし

皆様には︑檀信徒の方々にバザーの開催を呼びかけて

くなど物心両面に亘りご支援を賜りました︒寺族会の

への広報として新聞﹁折り込み広告﹂を沢山入れて頂

るご協力を得ることが出来ました︒更に︑地域の方々

地 元 Ｊ Ａ様 に ご 協 力 を 呼 び か け て 頂 い た こ と で 多 大 な

た︒また︑教区青年会様には地元の企業の清月記様︑

の温かいご理解のもとに無事開催することが出来まし

いた第

90

10

24

ティバザーが開催され

24
18

大幅に上回る結果となりました︒当初は︑物品数の減

会場内の様子

挨拶を行うボランティア委員長の坂本師

少は必然であろうと思っておりましたが︑県内御寺院

66号

〈 3 〉 無聖

程
日

者
場
入

21

年 １月

日︑ホテルモ

することは僧侶にしか出来ない

北管区教化センター統監・山元

一部講演会の講師に前曹洞宗東

員大会﹄が開催されました︒第

と伝わってきました︒また︑老

強い信念と深い信心がひしひし

らは︑供養に対する揺るぎなき

くんだ﹄という老師のお言葉か

師 を 拝 請 し ︑ 定 刻 の 午 後 ２時 か

徳泉寺様の御住職・早坂文明老

も決して欠かさなかったこと︑

忙を極めるような状況にあって

師が供養や復旧復興に向けて多

ら

時﹃此処を絶対に地獄にはしな

山元町地域を目の当たりにした

壊滅的被害に遭い変わり果てた

ご講演で早坂老師は︑津波で

る月は急流にあっても流される

にして月を流さず﹂〜水面に映

でした︒演題でもちいた﹁水急

てきた日常底であるということ

法話等の自身が日課として続け

た︒

い﹄犠牲者を地獄においてはな

それは行事・食事・テレフォン

分間のご講演を賜りまし

町︵第

教区︶徳本寺様並びに

ントレ仙台にて﹃平成

平成

第１部講演会の様子

﹃何としても仏になっていただ

講演中の早坂文明老師

年度会

31

ことがない・月︵真理︶は不変

↑

である〜同様︑どの様な状況に

第二部ボウリング大会は︑各

がり終始和やかな雰囲気の中︑

レーン正会員・特別会員の枠を

と﹄が︑僧侶を僧侶たらしめ︑

怪我も無く大会を終えることが

あっても決して流されない心・

亡き人を仏にする供養の力﹃功

出来ました︒

超えて好プレーに歓声が沸き上

徳と信念を生む﹄と︑老師ご自

第三部懇親会・ボウリング大会

66号 〈 4 〉

無聖

﹃日々の行いを疎かにしないこ

身が身を以て示されたものと深

表彰式においては︑より一層会

員相互の親睦を深め盛会裏に終

く感じる講演会でありました︒

名︵会員・特別会

えたことをご報告申し上げま

聴講した

員︶︑犠牲者のご冥福と被災さ

交流事業委員長 庄司 行正

す︒

たことをご報告申し上げます︒

直す機縁となった研修会であっ

つ︑自らの日々の行いを見つめ

れた方々の安寧をお祈りしつ

65

ボランティア委員長 坂本 顕一

会長による第２部始球式

24

25

19

らない︒そして︑亡き人を仏に

90

平成24年度会員大会 開催

第２部ボーリング大会会場

ある興聖寺を拝登いたしました︒まず法堂に

移動研修会報告

期最後の事業である移動研修会が平成

第二十二期
第

於いて拝登諷経を勤め︑引き続き御開山高祖

日の期日で開催され︑

名

日〜

道元禅師が安置されている老梅庵 開(山堂 を)拝
登させて頂きました︒その後︑京都市内に移
動し道元禅師ゆかりの建仁寺を訪れ︑栄西禅
師︑明全禅師の塔所で諷経を勤めさせて頂き
ました︒
二泊三日の短期間ではありましたが︑震災
の慰霊供養と祖師方ゆかりの地拝登という非
常に意義のある移動研修となりました︒

興聖寺老梅庵

年 ３月
が参加いたしま
した︒
第一日目は神
戸市長田区に
ある ＮＰ О法人
﹁まち・コミュ
ニケーション﹂
事務所を訪れ︑
理事の田中保三
氏より阪神淡路大震災当時の神戸の状況とそ
の後の復興に関する説明をいただき︑宮城の
復興への思いを新たに致しました︒その後︑

