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110周年を迎えて

采川道昭
南アメリカ国際布教総監
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し、バランスが取れた方法でそれらを保持する

ことに失敗したならば、特にこの禅宗寺のコミ

ュニティにとって多くの困難な問題を生むこと

が想像できます。日本は重要です。私たちの祖

先の精神的な祖国であり、このお寺において重

要であることを私たちは理解しています。

1920年代、山下総監がまだ若いころ、リバー

サイドの日本語学校を設立するのに尽力しまし

た。言語や文化、食べ物、お盆祭りを伝えるこ

と、それらはすべて非常に重要なことです。そ

れはまた、アメリカ国民になることができなか

った一世の先駆者によって築かれたこのお寺の

日系人たちの経験とは異なるものです。それは、

ヨーロッパからの移民は帰化しアメリカ国民に

なることができた時代でした。しかし、太平洋

側のアジアから来た人々は国民になることがで

きませんでした。また、自分たちの土地を所有

することもできませんでした。排アジア人的な

土地に関する法律もまた、初期の頃、このお寺

に多大の影響を与えました。第二次世界大戦で

は、12万人の日系人が収容されました。こう

した重大な出来事は、このお寺だけでなく、こ

こリトル東京にあるすべてのお寺に影響してい

ます。それは、お寺のアイデンティティにも影

響を及ぼしています。こうしたいくつかの出来

事はお寺のメンバーの両親や祖父母に起こった

ことです。これは、私たちが考慮しなければな

らない点です。日本と日系社会の間にはいつも

良好な協力関係がありました。磯部峰仙老師は

他の日系移民と同じようにハワイのサトウキビ

農園から始めて、その後カリフォルニア・ロサ

ンゼルスにやってきました。このお寺は90年

前、6月だと思いますが、在家の人の家の２階

で始まりました。それは仮のお寺であったもの

の、11月にはその地に落ち着きました。一年

後、このサウスヒューイット通りの土地を取得

しました。このお寺を建設するために苦労して

生計の一部を提供した人々、移民の人たちの歴

史を忘れることはできません。

　同時に、たとえこれらのお寺が主に日系アメ

リカ人のためのお寺のままであったとしても、

日系アメリカ人や日系カナダ人のコミュニティ

がどんどん小さくなっていることは明らかです。

中国人やベトナム人、韓国人とは異なり、日本

人の移民は連続的な波としてやってこなかった

ので、日系アメリカ人のコミュニティはますま

す小さくなってきています。しかし、これにつ

いては、もう一つ別の考え方があります。すべ

てのアジア系アメリカ人の中で、日系アメリカ

人は他の人種の人と結婚する割合が最も高いの

です。現在、90パーセントの日系カナダ人は

混血です。2020年までに、アメリカにおける

50パーセント以上の日系アメリカ人は混血に

なるようです。そこで、私たちが人種的、民族

的、そして時に宗教的（家族の1人は仏教徒で

ないかもしれない）にミックスした家族を歓迎

し、そのような人々をお寺に迎え入れない限り、

お寺のアイデンティティにおける日系アメリカ

的な部分は危機に瀕することになります。実際

のところ、日系アメリカ人をすべて歓迎したと

しても、私たちは多民族コミュニティを迎え入
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れるお寺にならなければなりません。まさにそ

