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前号では地球の温暖化について
述べたが︑小生自身にも変化が起
きてしまった︒

6月19日︑庭の中の古い木材を

開聞闇旧聞

の低下をひしひしと感じている︒

今年度は︑古城公園一周の散歩
は数回しただけだった︒その他の

連動はなにもせず︑体力が落ちて
いた時に今回の事件となった︒

最近はアルコールを少し欽んで
も下痢するようになって︑落ち込
んでいたところであった︒これま

でいくつかの病気

以上の病気は御免

電動チェーンソウで切断して︑か

翌日から腰と右下肢が痛くなっ

を被りたいが︑災

をしており︑これ

て︑歩けな く な っ た ︒ 2 1 日 午 前 中

いは何時でも起こ

なり腰に負担をかけた︒

に整形外科受診し︑脊柱管狭窄症

りうる︒今の疾痛が治まれば︑筋
肉を鍛える運動を始めたい︒

満
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端 龍 寺
徳島

禅宗建築の様式は︑禅宗様︑ま
たは唐様と呼ばれている︒延長五
年︵二一五三︶ に鎌倉幕府の執権
北条時頼が︑中国の径山の万寿寺
で学んだ宋像の蘭渓道隆を迎えて

TEL26−1020

FAX26−0573

＿

国本長

平成28年
第62号

と言われ︑硬膜外注射したが︑効
果はなかった︒翌日午後︑高岡市
民病院整形外科で受診精査し︑第

五腰椎すべり症︑神経根症と診断
された︒

硬膜外注射を3回したが︑効果
なく︑強力な鎮痛剤で経過を診る
ことになった︒5週目から右下肢

の痛みは少し楽になり︑6週目に
は︑透析室は車椅子なしで回診で

きた︒右腰︑大腿部下腿外側の痛
みあり︑50歩しか歩けない︒体力

小島医院

発 行 者

と 建て道鎌
さ 築 る 隆倉

高岡南東中川町6−10

http：／／www，

この様式とは︑山門・仏殿・
法堂・方丈が同一軸線上に設置さ

習って造られることになる︒

鎌倉・南北朝時代を通じての禅宗
寺院が完全に︑この基準・様式に

として権威づけられると︑その後︑

こうして一つの様式が中国直写
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れ︑山門と仏殿の中間左右に僧堂

と大庫裏を配置し︑それぞれを回

廊で繋いでいた︒また︑山門の前
方左右に束司︵便所︶ と浴室がお

かれており︑衆僧の座禅修行︑生

活のための堂舎が伽藍の主要部を
占めているのも禅宗様の特色とさ

れていた︒

禅宗は鎌倉時代以来︑上級武士
や公家貴族の信仰を集め南北朝時
代になると寺院の創立もかなりの
数に上ったが︑火災︑特に戦火で
焼失する寺院も多く京都では十一
年にわたる応仁の乱の戦火で殆ど