66号

〈 5 〉 無聖

隣接する慰霊碑で阪神淡路大震災慰霊法 要

興聖寺法堂前

28

を勤め︑物故者の御霊を供養いたしまし
た︒

慰霊碑（故宮崎禅師による
『鎮魂』の揮毫）

26

22

第二日目は京都府宇治の曹洞宗初開道場で

慰霊法要

22
説明をされる田中保三理事

25

第22期を振り返って
〜各委員会・事務局 総括〜

■■

研修委員会
委員長

錦織 誠道

■■

広報編集委員会
委員長

髙橋 説山

今期の広報編集委員会は﹁会員名簿﹂︑会報﹁無

■■

事事 務務 局局

事務局長

清水 大伸

﹁東日本大震災後︑被災地の青年会として何が出来

出来ませんでしたので︑本年発行させて頂きまし

会員名簿は昨年復興支援活動に特化したため発行

した︒間もなくその任も終えようとしております︒

様と共に事務局長として無我夢中活動を続けて参りま

大きなものでしたが︑奥野会長牽引のもと︑役員の皆

るのか﹂その青年会の事務局長としての重圧は非常に

動に関連した研修会を開催した︒物理的復興が進む

た︒無聖は震災による未発行号を引継いだり︑復興

活動の内容は報告の通りでございますが︑数々の事

聖﹂の発行等各事業報告等を行って参りました︒

中︑心理的復興︑被災者が現実を受け止め︑自ら日

支援活動を中心とした報告という例外的な形が多く

業︑復興支援活動に際しましては多くの会員様にご参

最後に︑今期広報編集委員会にご協力頂きました
宮曹青会員他関係各位の方々に改めて深く感謝申し
上げます︒

また理事様方には月命日法要や行脚活動での当該教

区さまとの調整等︑諸々にわたりましてご協力を賜り

堂内に響き渡る読経をあげて頂き︑とても有難くて有

期を終えても支援は続いていきます︒私たちはサ

僧として微力ながら活動を続けて参る所存です︒

最後になりますが皆様から賜りましたご厚誼ご教授

にこの場を借りて厚く御礼申し上げます︒

66号 〈 6 〉

無聖

研修委員会では初年度は今期の全体事業である復

常を取り戻す為の支援活動の重要性︑また供養がま

号は通常会務の

加ご協力を賜りました︒これも︑それぞれが何か出来

興支援活動に専従協力し︑今年度はこの復興支援活

さに同じ意義を持つ事に気付いた︒

なりました︒また今期最後の無聖

る事をしたいと考えご参加頂いたものと感じており

今後も我々の出来る形で被災者に寄り添った支援

報告に加え今期 ２年間の復興支援活動の記録を今後

坂本 顕一

先日の三回忌合同慰霊法要でご随喜させて頂いた

ました︒ただただ感謝申し上げます︒

教区法昌寺さまから御礼のお手紙を頂きこんな一文が

ございました︒
会員の親睦を深めることを目的とした交流事業

難くて涙がとまりませんでした﹂とのご感想が寄せら

■■

交流事業委員会

年度会員大会の

﹃法要に参列されたご遺族から﹁大勢の和尚様方に本
を例年通り実施したのは︑平成

れました︒参列されたご遺族の方々にとりまして明

庄司 行正

みでしたが︑多数のご参加を頂き︑正会員・特別

我々が﹁被災地︑宮城のため﹂と思い活動してきたこ

になったものと存じます︒﹄このお手紙を頂いて︑

日へのあらたな一歩につながる﹁ひとすじの光明﹂
また︑慰霊行脚や法要等を通じ︑各委員会との

ができました︒

会員の枠を超えた交流を図り盛会に開催すること

委員長

ます︒

に残すために掲載させて頂きました︒

を続けていかなければならない︒

■■

ボランティア委員会
委員長
今期は︑震災により犠牲となってしまわれた全
ての﹁いのち﹂に報いるべく︑社会における青年
僧としての果たすべき役割を模索してきた二年
間でありました︒被災された方々と直に﹁向きあ
う﹂という実践の中では︑僧侶の使命について会
員各々が改めて見つめ直す︑この上ない機縁と
なったことと確信致します︒また︑サンタピアッ
プでは﹁カンボジアからの震災見舞い﹂や︑被災
した支援者の方々をはじめ県内の御寺院様のご支
援のもとに贈られた﹁宮城からの恩返し﹂を通じ

恒例のソフトボール大会は︑残念ながら今期は実

ンタピアップを通じて支援を続ける事の大切さを痛感

とが報われた気が致しました︒
施できる状況ではありませんでしたが︑各会員の

しております︒これからも被災地の青年会として青年

連携を深め復興支援活動を行う事ができました︒

皆様から開催を期待する声を頂き︑改めて交流事
業の重要性を教えて頂きました︒
最後に多岐に渡り︑ご指導︑ご協力を賜りまし
た皆様方に感謝し︑厚く御礼申し上げます︒