れこそがロサンゼルスだからです。これが、日

本、日系アメリカ人、多民族、多人種とのつな

がりに関連した将来についての私の考えです。

私はこれらの問題に深く入り込んでいくことは

できませんが、今後私たちが考えていけるよう

に指摘だけはしておきたと思います。

　検討するべき最後のものは、私たちはどのよ

うに実践をしていくかということです。禅宗寺

は毎週土曜日に禅堂において坐禅をしています。

これは、多くの禅センターや他のお寺と同様に

このお寺のアイデンティティの重要な部分です。

坐禅を通じて、内面を見つめ、自己を理解し、

自分のさまざまな部分を理解して癒し、心の静

けさ・集中力・慈悲心を増し、自己についての

洞察を得るために仏教的な修行を行なうさまざ

まなやり方があることを知っています。また、

このお寺には亡くなった家族の人たちを敬うた

め、多くの親類がやってきます。それが葬儀で

あり、法事です。それは、祖父母を追悼するた

め、そして彼らがいなければ、自分たちが存在

しなかったことを思い出し、先祖が今の自分を

作ってくれたことを理解するためです。私たち

はこのお寺において家族とともに、恩義と感謝

という重要な価値観を分かち合い、その価値あ

るものを次の世代に伝え、個々の実践を通して

学んだことをもっとも身近な人たちに関わらせ

ていくのです。そして、このお寺のある部分は

共同体的でもあります。個人レベル、家族レベ

ルの他に共同体レベルがあるのです。それは、

照り焼きチキンやお盆祭り、バザー、太鼓（教

室）、そして自分たちのコミュニティをみんな

で祝うために一緒に行う、楽しい共同体的なこ

とのすべてを指しています。これは将来にとっ

て非常に重要なことでもあります。最も個人的

な修行においてでさえも、サンガにおける他の

人との心と心のつながりを持つことは必要です。

また、個人、家族、そしてコミュニティ、それ

ぞれのレベルでの実践においてどうバランスを

とるかを考える必要があります。これらが、私

がここで言いたかったことです。

　私は、今のロサンゼルスは非常に創造的な方

法で考えるためには、大変興味深い時期である

と思います。ぜひ、ホールの外のホワイトボー

ドにあなたの考えを創造的に書いていただきた

いと思います。今は、ひとつのアメリカの物語

が別の物語によって挑戦されているこの中間的

な空間において、革新的、創造的に考えること

ができる時だと思います。つまり、人々が「か

つての東の方」について語り、アメリカの中心

が東海岸であり、英国人がニューイングランド

へやってきて、文明はヨーロッパからアメリカ

へ流れてきたとされるそういう物語が一方にあ

ります。そこでは「文明」とは、科学や啓蒙、ヨ

ーロッパの伝統だけではなく、キリスト教をも意

味しています。それはマニフェストデスティニー

（「明白なる使命」　西方領土拡大を米国の使命

とする）や文明、そしてアメリカ化の物語が、東

から始まり西へ流れ、そして先駆者や開拓者が

西へ移動したというアメリカの物語です。仏教

の伝統においては、「仏教東漸（仏陀の教えが

東に伝わる）」という言葉があります。日本で

は、仏教東漸はインドから中国や韓国を通り、

そして最後に日本に辿り着くというふうに考え

られています。ですが、想像してみて下さい。

仏教はさらにもうひと飛びして東に伝わり、ロ

サンゼルスにまで伝わってきています。ですか

らここロサンゼルスでは、これら二つの伝統が

約100年にわたって出会ってきているのです。

私は、新しく興味深い何かが起こるのは、ここ
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ロサンゼルスだと思います。仏教徒がロサンゼ

ルスのような都市において、宗教多元主義の素

晴らしい招集者になる実例を示すことができれ

ば、未来の禅の良い例になることができる可能

性があると思います。また、もし仏教徒が、私

たちの伝統や相互依存性や他の生き物の仏性に

ついての理解を用いて環境政策の偉大なモデル

になるといったことができるなら、もし私が外

のボードになにかを書くとするなら、例えば「

屋根を全部太陽光発電にしよう！」とか「時代

の先を行ってこのお寺の電気を全部太陽でまか

なおう！」といった何かすごいことを書くでし

ょう。私たちはロサンゼルスに住んでいます。

「道をたくさんの水素電気自動車が走っている

であろう2025年までに充電ステーションを作

ろう」と言うだけではなくて、時代の先を行って

アメリカ社会に何か貢献しようではないですか。

　

　みなさんのなかに読んだことがある人がいる

と思いますが、道元禅師の『典座教訓』にある

教えを述べて、私の話を終わりにしたいと思い

ます。この本は、食物を正しく調理することな

どについて多くの記述がありますが、典座（禅

院において衆僧の食をつかさどる）の職にある

僧侶が持つべき調理に対する態度やその食事を

僧侶に給仕する態度などについても述べられて

います。その本に書かれていることをひとつの

方法として、実際に食物の準備をし、そして僧

堂の台所おいて在庫状況に気を配る必要があり

ます。そのメッセージは、「ものを無駄にする

な」と言っているように思えます。禅宗寺の寺

子屋の多くの子どもたちは、「もったいない（も

のを粗末にするな）」という言葉を使います。

これは、手元の食材に気を配ることにより、素

晴らしい食事を作ることができるという考えと

同じような考え方です。これは平凡な料理人で

も素晴らしい食材を用いれば、おいしい食事を

作ることができるかもしれないが、粗末な食材

でも、人々のために価値あるおいしい食事を作

ることのできる人が本当に最高の料理人だとい

う考え方です。ですからこの部屋にいる私たち

にとってのメッセージは、私たち自身の在庫調

べをしなさいということだと思います。台所は

私たち自身の心、心臓であり身体です。また、

私たちの坐禅という鏡は、私たちが何者である

かを理解し、自分自身のためではなく、他の人

々のため奉仕する気持ちで調理すれば、不健全

な材料からでも、何かを作ることができるとい

うことを発見させてくれます。そういうことを

私たち全員が一緒におこない、全員が食材とな

り、また全員が料理人となって、お互いが助け

合い、禅と禅宗寺の将来のことを互いに考え、

それをボードに書くことができたら、私たちは

今日、何か有益なことをしたことになるでしょ

う。それが、このお寺の責任者であるルメー総

監からのお誘いだと思います。

「誕生日おめでとう」で話を締めくくらせて頂

きます。

90周年を迎える禅宗寺、本当におめでとう！

ありがとうございました。

北アメリカ国際布教90周年記念慶讃法要
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