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済の活動のスタートです。

につながっている、それが私の衆生救

と接することがあって、そこから現在

集いの中で、インドシナ難民の人たち

１９７９年～８０年あたりに青年僧の

ットワークの理事長をしております。

います。私はアーユス仏教国際協力ネ

ただきましてまことにありがとうござ

こんな寒い中、わざわざお出かけい

そこから青年会の中で活動がスタート

いう、なにか大きなものをいただいて、

ちの活動をみて、私の中でこれだって

難民キャンプに海外からきている人た

で何ができるかなっていったときに、

できないっていう実感をした。その中

ていく中で、その人たちに自分が何も

な問題も含めていろんなことがわかっ

ャンプで会って驚いたことと、政治的

キャンプに伺う機会を得ました。そこ

イとカンボジアの国境にあります難民

出会うことはありません。その後、タ

そこでは実際にカンボジアの人たちと

そんなところからスタートしましたが、

まずはお坊さんとして街頭募金とか、

だったんですね。自分ができること、

きない自分というのが若いときの実感

ありました。その中で実際には何もで

ずっと私の学生時代からの頭の片隅に

のために何をするのかっていうことは

言うんですけれど、じゃあ実際に人々

解決しなければならないんだけど、そ

繋がれない。現地の問題は現地の人が

動している。そうしていかないと人と

勉強してコミュニケーションとって活

ちは、英語だけじゃなく現地の言葉も

難民キャンプで出会ったＮＧＯの人た

カンボジアに行ったときには、以前の

ュニケーションがとれない。数年後に

できませんから、海外に行ってもコミ

って大きいですよね。私は日本語しか

と思ったのが言葉の問題。言葉の問題

方が来ていますが、その中ですごいな

難民キャンプには海外から大勢の

しました。

で初めて難民という人達と会ったわけ

のことに協力していくには言葉が重要

衆生救済って仏教の人たちはよく

ですね。５万人以上の人たちに難民キ
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んで、どうしても海外からの人たちの