22

て︑カンボジアとの深い﹁絆﹂を感じることが出
来ました︒今後もこの絆を大切にして︑日本の被
災地とカンボジアが一日も早く共に復興すること
を切に願います︒
最後に︑この二年間共に求道し奔走した委員諸
師並びに︑事業に際し温かいご理解とご協力を頂
いた皆様に心より感謝を申し上げ総括と致し
ます︒
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サンタピアップ活動報告
ＳＶＡカンボジア事務所・所長来訪
平成二十四年十月二十一日
※前年に引き続き︑山本所長︵カンボジア事務所︶並びに︑カ

於 仙台市﹁亜門﹂
ンボジア担当の山室氏︵東京事務所︶が宮城を訪れた際︑当
会役員と親しく﹁交流会﹂が行われました︒

﹁カンボジアフェア in SELVA
﹂報告
〜宮城からの恩返し〜
平成二十四年十二月十三日〜十四日

◎フェア期間中・会場

於 仙台市泉区中央﹁ SELVA
﹂店内
◎クラフト販売・売上金 合計 三二︐九〇〇円
募金 合計 二三︐九一二円
◎被災地の子供たちが描いた﹃希望の絵﹄をご紹介
﹃ミニコンサート﹄

◎オーボエ奏者による
の演出
※ＳＥＬＶＡ様より︑
会場を無償提供
頂きました︒

ハガ
ガキ
キリ
リサ
サイ
イク
クル
ルキ
キャ
ャン
ンペ
ペー
ーン
ン報
報告
告
ハ
平成二十五年二月六日〜七日
於 石巻市大森 建立寺︵事務局︶
※集計作業 参加人数 二十八名︵二日間延べ︶
※集計結果 ・書き損じハガキ 一七︐〇六一枚
・切手 五︐五七七枚︵換算額二七六︐二一三円︶
・期間中に寄せられた募金 一四︐五〇〇円
◎県内ご寺院さまをはじめ全国の支援者の皆様︑各関係団体
の皆さまから多大なるご支援とご協力を賜り︑お陰様にて
当初の見込みを大幅に上回る集計結果となりました︒震災
後も変わらず︑当会の活動を支え続けて下さっている支援
者の皆様に役員一同心より厚く御礼申し上げます︒

﹁古本リサイクル事業﹂経過報告
◎新規事業として二十四年度より試行
※事業収入・中間報告 一七︐九七六円
●﹃ BOOKOFF
︵ブックオフ︶﹄の※宅本便︵無料集荷︶を利
用し︑インターネット上で依頼してご提供頂きます︒
●ご提供品の集荷をご依頼する際︑買取額の入金先口座を︑当
会の口座に指定することで︑当会への寄付金となります︒
◎ご提供下さいます方は︑インターネットで﹁ブックオフ宅本
便﹂で検索・ご依頼下さいますようお願い致します︒