の寺院が焼失する︒

また︑鎌倉でも新田義貞の鎌倉
攻めで焼かれるのである︒戦火で
焼かれた京都の禅寺の再建は︑桃
山時代から江戸時代にかけて再建

されるのである︒ところが︑その

再建の過程で直線軸の堂舎の整備
が進むが︑衆僧の修行にとって主
要部とされた左右軸の僧堂・大庫

裏とそれを繋ぐ回廊の再建が︑本

来の位置から姿を消すことになる︒

こうした流れの中にあって︑江

戸初期の正保三年︵一六四六︶に創
建に取り組む瑞龍寺は鎌倉時代以
来の径山様式︑本来の禅宗様式に

基づいて創建されるのである︒

（2）
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の左右軸を復元させるのである︒

ととなるが︑今回の大修理で︑そ

その瑞龍寺も幕末から明治初期
に左右軸の僧堂・大庫裏を失うこ
僧堂をはじめ連なる堂舎からは人

く匂然に松の頭を照らしている︒

静かな椋である︒一輪の月が︑ご

夜に禅寺を訪ねる︒辺り一帯が

に位置して︑旗も女衆が着ている

高岡へ抜ける道路の少し入った所

があり︑砺波︑小矢部線の途中で

近くに陸上自衛隊の富山駐屯地

それは見事な彩やかな色に染まっ

全て濃いピンクに統一してあって︑

法被も︑それに主役の花︑芝桜も

罵己ymウ＄

ていて︑観光客にも受けるに違い

ない︑誠にキレイなちょっと口で

はうんぬん表わせない︑赤に近い

事に目に眩しいまでに︑おばちゃ

﹁うぁ−︑何これー﹂ なんて声

なぜ知ったかというと︑北日本

んを若く見せているようだった︒

が聞こえて来る色彩やかな濃いピ

新聞と富山新聞に写真入りで︑満
開時の芝桜が写って記事も書いて

果も満点でいくつも買って行く人

濃いピンク色です︒

ンクの 〝シバザクラ〟 見た人達の

あって︑これは絶対見に行くべき
所と︑自分なりに判断をして︑今
では便利な車のカーナビを利用す

達ばかりでした︒芝桜は本当は三

柴田 正雄

新名所﹁望楼の里巳誕生

nW五まい吋クもWLPの持ち曹

辺り一面から秋を告げている︒

の声もなく静まり︑ただ︑虫の声が

こうして復元を終えた瑞龍寺は︑

総門を入ると︑白砂の庭を前景に
山門︑仏殿及び法堂の一線軸の伽
藍が︑山門の左右両脇から三間の
山廓が︑そして左右に伸びる回廊
が︑その途中にある僧堂と大庫裏
の堂舎が切妻道の妻を対象的に見
せ︑伽藍全体の美しい景観が飛び
込んでくる︒