いくっていう状況は簡単にはいかない

なんですね。第三世界から何か動いて

十数年やっています。

ぐ具体的な活動だったんです。もう二

ような形が、私が考える衆生救済に繋

そういうところに協力していく。この

わけですよ。それに取り組む中で、Ｎ

ですけれど、問題は解決できていない

いただいて、症状は簡単に落ち着くん

に行きました。精神安定剤と睡眠薬を

時に感じたことは、募金についても状

すが、その青年会で私が担当していた

宗の寺院が４００ヶ寺くらいあるんで

やっているんですけれど、東京に浄土

ですけど、人と気持ちが一緒になった

フがいて、会議を重ねてやっていくん

ん起っちゃうんですね。有能なスタッ

中で、しっくりいかないことがたくさ

を引っ張っていくのも初めての経験の

にか片づけるように実行する、苦しん

分のＮＧＯの事業所でも、問題をどう

問題って解決つかないんですよね。自

それに対して実際に行動を取らないと

たちと接していろんな問題がおこる。

ＮＧＯの人たちが海外でいろんな人

ＧＯの仲間からいろんな話を聞いて問

況を知っているか知らないかで本気に

かと思えば離れてしまうみたいな繰り

で時間もかかりますが、実行して解決

ところがなかなか簡単じゃないん

なるかならないかっていう問題がある

返しでした。私は図太く見られるんだ

すると気持ちもすっきりする。数年た

題を解決していくことが、自分の中で

と思うんです。継続は力なりと言いま

けどけっこう神経質で繊細な小ちゃい

つとまた違う問題が出てきたりします

ですよね。私自身、社会で働いたこと

こうした協力が必要なんです。それに
よって世界の人が注目するっていうよ
うなことも大きいんだと思うんですね。

すが、だんだんと継続が弱まってしま

自分と葛藤しながらやっていて、事業

けれど、その時にも死にたくなった自

はすごく大きな経験となりました。

う。そんな中で１９９３年に超宗派で

は始めているんでやめることはできな

分と出会ったことがある意味大きく影

がない。ましてやリーダーになって人

本気の思いがあるお坊さんたちを集め

い、でもだんだん苦しくなっていく。

響しています。

年以上前から

て「アーユス仏教国際協力ネットワー

当時、子どもがまだ小さくて夜泣きと

うちの寺では

私の寺では募金を

ク」という会を作ったんです。衆生救

かする年齢だったんですけれど、そう

ＮＧＯの人たち、すでに良いプロジェ

こに喜捨された募金とか寄付とかを、

して世界の問題を知ってもらって、そ

とかあったんですね。そんな中で病院

いとか、ときには死にたくなっちゃう

からない。眠れないとか、食べられな

いう中で、どうしていったら良いかわ

が第一歩で、それに対して行動をとる

活動なんです。話を聞いてあげること

です。先代の住職の時からやっていた

無料相談」という看板をあげていたん

年以上前「なんでも

済を具体的にって言ったとき、お寺と

クトをやっている人たちがいますから、

30
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て思いましたね。だから看板を付け替

が送られてきました。ああ、これだっ

れど「心といのちの相談所」ていうの

浄土宗から配られたと思うんですけ

貸してくれとかいろんな相談がきます。

だと思うんですね。ところが、お金を

であればお寺の事業として大切なこと

ことがその人の問題解決につながるの

なんですよ。そんな時は先代の住職な

を優先すべきだなっていうような思い

うこともあるんですね。生きている人

を放ってお葬式に行かれないなってい

かいろいろあるわけです。でもこの子

からお葬式に出かけなきゃならないと

縁があるなって思ったんですが、これ

たまお寺にいるときに来るので、何か

も連絡なしで来るんだけど、私がたま

と思っていたんですが、亡くなっちゃ

ました。便りが無いのは無事の知らせ

の子が電車に飛び込んだと連絡があり

ですね。５年ほどたったあるとき、そ

近所の消防団の人たちも知っていたん

していました。

ですね。仕事にもついて、それで安心

露出しても平気な状態にまでなったん

ケロイドもだいぶきれいになって肌を

そ う いう 子 が 寺 に 来 て い る こ と は 、

えました。

どに頼むんですが…。

ない。悪魔が出てくるみたいなカルト

くと、最初は何を言っているかわから

代の女性が訪ねてきました。話を聞

ゃないんですが、あるとき暑い最中に

になっちゃっているんで長袖を来てい

実は自分で自分の手を焼いてケロイド

るんですね。暑くないのって訊いたら、