号︼１８１１０

指定口座 ﹃ゆうちょ銀行﹄
︻記

義︼サンタピアップミヤギボランティアカイ

︻口座番号︼０５４９０７３１
︻名

平成二十四年度﹁支援内容﹂報告

チアルッセイ小学校

◎過去に建設した小学校﹁五校に図書支援﹂
●一九九二年建設

●一九九七年建設

●一九九六年建設

●一九九四年建設

メーソッツゴー小学校

ワットチューテイル小学校

リーチモンティ小学校

贈呈

サンブーア小学校

計一︐二四〇冊

●一九九八年建設

図書支援費 ・・一九九︐六一九円

※各小学校に二四八冊

﹁チャリティバザー﹂報告

一︐〇二〇︐三〇〇円

根白石市民センター︵仙台市泉区︶

平成二十四年十月四日
於

◎売上・寄付金合計

書き損じハガキの送り先

〒九八六︱〇一九九
石巻市相野谷字五味前二番七︱一
河北郵便局留﹁サンタピアップ﹂宛

支援金の送り先

郵便振替口座
名義 サンタピアップみやぎボランティア会
口座番号 ０２２９０︱６︱４８７４４

事務局

〒九八六︱〇一二一
石巻市大森字水出七 建立寺内
ＴＥＬ Ｆ
/ ＡＸ 〇二二五︱六二︱〇八八〇
︵専用︶

E-mail info@santapi.com
事務局長
坂本 顕一
ホームページ更新

http://www.santapi.com/

◆本年︑﹃当会設立二〇周年﹄を迎えます！
今後ともご支援の程何卒お願い申し上げます
事務局長
坂本 顕一

66号

〈 7 〉 無聖

※星山コーヒー様より
﹁コーヒー﹂
の無償提供

カンボジアフェア会場

第22期復興支援活動報告・復興支援活動金報告
■第22期復興支援活動報告
平成23年

内

容

場

所

人

員

ローソクなどの物資を法山寺様に搬入。
３月19日
石巻の被害状況を視察
25日

全曹青の支援物資（トラック1台分）を
気仙沼に搬入

〃

他県の青年会からの物資を慶雲院様にて
仕分けの後、気仙沼に搬入

28日

同じく慶雲院様に届いた支援物資を志津川、
女川、石巻に搬入

４月４日 境内片付け作業

⑬永巌寺様

16名参加

⑲當行寺様

14名参加

５日 境内片付け作業（第６教区青年会様作業に加担)

