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　最後に、私がホスピスチャプレンとして働いてきた公的な

機関のことについて述べておきます。VITAS Innovative

HospiceCare ®（VITAS革新的ホスピスケア）はアメリカの
終末介護の分野における大手プロバイダーであります。

　VITASはラテン語で「いのち」を意味します。多様な宗教

的背景をもつチャプレンたちが、終末期における人々の人生と

そこで必要とされることを支えるために、心と贈り物を一つに

することができる専門的な空間を提供しているのです。

サンフランシスコ禅センター

のさらなる活動

ジェフリー・シュナイダー
サンフランシスコ禅センター　

　これまで１０年以上にわたり、毎週月曜の夜、サンフランシ

スコ禅センターの本堂において６０̃７０人の人たちが坐禅を

しているのを見かけます。からだの柔らかい人は坐蒲の上に、

それほど柔らかくない人は椅子に坐って坐禅をしています。か

れらの多くはそれまで坐禅をまったくやったことがないか、ほ

んの数分しか坐ったことがない、あるいは他の人と一緒にやっ

たことがない人たちであります。

　この集まりはメディテーション・イン・リカバリー（MIR

回復中の瞑想）プログラムと呼ばれているもので、薬物乱用や

その他さまざまな行動的障害から回復しつつある人たちのため

に開かれています。禅センターに来るアルコール中毒者、麻薬

中毒者、その他の人たちは多くの場合、神の観念を強調するこ

とのない精神的な道を探しています。そのほぼすべての人が伝

統的な１２ステッププログラム（１２段階からなる依存症から

の回復のためのプログラム）に関わっています。MIRはそれに

取って代わるために行われているわけではありません。実際の

ところ、禅センターのプログラムはかれらがおこなっている主

要な回復プログラムに対してはあくまでも付加的なものであっ

て、それに取って代わるものではないということをファシリテ

ーター（MIRの進行係）はしばしば強調しています。

　この集まりは１０年以上前に禅センターのメンバー数人が、

自分たち自身が取組んでいる回復のプログラムと禅の修行との

間にお互いに共鳴しあうものについて議論するために、月１回

のミーティングを持つようになったところから始まりました。

苦しみの主な原因である渇愛、誓願、懺悔、他者のために生き

たいという願い…こうした事柄がどちらの道においても語られ

ています。いわばこれら２つの道の間での異なった音階での調

和と反復が、道を求めるこころを目覚めさせることへの理解と

認識を深めてくれました。

　毎月会合を開くようになってから約１年が経ったところで、

もともとのグループは解散しましたが、メンバーの１人が一般

向けの集まりを毎週持つことにしました。それは初回からうま

く進んでいき、何度かの試行を経て次のようなやり方に落ち着

きました。まず、ファシリテーターが集まった人たちに歓迎の

あいさつをし、そして坐禅のやり方についての短い解説を行い

ます（より長時間のより本格的な坐禅への参加の仕方もそのと

きに伝える）。その後約２０分間の坐禅、それから一人一人が

自己紹介をし、自分が参加して実践している１２ステップのグ

ループのことを話します（これは話したい人だけがする）。フ

ァシリテーターが仏教と依存症から回復に関してなんらかのテ

ーマで短い話をし、その後グループでのディスカッションを行

います。最後に短い（５分程度）の坐禅と回向をして終わりと

なります。

　多くの人たちはもう既に何年にもわたってこのグループに参

加しています。現在のファシリテーターのほとんどはこのグル

ープの出身であります（グループの指導を手伝うための基準は

少なくとも５年以上継続して回復過程にあったこと、また受戒

をしていること）。このグループは半日、１日、あるいは数日

のリトリートも主催しています。数年前にはもう１つのプログ

ラム（サンガ・イン・リカバリー）が開始されました。それは

クラス、ワークショップ、グループミーティング、リトリート、

個々のリーダーとの面談など、１年間にわたって継続的に参加

したいと望む人たちのために始められました。このグループに

関わっている人たちの多くは受戒をし、さまざまな形で禅セン

ターの活動に関わるようになりました。

　サンフランシスコ市には、この月曜日の夜のグループのか

つてのリーダーたちが始めた更に２つのMIRグループがありま

す。１つは毎週金曜日に別のお寺（ハートフォードストリート

禅センター）で開かれ、もう１つは女性だけのグループが月に

１度集まっています。

　仏教の教え、実践と回復のプログラムが相互に協力し合うと

いう動きはアメリカ合衆国のさまざまな町へと広がり、それぞ
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れの場所で独自に生まれています。禅センターでの集まりを世

話している人たちの１人はテキサス州、ノースカロライナ州、

ミズリー州、またカリフォルニアの他の町へ行き、リトリート

を指導しています。もともとのグループから生まれた「仏教

と回復」についてのエッセイ集は禅センターのウェブサイト

（www.sfzc.org）で入手可能です。

　