い最中なのに、その子は長袖を来てい

聞いてもらえるようになってきて、暑

そうしているうちに、こちらの話も

思いが自分の中で大きかったんです。

う現実は取り返しがつかないっていう

ますが、実際に亡くなっちゃったとい

かお経をあげるとかは坊主としてでき

その子が亡くなったことに供養と

看板を見てわんさか人がくるわけじ

的な話かと思うと、自分の生い立ちの

る。これが治せたらちゃんと働けるよ

こういう相談を受けていく中で、辛い

ったんですね。大失敗だなって思いま

時

うになれるって話してくれたんです。

経験をしてアフターケアが大切と感じ
り合いの医者に訊いてみたら、整形外

ました。

地元に社会福祉法人『コメット』と

代か

代後半くらいまでの統合失調症

いう団体があります。そこには
ら

や精神疾患の方々がいらっしゃるんで

3

した。

間、２時間…、４時間くらい聞いてい

じゃあ治せばいいんだと思って知

それから２～３週間して、まだ暑い

科と精神科がある病院にまず行ったら

て、その日はそのまま帰りました。
最中にまた訪ねてきたんですね。また

どうだろうといわれ、紹介状を書いて
もらって一緒に病院へ行きました。そ

話を聞くんですけれど前回と同じよう
な話の内容で意味不明なことも多いん

のうち一人で通院できるようになって、

10

１

です。そんなことが数回あって、いつ

60

不幸の話が延々と続くんですね。

たらこちらもその子もだいぶ疲れてき

20

てだんだんと信頼関係が持てるように

りを持てるようになりました。そうし

すが、そこのスタッフの人たちと繋が

にその人と接して、その人のために行

勉強しなきゃってことではなく、誠実

なって思えるんです。そのために何か

る活動としてはお寺がやるべき活動だ

うになったらいいなと思います。

が数名いますので、少しずつできるよ

人に言ってもらう。今、お寺には職員

いろんなことがわかってきて、お寺

名くら

なって、私の携帯電話には、
間、その相談者からの電話を受け付け

疾患の方を病院に繋げたら、お医者様

人は、相性ってありますよね。精神

てできる大きなものだなっていうのが

何か心の支えのようなもの、お寺とし

人も、地域の人たちも、安心に繋がる

の中の一番大きな仕事、お檀家になる

ます。時には会うこともしますし、薬

と合わないっていうことがあるんです。

動をとるかってことなんです。

をまとめて飲んじゃったと連絡があっ

そうするとその人だけで行っても問題

ているんです。

時

て、ときには救急車を呼ばなきゃなん

をクリアできないので、一緒に行って

いの相談者が登録されています。

ないこともある。家で暴れて強制入院

その人の胸の内を理解して、お医者様

とが、私の大切な仕事であって、海外

間はかかりますがそうやってあげるこ

を替えるとか、病院を変えるとか、時

者は

ね。その原因がわかるんですね。当事

病気になるには原因があるわけですよ

ました。それは初めての経験なんです。

あるとき、多重人格の人が相談に来

年ちょっとやってきた中で実感し

させるようなことも、全部私が行動す
窓口はお寺でもできるんですが、連

で活動しているＮＧＯの人たちのよう

お父さん、お母さんの３人の家族の中

るんです。
携するお医者様、これがやはり重要で

に、その地域の中でやれるまさに衆生

での問題なんです。

受けていますが、自分より年上の相談

対１くらいですね。また、長く相談を

でも、数分～１時間以内には折り返し

ます。その場で電話に出られないとき

間やアポイント関係なしに連絡してき

相談者は苦しくなったりすると、時

にとってのお兄さんっていう年齢は不

くる。そうかと思えば、その４歳の子

ていると突然４歳の子どもの声が出て

かなと思えちゃうんですね。しゃべっ

代の女性なんですけれど、その

す。お医者様とどういうふうに繋げる

救済につながる活動だと思うんです。

かなんです。
代の女性が多く

者は、去年初めてお一人ありました。

ます。それでどうしたのって訊いて、

詳な人が出てくる。あとお姉さんも出

相談者は、 代～

私のお寺の話を聞いてとか、看板を見

すぐ行動に出る。でもすぐにいけない

てくる。見た目は同じなんですけれど、

最初に会った時には、嘘ついてるの

て飛び込んでくるという縁だと思うん

ことも当然あるので、仲間や専門家の

て、どういうわけか男性は少なく、

ですけれど、生きている人優先ででき
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会って話を聞く。違う人格との会話は