⑲當行寺様

11名参加

６日 境内片付け作業（第11教区青年会様作業に加担）

〃

境内片付け作業（第６教区青年会様作業に加担）

⑪壽昌院様

16名参加

境内片付け作業（第６教区青年会様作業に加担）

⑲當行寺様

11名参加

７日 境内片付け作業（第４教区青年会様作業に加担）

④高林寺様

13名参加

11日 境内片付け作業（第１教区青年会様作業に加担）

①東襌院様

10名参加・神奈川曹青14名

12日 境内片付け作業（第１教区青年会様作業に加担）

①東襌院様

15名参加・神奈川曹青14名

〃

〃

境内片付け作業（第13教区青年会様作業に加担）

⑬多福院様・松巌寺様

12名参加

〃

境内片付け作業（第６教区青年会様作業に加担）

⑲正福寺様

９名参加

13日 境内片付け作業（第６教区青年会様作業に加担）

⑲正福寺様

７名参加

境内墓地片付け作業
14日
（第６教区青年会様作業に加担）

⑲長徳寺様・正福寺様

６名参加・山形曹青28名

19日 境内片付け作業（第11教区青年会様作業に加担）

⑪長音寺様

６名参加

26日 炊き出し支援（120食）

⑬保福寺様（避難所）

28名参加

唐桑町さんさん館（避難所）

17名参加

15日

蔵王町社会福祉課に支援物資
（男女大人用下着・子供用下着、服）を提供

５月13日 炊き出し支援（80食）

炊き出し支援
東松島市宮戸地区縄文村
24日
（500食・神奈川県第二宗務所様炊き出しに加担） （避難所）

12名参加・神奈川宗務所22名参加

６月３日 境内片付け作業

⑬洞仙寺様

16名参加

８日 境内片付け作業

⑬多福院様

17名参加

６月11日 月命日法要、行茶活動

③養松院様

25名参加

16日 境内墓地片付け作業

⑲普門寺様

14名参加・兵庫第２宗務所青年会
７名参加

22日 炊き出し支援（160食）

松島町品井沼農業改善センター
９名参加
（避難所）

27日 境内墓地片付け作業

⑲普門寺様

16名参加・山形曹青会38名・
栃木曹青会８名参加

②林香院様

宮曹青役員10名参加

11日 月命日法要、行茶活動

①東襌院様

42名参加・栃木曹青会15名参加
参列者110名

19日 境内墓地片付け作業

⑪長音寺様

15名参加

⑲鳳仙寺様

17名参加・栃木曹青会６名・
静岡曹青会４名参加

韓国曹溪宗・曹洞宗合同
７月８日 東日本大震災物故者慰霊法要
（東北管区教化センター様より随喜依頼）

26日 墓地片付け作業
９月11日 月命日法要、行茶活動
10月１日 復興支援バザー
11日 月命日法要、行茶活動

参列者130名

④セラホール名取

35名参加

⑰双林寺様

前日準備含め延べ
来場者465名

参列者210名
143名参加

⑪菩提樹矢本様

37名参加

参列者80名

11月11日 月命日法要、行茶活動

⑫観音樹様

40名参加

参列者130名

12月５日 傾聴行茶活動（全曹青活動に加担）

山元町内仮設住宅

２名参加

６日 傾聴行茶活動（全曹青活動に加担）

亘理町内仮設住宅

２名参加

⑬梅渓寺様

55名参加・山形県第３宗務所様
10名参加 参列者500名

11日 月命日法要、行茶活動（13教区様と共催）
平成24年

内

容

場

所

人

１月11日 月命日法要

⑮徳性寺様、西光寺様、
南三陸町防災対策庁舎

９名参加

２月11日 月命日法要（身元不明者遺骨慰霊法要）

⑯気仙沼市斎場

25名参加

員

無聖

66号 〈 8 〉

東日本大震災一周忌法要並びに復興祈願法要
（両猊下御親修、宗務庁主催法要に加担）

仙台サンプラザホール

来場者約1500名
（宗門寺院、寺族、青年会含む）

月命日法要（19教区主催一周忌法要に加担）

⑲長徳寺様

13名参加

福島県伊達市成林寺様

２名参加

12日 傾聴行茶活動（全曹青活動に加担）

亘理町内仮設住宅

３名参加

13日 傾聴行茶活動（全曹青活動に加担）

亘理町内仮設住宅

１名参加

４月17日 傾聴行茶活動（全曹青活動に加担）

亘理町公共ゾーン仮設住宅

１名参加

４月18日 傾聴行茶活動（全曹青活動に加担）

亘理町宮前仮設住宅

２名参加

５月22日 傾聴行茶活動（全曹青活動に加担）

亘理町公民館仮設住宅

２名参加

５月23日 傾聴行茶活動（全曹青活動に加担）

亘理町宮前野球場仮設住宅

２名参加

６月４日 傾聴行茶活動（全曹青活動に加担）

亘理町舘南応急仮設住宅

１名参加

６月18日 傾聴行茶活動

(全曹青活動に加担)

亘理町中央工業団地仮設住宅

３名参加

７月４日 傾聴行茶活動

(全曹青活動に加担)

亘理町宮前応急仮設住宅

３名参加

７月28日 気仙沼慰霊行脚

気仙沼市気仙沼魚市場

44名参加（他県曹青13名）

９月３日 傾聴行茶活動

(全曹青活動に加担)

亘理町公共ゾーン仮設住宅

３名参加

９月４日 傾聴行茶活動

(全曹青活動に加担)

亘理町舘南応急仮設住宅

１名参加

９月10日 １１教区長音寺慰霊法要（群馬曹青活動に加担）

11教区長音寺様

10名参加（役員）

９月15日 石巻慰霊行脚

石巻市石巻港副港

75名参加（他県曹青24名）

釜石市方岸海岸整備ボランティア
９月25日
（全曹青活動に加担）

岩手県釜石市片岸海岸

２名参加

11月13日 傾聴行茶活動

亘理町公共ゾーン仮設住宅

１名参加

３月５日
〃

11日 全曹青主催

東日本大震災一周忌法要

平成25年

（全曹青活動に加担）
内

１月29日 傾聴行茶活動

容

場

（全曹青活動に加担）

所

人

員

亘理町舘南応急仮設住宅

１名参加

３月１日 東日本大震災三回忌慰霊法要「萬灯供養会」

5教区洞昌寺

46名参加

３月７日 亘理・山元慰霊行脚

亘理・山元町内
19教区海蔵寺様

32名参加（他県曹青５名）

３月11日 東日本大震災三回忌合同慰霊法要

11教区長音寺様・法昌寺様
13教区法山寺様
宮殿寺様 15教区西光寺様

54名参加（他県曹青26名）

３月18日 東松島慰霊行脚

東松島市内

１９教区主催慰霊法要随喜

東松島市仮埋葬場 45名参加（他県曹青10名）

■復興支援活動金報告
東日本大震災発生後、宗門内外の多くの方より当会に復興支援活動
金を頂戴いたしました。ここにご報告させて頂くと共に厚く御礼申し
上げます。
尚、復興支援活動金は復興支援活動に充てさせて頂いております。
◎本山・県外他団体
大本山總持寺貫首 江川辰三
財団法人全日本仏教会

猊下

◎全国曹青会
全国曹洞宗青年会
東北地区曹洞宗青年会連絡協議会
曹洞宗石川県青年会
新潟県曹洞宗青年会
秋田県曹洞宗青年会
北海道第二宗務所六教区空知青年会
山口県曹洞宗青年会
山形県曹洞宗青年会
青森県曹洞宗青年会
長崎県曹洞宗青年会
長崎県南部曹洞宗青年会
愛知県第一曹洞宗青年会
岩手県曹洞宗青年会
長野県第二宗務所青年会
群馬県曹洞宗青年会
北海道曹洞宗青年会
◎県外宗務所
神奈川県第二宗務所
三重県第二宗務所
山形県第三宗務所ボランティア協議会

〈 9 〉 無聖

66号

◎県外寺院
兵庫県 自性院
大阪府 春陽軒
岩手県 長福寺
山形県 本源寺
静岡県 光明寺
岐阜県 洞雲寺
鳥取県 福厳院
福岡県 禅興寺
◎県内宗務所・教区・諸団体
曹洞宗宮城県宗務所
第５教区
第５教区発心会
◎県内寺院
第４教区秀麓齋
第５教区繁昌院
第５教区龍島院
第５教区大光寺
第５教区洞昌寺
第１２教区浄音寺
第１６教区宝鏡寺