　釈尊が苦しみについて説いた慈悲深い教え̶苦しみの原因と

その滅̶は依存症的な病に苦しんでいる人たちにとってとりわ

け適切なものだと考えられます。渇愛という考えはかれらにと

って抽象的な原理どころではなく、文字通り大きな苦痛を伴う

現実的なものなのであります。そういうゾッとするような苦し

みから脱出する道を示す手伝いをすることは̶それを菩薩の誓

願と呼ぼうと１２ステップと呼ぼうと̶菩提心が現実に活動し

ている具体的な実例であることは間違いありません。

　禅センターの他のアウトリーチの活動

　禅センターのボランティアたちは週に３回サンフランシスコ

の女性拘置所を訪ね、ヨガと瞑想を指導しています。刑務所や

拘置所というところは極めてストレスの大きい状況であり、絶

えず雑音が聞こえ、プライバシーが無く、あらゆる局面で個人

の無力を感じさせられます。リラックスする能力、からだやこ

ころを休息させる技術を学ぶことは、精神的に極度の負担をか

けるような環境の中において、それ以外になんの手段もないよ

うなかれらにとっては素晴らしい贈り物なのであります。

　サン・クウェンティン刑務所では、ボランティアたちが１０

年以上にわたって「刑務所サンガ」をつくる手助けをしてきま

した。毎週数名の参禅者が収容者と共に坐禅や（仏教）クラス、

法要、また１日の坐禅会をおこなっています。

　

　禅センターは、アメリカ国内の１００人以上の受刑者に対し

てダルマペンパル（文通友達）になったり本を提供したりして

います。受刑者たちはしばしば外部の人々から見棄てられてし

まうので、誰かが自分のことを気にかけてくれて便りをしてく

れるということを知ることは大事なことなのであります。かれ

らは仏教徒のグループやチャプレン（施設付きの聖職者）がま

ったく存在しない刑務所にいることが多く、私たちがなんの費

用もかけず提供することのできる書物が仏法への唯一の頼りで

あるような場合が度々あります。

　禅センターからのボランティアは地域の一時的居住施設に住

む家族にも関わることがあります。それらの家族はグリーンガ

ルチ・ファーム（農場のある禅センター）に１日招待を受け、

祝日のパーティやハロウィーンは年中行事となっています。今

年は親たちのためにヨガのクラスが開催されました。

　禅センターは現在、リハビリテーション施設、老人ホーム施

設、若者向けにサービスを提供している組織などと、そこのス

タッフやクライアントのための瞑想とストレス緩和のクラスを

設ける打ち合わせをしているところであります。

　私たちの同性愛者ダルマグループ（QueerDharmagroup）

はベイエアリア（サンフランシスコ周辺のこと）でかなりの人

口をなしているＬＧＢＴ（レズビアン・ゲイ・バイセクシュア

ル・トランスジェンダー）コミュニティに向けて援助活動を行

っています。２００９年に設立されたこのグループは毎月１回

土曜の午後に集まり、坐禅をし、法話を聞き、ディスカッショ

ンや茶話会をおこない親交を深めています。参加者の中には長

年の参禅修行者もいれば、ベイエアリアの他のサンガや他の町

や外国のサンガで参禅している者もいます。同性愛者ダルマグ

ループがサンフランシスコ禅センターへの入り口になるような

人たちもいます。

　最近、私たちはテンダーロイン（サンフランシスコのダウン

タウンにある地域）にある教会とチームを組んで、資金を集め、

老人ホーム施設の建物の屋上に菜園を作りました。禅センター

はそのための基金を得ることができ、グリーンガルチ・ファー

ムを通して有機農法の専門的技術を提供しました。

ルーフガーデン
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とする。今、わたしが撰述する『坐禅箴』は次の通りである。

坐禅箴

坐禅は仏々の要機であり、祖々の機要である。

不思量(人間の入る余地がないこと)で真実が現成し、不回互（

見るものと見られるものの対立がない）のままで真実が現成

する

不思量で現成する真実であるから、その現成は感覚的なもの

ではなく自己の真実と親しい（親密＝一体　傍観者なし）の

である

不回互で現成する真実であるから、その現成は知覚の対象に

はならないが、真実の実証である

その真実の現成は自己と一体なのであるから、真実を汚すよ

うな煩悩はない

その真実の現成は真実の実証であるから、坐禅においては洞

山五位で言われる正とか偏を持ち出す必要はない

染汚のない親しさは、説明も分析も一切うけつけない解脱で

ある

正とか偏のない実証は、はからいのない真実でありそれをま

っすぐに修行する努力である

水は澄んで地面が透き通って見える。魚は無限の水の中を泳

いで泳ぎきることがない

空はひろびろとして透き通っている。鳥は無限の空をいくら

飛んでもきりがない

　宏智禅師の『坐禅箴』はそこで言われていることが十分では

ないと言うのではないが、さらに掘り下げてこのように言い取

るべきなのである。いやしくも仏祖の児孫であるからには、か

ならず坐禅を参学の一大事とすべきである。これこそが仏祖か

ら仏祖にのみ正しく伝えられた仏としてのしるしなのである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　

国際ニュース

曹洞宗宗立専門僧堂

熊本県聖護寺において、平成２２年１１月１日から平成

２３年１月２５日まで開単され、１６名が安居しました。



ヨーロッパ国際布教総監部主催研修会

期日：平成２２年１０月１６・１７日

会場：フランス共和国・禅道尼苑

南アメリカ国際布教総監部会議

期日：平成２３年２月１０日

会場：両大本山南米別院佛心寺

ハワイ管内布教師春季定例会議

期日：平成２３年２月１９日

会場：両大本山布哇別院正法寺

英語版写経用紙
新たな教化資料として、英語版写経用紙を作成致しまし

た。ご希望の方は、曹洞宗宗務庁教化部国際課までお問

い合わせ下さい。