そんな中で、連絡が来たら最優先で

んです。

なないように守っているということな

の娘さんは、お母さんと他の人格が死

ってしまって亡くなる恐れもある。こ

かない限りは治せない。自傷行為に走

法はあるけど、実際には問題が解決つ

んですけれど、催眠療法などで治す方

ですね。やっとある先生に辿り着いた

には荷が重いと言われてしまう病なん

精神科のお医者様に相談しても、自分

者様に繋ぐのがいいのかなって。実は

原因は分かったけれど、どんなお医

父さんということがわかりました。

だけにきてもらったりして、原因はお

そこで娘さんが寝ている時にお母さん

話の中ではなかなか原因は訊きづらい。

ちゃん」というそうで、その子との会

さんの話では、その４歳の子は「ひー

ていました。付き添いで来ているお母

声が違う。当人以外の３人の人格が出

が時間を使う。そうやっていることが

る状況にできた、そのためにお坊さん

れど、どうにかお互いが生きていられ

人になっています。病気は治せないけ

んですが、今は落ち着いてきて元の３

の人格も出るように病気が進んでいた

時は４人目、５人目の人格が出て狂気

時間も手間もかかるんです。でも、一

ら、間に入って調整したり。とにかく

もらって、直接連絡を取り合えないか

んですが、それさえも事前に知らせて

くときには電車で近くの駅を通過する

るんです。だから、例えばどこかに行

いけないとかいろんな条件が入ってい

その中には５００ｍ以内に近づいちゃ

してもらって契約書を作るんですが、

ってくれて。お父さんにも何とか納得

が弁護士で、話しをしたら無料で手伝

を入れる。社会福祉法人の副会長さん

これはちょっと厄介だから弁護士さん

ゃならないからお金の問題も出てくる。

いうことになって、生活していかなき

なっているお父さんとも会う。離婚と

お寺にも行っているっていう中で、農

事もできない。八王子の教会と町田の

うまくいっていない、ちゃんとした仕

問題、頭の方の病気があって、親とも

の子がいます。この子はちょっと心の

けている中で、

して大きいなって感じています。

めてできる。それも何かお寺の役割と

るというようなことが、成年後見も含

てくれることによって、こっちに繋げ

んな人に縁ができて繋がる。お寺に来

いけばいいか相談している中で、いろ

を受けます。どういうところと繋げて

にどうするか、成年後見を含めて相談

分の方が先に亡くなっちゃう、その時

んをもっている方は、どう考えても自

会の中での問題。障害のある子どもさ

そんな中で、今の課題として高齢化社

つくづく思うんです。

自分自身が坊主になってよかったなと、

人くらいの方が相談をしています。

「心といのちの相談所」で相談を受

年前から来ている男

家の手伝いに行くようになって、土い
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「心といのちの相談所」には、常時