復興支援活動金

6,175,474円
（平成25年3月31日現在）
◎県内青年会
第１教区青年会
第２教区青年会
第３教区青年会
第４教区青年会
第５教区青年会
第６教区青年会
第７教区青年会
第８教区青年会
第９教区青年会
第１０教区青年会
第１２教区青年会
第１６教区青年会
第１７教区青年僧侶の会
第２０教区青年会
第２１教区青年会
◎宮曹青賛助会員・個人
㈱アリコ 阿部康幸
仙台市 佐藤和夫
㈱墓石のやまいし
㈱孔栄社
（順不同、敬称略）

復興支援金活動金 残金 1,712,991円（平成25年３月31日現在）
尚、残金は、次年度以降の復興支援活動に充てさせて頂きます。

復興支援活動地 （平成23年３月11日〜平成25年３月31日）
唐桑町さんさん館
気仙沼市斎場
気仙沼魚市場
第１６教区宝鏡寺様

＜南三陸町＞

＜石巻市＞

第１５教区大雄寺様
第１７教区双林寺様
第１５教区徳性寺様
南三陸町防災対策庁舎跡

第１５教区西光寺

第１２教区内観音樹様
第１１教区内菩提樹矢本様
第１１教区長音寺様
石巻港副港

東松島市仮埋葬場
＜気仙沼市＞

第１３教区保福寺様

第１１教区法昌寺様
品井沼 農業改善センター

第１３教区多福院様

仙台サンプラザ

第１３教区松巌寺様

第２教区林香院様

第１３教区梅渓寺様
東松島市 縄文村

亘理町公共ゾーン仮設住宅
第５教区洞昌寺様
亘理町内中央工業団地仮設住宅
亘理町内 舘南応急仮設住宅

第３教区養松院様
第１教区東襌院様
セラホール名取
第２２期宮曹青事務局

第１３教区洞仙寺様
第１３教区宮殿寺様
第１３教区法山寺様
第１３教区永巌寺様
第１１教区寿昌院様

第４教区高林寺様
蔵王町社会福祉課

第１９教区當行寺様
亘理町宮前仮設住宅
山元町内仮設住宅

第１９教区正福寺様
第１９教区長徳寺様
第１９教区海蔵寺様
第１９教区鳳仙寺様
第１９教区普門寺様

＜石巻市＞

＜亘理町＞

無聖

66号 〈 10 〉

石巻市内での寺院清掃作業

東松島市内での寺院清掃作業

亘理町内での寺院清掃作業

全曹青による傾聴行茶活動

13教区保福寺様での炊き出し

東松島市内での炊き出し

被災地支援活動

女川町内へ支援物資搬入

当会では震災発生後︑宗門内外の各方面からも物資提供等の協力をいただき︑津波被災地を
中心に﹁支援物資搬入﹂﹁炊き出し﹂﹁清掃・片付け作業﹂を行ってまいりました︒
また︑﹁炊き出し﹂では特別会員様にご協力頂きました︒

66号

〈 11 〉無聖

気仙沼市内へ支援物資搬入

当会では震災後の
﹁炊き出し﹂﹁清掃・
片付け作業﹂に引き続
き︑被災地復興支援活
日に東日本大震

動として昨年６ 月から
毎月
災被災物故者への慰霊
として県内各地で月命
日法要を修行させてい
ただきました︒︵８ 月
を除く︑他団体主催行
事に加担を含む︶
また︑法要会場を提供
していただきました御
寺院様ならびに葬儀社
様︑炊き出しにご協力
いただきました特別会
員様︑法要に随喜加担
いただきました宗門御
寺院様に厚く御礼申し
上げます︒

H24.1.11（15教区西光寺様）
H23.10.11（菩提樹矢本様）
H23.9.11（セラホール名取様）

H23.6.11（3教区養松院様）
H23.12.11（13教区梅渓寺様）

月命日
法要
11

H23.12.11（導師を勤める奥野会長）

H24.2.11（気仙沼市斎場）
身元不明者遺骨慰霊法要

H24.1.11（南三陸町防災対策庁舎）

66号 〈 12 〉

無聖

東日本大震災一周忌法要

紫雲台猊下【復興祈願法要】

不老閣猊下【物故者一周忌慰霊法要】

『東日本大震災物故者一周忌慰霊法要並びに復興祈願法要』が両大本山猊下御親修のも
と、平成24年３月５日仙台サンプラザホールに於いて厳かに執り行われました。当日は悪
天候のなか約1500名の方々が参列され、当会からも法要係・会場係を中心に88名が随喜
加担させていただきました。