このように禅宗様式の伽藍の全
体が総門に立って整然と視野にお

声︑歓声が上がる芝桜の里だ︒そ
れほどキレイな満開時の芝桜は︑
岸渡川の両端に川を挟んで約一キ

れば簡単に目的地に行け︑右や左

色あるようで︑黄︑白︑ピンク色だ

には見ることができないであろう︒

いる︒場所は砺波の油田という地

村の女衆に見守られて管理されて

れているのか︑平日にも関わらず

ていた︒余程近くの女衆が力を入

行っており︑百円で鉢植えまで売っ

即売会まで近所の納屋を借りて

らば︑上を見て歩き乍らの花見で

普通のソメイヨシノの桜の木な

百円より安い物はなく︑宣伝効

ロメートル咲かせてあり︑橋の右

やと案内までしてくれます︒

それほど修復を終えた瑞龍寺は︑
わが国での禅宗様式としての典型
的な伽藍の偉容を見せているとい

名の少し中に入った所で︑正式名
は砺波市林︑新屋敷です︒いつも

数人の人達が売っている所にいて︑

さめることのできる禅宗寺院は他

左に五百メートルずつ咲き誇って︑

うことである︒

チューリップフェアで有名な公園

のチューリップフェアの真っ際中

から︑北へ約二キロの地点に油田
の交差点があって︑丁度︑GW中

人もいたようだ︒

り込み帰宅へと急いでいる人が何

手に手に鉢を持って︑また車に乗

寄りまで︑楽して花見を楽しむこ

のが特徴であり︑子供さんから年

なく︑ピンク一色に統一してあった︒

そうですが︑黄と白の二つは咲いて

次のように詠んでいる︒

﹃高岡詩話﹄に︑天保二年︵一八
三一︶浦上春琴が瑞龍寺を訪ねて︑

に︑芝桜も満開になっており︑つ

︒
す

とができ︑とても彩やかな花見で

いでに見て来るのも一つの手とい

いっぱいの観光客が群がって眺め︑

すが︑芝桜の場合は︑地上に咲き
誇っていますから︑視線は斜め下
にやって︑自然体で花見が出来る

夜上梓楼四顧幽
一輸月照匂松頭

僧寮連殿無人語
唯有虫声満地秋

﹁また︑来年も来てね〃﹂と︑手
を振る女衆達︑ピンクの法被が見
えます︒

名を二つつくり出した︒偉大な民
族だ﹂と真意不詳だが︑漢字本国
の主席からの言葉︒
学校時代から国語が大の苦手︒

自然科学や社会科学の分野への寄

寝つきが少し悪くなるぐらい印象
的な花〝シバサクラ〟 です︒

来年は一キロ以上の花を植える

同時に調理実習とキッセイ薬品

退職後︑読書機会の増加や知己と

は言うまでもない︒

与︑発展の基礎になっていること

ある︒更に︑縦書きと横書きの二

の文のやり取りの中で︑日本語の

漢字と仮名の二つの表記︑縦書

しばらく見た後でも︑花の色が

美しさに気がつき始めた︒漢字と

きと横書きの二つの書式︑このよ

様より﹁透析食のポイント﹂ の講

そうで︑相当な力を入れている近
仮名の表記が織り成して︑繊細で

うな国語を持つ国は世界に例がな

つの書式の採用である︒それぞれ

くの住民でございます︒チューリッ

美しい抒情詩や叙事詩を生み出し

目に焼き付いて︑眠る時も眩しく

プフェアと違って︑入場料は無料
で見せていて︑駐車場も所々確保
たことが分かった︒古来日本には

義が行われました︒

してあり︑安心してゆっくりと眺

く︑誇るべき文化といえる︒
国の歩みとともにした国語︒

とに密かに誇りを持つとともに生

﹁六十の手習い﹂ではないが︑70歳

経緯の詳細は知らないが︑万葉集
や日本書記等では仮借方法であっ

涯学習の必要性を感じている︒

腎友会総会＆
調理実習

4品ウhWウ

を超えて国語の魅力を発見したこ

た︒王朝文化華やかな平安の世に
なると︑女子も使用することで︑

現在のひら仮名が誕生︵かた仮名
も知用されていた︶︒日本人の心

情や四季の光景を表現する感覚に
合致した素晴らしさ創造である︒

四月︑年一回の小島支部腎友会

理をみん
なで講評

がった料

出来上

三品調理しました︒

21名の参加者で和気あいあいと
楽しく全ての野菜を茹でこぼし︑

の使用目的に応じて使われている︒

めることができ︑来年からは全て

文字がなかった︒千五百年前に大
陸から伝来してきた︒仮名の誕生

に大きく宣伝するとの事です︒
﹁いっぺんこられ︑

芝桜の里へ〃﹂
〇品ウ罵ruVpもNウ官営ウ

世界に誇りうる

国語文化
上野 亮平︵73歳︶
石原慎太郎著の ﹁天才﹂が話題

二つの表記の見事さは︑世界最
古の長編小説﹁源氏物語﹂を生み出

す一方で︑俳句や川柳など僅か十
七文字で感情や風景を表現する世

普段の食
事管理に

しながら

ついて再

ておられ

たようで

︒
す

一

一Jm一

一一

を呼んでいる︒政敵であった田中

角栄元総理をモノローグで描いて
いる︒評する力もないが︑中で強

界で最少文字文学をも創り出した︒

総会を行いました︒
事業報告・計画と共に村田支部
長より︑国会請願の重要性の説明
がありました︒今︑透析治療の自
己負担がほとんどないのは腎友会

国会請願は県要望と共に︑透析

時代とともに国語は変遠を遂げ

く惹かれ ﹁我が意を得た﹂箇所が
あった︒

つつ︑民力の発展を促してきた︒
その証が︑江戸時代の国民識字率

患者にとって声をあげるチャンスで

確認をし

終え︑予定外に毛沢東との出会い

の高さ︒明治維新後いち早く世界

す︒今後もご協力お願いします︒

があるからです︒

の場が設けられた︒その時︑毛沢

の仲間入り︒戦後の驚異的復興で

昭和47年日中国交正常化交渉を

東は ﹁日本人はひら仮名とかた仮
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じ
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2016年8月
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編集後記

今年は猛暑といわれています︒

熱中症対策をして︑暑い夏を元気

〝のどが渇く前に飲

に乗りきりましょう︒水分補給の

タイミングは

む〟 ですが︑効率の良い飲み方と

して︑一日八回に分けて飲むとよ

⑤15時頃

③10時頃

①起床時

⑧就寝時

⑥夕食・晩酌時

④昼食時

②朝食時

いそうです︒

⑦入浴前

の八回です︒

がオススメですが︑

大量にあせをかく場合は〝スポー

ツドリンク〟

室内にいてゆっくり汗をかく場合

は︑スポーツドリンクよりもミネ

ラルが豊富でなおかつ塩分が含ま

れていない 〝麦茶〟 がオススメで

す︒コーヒーや緑茶︑さらにアル

コール類には利尿作用があるので︑

飲み過ぎるとかえって体内から水

が出ていっ

てしまうの

で注意しま

しょう︒