難しいんです。そして過去に取り返し
のつかないことをやっちゃって原因と

40

たんです。この子は何かあると電話し

人生が楽しくなってくれればと協力し

縁があったんだから少しでもその子の

これをやりたいということが出た時に、

起こった。せっかくその子が自分から

れなくて教会とも金銭的なトラブルが

えた。でも誰も種も肥やしも買ってく

ですね。でも今度は花を作りたいと考

じりが好きなので生き生きしてきたん

うようなものを持てるようになりまし

がったことによって私自身の財産とい

に繋げるっていうように、何か人と繋

あることに長けている人がいたらそこ

くうちにいろんな人と出会えて繋がる。

とその繰り返しなんです。実行してい

行すると次に進むっていう、私はずっ

大事なのは実行する事なんですね。実

ているだけだったら全然意味が無くて、

出したらいくらでもあるけれど、考え

題だったらお坊さんの仕事だろうって

てもらったんです。その時に、心の問

人に、坊さんたちを集めた講演会に来

精神科のお医者様に会いました。その

団体の代表の森川すいめいさんという

Ｉ」というホームレスを支援している

す。

いうようなことが私の課題でもありま

どういう風に後継者を作るのかなって

ていければなって思っているけれど、

言われて、そこにいるお坊さんたちは

実は、震災の時に「ＴＥＮＯＨＡＳ

てくるんです。誰かに馬鹿にされたと
た。

私どものお寺は勝楽寺って言うん

か、誰々を殺したいとか。そんな時は
そんなことをしないで、こういう風に

ているんですね。実際にお寺に何がで

いけるんだっていう心配をずっと抱え

仕事しかできなくてどうやって生きて

さんの中で、自分はボランティア的な

家になりたいって。その中には相談を

そういうことやっているお寺だから檀

方が大きい。檀家も増えているんです。

自分の成長に繋がるので、メリットの

ですね。忙しくなっちゃうんだけれど、

いてもどうやってできているのか、刑

パソコンで調べられますよね。薬につ

ご婦人がいるんです。最近はなんでも

医者さんとつなげたいんですよ。

早くにお医者様に繋げないと。私はお

ちょっと頭を上げられなかったですね。

きるかっていうと難しいでしょうけれ

持ってくる人もいるので忙しくなって

務所に入っている人たちに人体実験し

ですけれども、他のお寺からも勝楽寺

ど、少しでもお坊さんが心の支えにな

大変だけど、お檀家が増えることもメ

て作られたとか。そういう薬は使いた

逃げるんだよと対処の仕方を教えたり。

れるような話をしてあげる。うちの職

リットと考えられるし、忙しくなかっ

くないとか言って、薬を処方されても

心の病って言っても頭の病、これは

員もこの子と会話をしています。

たら生きててもつまらないなって私は

飲まないんですよ。その人に合った病

さんに生きなさいって回されちゃうん

地域の中でお寺の大切な役割って

思うんですね。この活動をずっとやっ

相談者の中で、すごく正義感が強い

あると思うんです。そういうのを考え

高齢の両親や、協力してくれない弟

6

かない。

るんですけれども、まだまだ解決がつ

合わない。家族も一緒に相談に乗って

院、お医者様を探すんだけどなかなか

か！」って言われて、４階から飛び降

に「まだお前はタバコ吸っているの

その子が帰ってきたら、いきなり父親

ていうのが多いんですね。ところが、

も気持ちが安定しているんだったらっ

病院側もやめろとは言わない。少しで

です。まあ浄土宗だから南無阿弥陀仏

ていうかお寺の信条、コンセプトなん

状況にも対応する、これが私の考えっ

けれど、生きている方優先、どういう

これからも何があるかわからない

に繋がっていくと私は思うんです。

けれど、こういうことをして次に行動

い経験もあります。

いろんな相談を受ける中にはつら
りました。

ある男の子で、この子は統合失調症

した。そんな中で、安定してきたから

んで強制入院させるということもしま

えるとか繰り返し、あるとき警察を呼

激しくて、幻聴が聞こえる、幻影が見

からずっと家にいるだけ。浮き沈みが

で働いていたんだけど、病気になって

うになっていた。その子も大きな工場

て半身不随になっちゃって家にいるよ

父さんは元大工さんで、脳梗塞をやっ

理解して対応がちゃんとしていた。親

族に理解させて、母親は子供のことを

ども、こういうことにも坊主だからっ

ました。私もその場にいたんですけれ

らないけれど、赤い涙が出て亡くなり

意識のない中で聞こえたかどうか分か

すね、最期。その子の名前を呼んだら、

とか間に合った。弟の名前を呼ぶんで

なかなか連絡が取れないお姉さんも何

家族全員に会せるようにってなって、

親も対応できず、すべて私が対応し、

る大きな病院に運びました。父親も母

車も警察も手配し、救命センターのあ

すっ飛んで行って、移動しながら救急

合ったり、お寺を場所として提供して

うことの繰り返しで、若い人とも付き

だからできる人には協力する。そうい

一人で乗れないようなタイプですから。

んもん。言葉もだめだし、飛行機にも

たいんですよ。だって自分でできませ

って私は思うんですね。だから協力し

うＮＧＯの人もいます。もうすごいな

に行って、何か活動できるっていうよ

れたらシェアなんです。中東のどこか

らないんですね。聞いて動き出してく

話して聴いてもらってもシェアにはな

自分が今まで経験していたことを

が一番中心ですけれど。

お正月休みに一時帰宅させましょうっ

ていうのではなく、関わったら最後ま

いろんな集会をやったり、協力するっ

連 絡 が来 て 、 こ れ は 大 変 だ ぞ っ て 、

て連絡が来たんですね。ああよかった

で関わるんだなってことです。こんな

で入院施設に入院させていました。家

なと思って帰ってきました。

てことを、
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敗もたくさんしながらやっていく中で、

数年やってきました。失

ことは望んで経験できることではない

精神科に入院している人なんかで
も、タバコとか吸うんですよ。先生、

20

っていった。それを今、実感していま

自分も成長して、お寺も実は大きくな
ですよね。やろうと思ったらいくらで

その問題をどうするのかっていうこと

【講師プロフィール】

師

しかありませんから、限りがあります。

浄土宗

真澄

どこまで大きくなるかわかりませ

それでもそういう思いで実行する、考

認定ＮＰＯ法人アーユス仏教国際協力

茂田

んけれども、すべてやりだしたら責任

える、考えるのも大切ですけれど、実

ネットワーク理事長

もあるんですけれど、手も頭も同じ数

がつくわけですよね。人生で責任を取

行していく、そんな中で、今日はお話

仏教ＮＧＯネットワーク理事

す。

ろうと思って、１９９３年に「アーユ

をさせていただいてありがたかったで

勝楽寺住職

ス仏教国際協力ネットワーク」を作っ

す。どうも失礼いたしました。

「いのちを見つめる集い」より

平成二十八年三月二十四日

たんです。
実際に衆生救済っていうのを具体
的にどうするかっていう中で、自分が
考えた中でできること、専門家の人と
かいろんな先生たち、自分のところの
スタッフ、私より頭の良い高学歴のス
タッフがいますから、そういう人と繋
がっていく中で事業をしていく。その
活動の財源は、お寺からの寄付とか、
会費とか、募金とか、そうやってでき
ているんです。
実際に仕事するには坊さんだって
霞食べて生きていけませんからね、給
料もらって生きられるわけじゃないで
すか。でも、給料もらえない子がいる
わけです。世界には。まあ国内にも。
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