慰霊法要
法要に随喜する会員

法要に参列された方々
〈 13 〉無聖

66号

祈願法要

復興祈願法要・慰霊法要

分打出し︑気仙沼魚市場屋上特設会場に於いて

教区様

66号 〈 14 〉

無聖

気仙沼慰霊行脚
同日午後３時

主催の復興祈願法要・慰霊法要が営修され︑慰霊行脚に引き続き随喜さ

平成二十四年七月二十八日︵土︶午後一時より宮曹青︵三十一名︶︑
他県曹青会︵十三名︶計四十四名の随喜を頂き︑気仙沼慰霊行脚が行わ

16

せて頂きました︒

慰霊行脚は気仙沼魚市場を起点に市内を三コースに分け︑津波により
犠牲になられた方々を供養させて頂きました︒

復興祈願法要

慰霊法要

れました︒

15

石巻慰霊行脚
平成二十四年九月十五日︵土︶午後一時より宮曹青︵五十一名︶︑他
県曹青会︵二十四名︶計七十五名の随喜を頂き石巻慰霊行脚が行われま
した︒特に津波の甚大な被害を受けた地域を石巻市魚市場より三班に別
れ︵①門脇南浜地区︑湊地区︑②鹿妻地区︑③渡波地区︶を約二時間か
けて行脚致しました︒沿道には震災当時が思い出される状態の街のな

時半より石巻市魚市場にて海施食︑復興祈願法要が行われ

石巻海施食・復興祈願法要
引き続き

奥野秀典師︑続いて慰霊法要では宮城県

教 区 長 北 村 泰 秀 老 師 導 師 の も と 参 列 者 ︵ 遺 族 ︑ 水 産 関 係 者 ︶ １６ ０

復興祈願法要では当会会長

ました︒
第

名の皆様にご焼香頂きました︒
た︒石巻では平成

また︑参列者の方々に秋刀魚のつみれ汁等の炊き出しが振舞われまし

手を合わせておりました︒また︑途中①コースでは門脇小学校︑湊第二

人の大勢の方々が犠牲になりました︒今も悲しみを抱えるご家族の心が

月現在︑死者３︑４８５ 人︑行方不明者４５８

小学校の前で︑②︑③コースでは伊原津病院の前で読経致しました︒ま

少 し で も 癒 さ れ る よ う 被 災 地 で 慰 霊 祭 を 行 い１ 人 で も 多 く の 方 に ご 一 緒

24

12

ならず放射能の風評被害等で苦悩の中にいらっしゃる水産関係者の皆様

に手を合わせて頂くことがこれからも大切です︒そして︑津波被害のみ

年

だまだ道路も復旧してない状態のなか沢山の皆様にご随喜賜りました︒

か︑大切なご家族︑或いはご友人を亡くされた遺族の方々が涙ながらに

15

の復興を祈願し法要が執り行われました︒

66号

〈 15 〉無聖

13

宮曹青主催 東日本大震災物故者三回忌法要「萬燈供養会」
併修「亡き人への手紙」お焚き上げ供養

当会主催による東日

年３月１日午

また︑この法要で供養
した御線香︵仏現香
３０００ 個︶を事前に
ご希望のありました県
内の御寺院様に配布さ
せて頂きました︒

66号 〈 16 〉

無聖

本大震災物故者三回
が平成
分より第５教

忌法要︵萬燈供養会︶
後４時

名のもと
55

厳かに行われました︒

名︑参列者

自坊︶を会場に会員

区洞昌寺様︵奥野会長

30 25

46

『亡き人への手紙』
お焚き上げ供養
萬燈供養会に引き続き、「亡き人への手紙」お焚き上げ供養が行われました。亡き人への
手紙は三回忌法要に合わせて、震災により犠牲になられたり行方不明になられた方々への思
いを手紙にしたためて頂いたものです。
また、お焚き上げ後の灰は３月11日震災正当日に東松島市野蒜海岸より海に流しました。

〈 17 〉無聖

66号

東日本大震災三回忌法要
平成25年3月11日正当

（於 被災寺院）

東日本大震災三回忌正当に当たる平成２５年３月１１日（月）には県内各御寺院様で法要が営ま
れ、当会からも５ヶ所に総勢５４名(宮曹青２８名、他県曹青会２６名)が随喜加担させて頂きました。
◇ 第１１教区 長音寺様１７名（宮曹青９名、他県曹青８名）
◇ 第１１教区 法昌寺様１３名（宮曹青９名、全曹青４名）
◇ 第１３教区 法山寺様１８名（宮曹青４名、他県曹青会１４名）
◇ 第１３教区 宮殿寺様 ３名（宮曹青３名）
◇ 第１５教区 西光寺様１４名（宮曹青１４名）

11教区法昌寺様法要

15教区西光寺様法要

11教区長音寺様慰霊行脚

13教区法山寺様法要

13教区法山寺様法要

15教区西光寺様法要
無聖

66号 〈 18 〉

10

30

66号

〈 19 〉無聖

東松島慰霊行脚・慰霊法要

平成二十五年三月十八日︵月︶午後一時より宮曹青︵三十五名︶︑他
県曹青会︵十名︶計四十五名の随喜を頂き︑東松島慰霊行脚が行われま
した︒
慰霊行脚は東松島市内を大曲コースと立沼コースの二つに分け︑津波
により犠牲になられた方々の御霊を供養させて頂きました︒
又 ︑ 慰 霊 行 脚 に 引 き 続 き 午 後３ 時 分 打 出 し ︑ 東 松 島 市 仮 埋 葬 場 に 於
いて 教区様と共催にて慰霊法要を奉修し︑身元不明の方々のご供養を
させて頂きました︒
11

45

亘理山元慰霊行脚・慰霊法要

10

平成二十五年三月七日︵木︶午前十時三十分より宮曹青︵二十七
名︶︑他県曹青会︵五名︶計三十二名の随喜を頂き︑亘理・山元慰霊行
脚が行われました︒
慰霊行脚は亘理町荒浜︵當行寺︶コースと山元町山寺︵普門寺︶コー
スの二つに分かれ︑津波により犠牲になられた方々の御霊を供養させて
頂きました︒
又︑慰霊行脚と同時進行で午前 時 分打出し︑亘理町海蔵寺様に於
いて 教区様主催の慰霊法要が厳修され︑当会からも 名が随喜させて
頂きました︒
19

年

月

日 ︵ 火 ︶ 午 後４ 時 よ り ︑ 秋 保 温

長

天

野

本

11

年５月 日︵火︶

66号 〈 20 〉

無聖

事務局だより 〜今後の予定〜
◆平成

東京グランドホテル︶

日︵木︶

︶

年５月 日︵火︶〜

利府グランディ

今号は 期２ 年間の活動報告として頁数を倍
増させていただきました︒昨年度の報告と重複
する個所もございますが︑ご容赦のほどお願い
申し上げます︒
また︑発行にあたってご無理を申しあげた２
年間となりましたが︑この場を以ってご協力頂
きました皆様に深謝申し上げます︒

編集後記

︵於

梅花流全国奉詠大会

◆平成

︵於

全国曹洞宗青年会総会

14

第二十三期宮城県曹洞宗青年会三役
会

坂
村

長谷川

仝
北
木

副会長

仝
鈴

事

二階堂

監
仝

岩

崎

仝

大 真 師
皆傳寺︵８教区︶
俊 昭 師
耕徳寺︵ 教区︶
顕 一 師
建立寺︵ 教区︶
暁 秀 師
法山寺︵ 教区︶
俊 龍 師
鳳壽寺︵３教区︶
法 淳 師
澗洞院︵ 教区︶
芳 信 師
光岳寺︵ 教区︶

25

年次総会報告
平成
泉ホテルニュー水戸屋に於いて︑﹁宮曹青平成
年度年次総会﹂が開催されました︒
まずはじめに副会長秋山公純師より開会が宣言
され︑師の提案により東日本大震災被災物故者に
対して黙祷がなされました︒次に会長奥野秀典師

期

より挨拶があり︑議長選出が事務局推薦により第
審議は︑次期第
宮城県曹洞宗青年会会
長について理事会推薦
案が発議され︑次期会
長には天野大真師の選
出及び承認が満場一致
にて採択がなされまし
た︒続いて次期会長天
野師により副会長と監

e - m a i l info@miya-sousei.com

教区永松賢道師が選出されました︒

期の

こちらも満場一致にて承
認されました︒
これにより︑第
三役が別表の通り決まり
ました︒その後︑報告事
項と説明がなされ︑最後
に北村暁秀副会長の閉会

（専用）
TEL・FAX 022-382-1810
U R L http://www.miya-sousei.com

検索

宮曹青
ホームページはこちら みやそうせい

30

21

発 行 人 奥野 秀典
事 務 局 名取市愛島小豆島字清水坂
149-1 慶雲院内

12

宣言により無事閉会致し
ました︒

表紙題字 宗務所長 三宅良憲 老師
編
集 宮城県曹洞宗青年会

23

25

22

24

事の人事案が提出され︑

挨拶する第22期奥野会長

12

13

11

17

第23期三役

24
議長を務める永松師

11

23

28

第66号（平成25年３月31日発行）

無聖

13

