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お客様
＊9/11
加藤虔裕様(影向寺 住職：卓話者)

報 告

【第９回９月４日(木) 】

｢早朝供養例会」移動例会
＊物故会員19名のご供養を致しました｡

講話 大蓮寺住職 大橋雄人様
8月18日お施餓鬼があり､浅草 光照院 副住職 吉水岳彦

様の講話がありました｡吉水様は路上生活者の多い地域
に住んでいて新宿の公園にもよく行き､回行して欲しい
と言われるそうです｡何か手助けできないかと｢社会慈業
委員会｣を立ち上げﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動｢ひとさじの会｣と名付け
て活動しています｡ひとさじとは法然聖人の教えです｡

月2回都内のﾎｰﾑﾚｽの人に1個1合のおにぎりをｻｰﾋﾞｽし
ています｡
仏教の布施(ふせ)は寺にお金や供物(そなえもの)を捧
げること｡大切なものを分け合うこと｡それによって見返

8月30日(土) 多摩川河川敷で川崎市総合防災訓練

が実施され､当ｸﾗﾌﾞから創立30周年を記念して寄贈さ

れた ｼﾞｭﾆｱﾊｲｽｸｰﾙ消防隊の消防活動服が初お披露目

となりました｡

りを求めないのです｡ 無財は形のないもの､優しい眼差
し､笑顔は安らかな気持ちにさせてくれる｡
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは自発的な行為であり､自分の周りの方々が安

らかな生活､平和な生活の一助けになればと活動します｡
物故者も会員の皆様のことを見守っていると思います｡
同称十念 南無阿弥陀佛を十遍お称え致します｡

物故会員名簿
川崎高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ

川邊 光夫 様 昭和 63年 5月24日没 70歳
野崎二三男 様 平成 2年 4月 8日没 64歳
村岸 孝 様 〃 3年 7月16日没 65歳
古賀 春生 様 〃 4年 12月 8日没 48歳
藤江 勝廣 様 〃 7年 5月12日没 50歳
鈴木 英樹 様 〃 9年 8月22日没 59歳
小黒 辰二 様 〃 11年 2月14日没 74歳
村田 泰一 様 〃 11年 4月10日没 78歳
小嶋 章光 様 〃 11年 7月 2日没 72歳
新海 正亮 様 〃 11年 10月24日没 63歳
浅川喜代治 様 〃 15年 4月11日没 62歳
小黒 達夫 様 〃 18年 8月29日没 56歳
原 芳郎 様 〃 18年 11月26日没 81歳
持田 保雄 様 〃 21年 12月13日没 97歳
宮坂 昌人 様 〃 21年 12月14日没 63歳
鈴木 明 様 〃 24年 1月 4日没 86歳
本間 信治 様 〃 24年 5月31日没 63歳
大橋 定康 様 〃 24年 11月19日没 84歳
千葉 良平 様 〃 25年 7月28日没 84歳

（19名）



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊9/4 (順不同･会員敬称略)
福嶋 徹 早朝供養例会､ご苦労様です｡名簿を見ると多
くの仲間が若くして他界されましたね！
大橋健治 早朝例会､よろしくお願い致します｡

【第１０回 ９月１１日(木) 】

＊卓話者紹介 幹 事 大橋 健治
長年､教員と教育委員会をされながら住職をされて

おりました｡息子様が住職になられた時に副住職に就
任､重要文化財保存会の事務局長を兼任されておりま
す｡鷺沼RCにも10年間在籍されておりました。
長い歴史を持つ影向寺のお話を限りある時間でお話い
ただきます｡本日はよろしくお願いいたします。

＊卓話｢影向寺の歴史について｣
影向寺 副住職 加藤虔裕様

当山の歴史は1300年ぐらいありますので､30分で全
てを話すのはとても慌しくなってしまいますので､予
めご了承ください。
影向寺の歴史はお寺に残っている古い書物を紐解き

ますと奈良時代中期後半の天平12年に聖武天皇の勅願
によって行基菩薩がお使いに参りまして影向寺に建て
ることを決めました｡なぜかというと聖武天皇のお后
の光明皇后は大変病気がちで身体が弱かったので病気
を治してもらうために当山の現在の場所に伽藍を創建
しました｡それが西暦でいうと740年です｡現在は2014
年なので740年を引くとどれぐらいの歴史があるかわ
かります。
しかしこれはあくまでも自伝であって科学的根拠は

ありません｡そこで15年ぐらい前に総合研究を川崎市
教育委員会が行い､その際に文字瓦が発見されました｡
その文字は｢无射志国荏原評｣これは むさしくに､えば
らごおり･えばらしょうと読みます｡无射志国は現在の
武蔵の国という意味です｡さらに荏原評は西暦でいう
と685年から701年までこの文字が使われていました｡
これは行政の組織という意味です｡
東京の江原の方が影向寺を建立される時に文字瓦を

奉納しました｡その中に非常に細い線で書いてありま
した｡評(ひょう)という字はこおりと読みますが､今で
言うと郡です｡685年から701年までしかこの評という

めているところもありません｡大変珍しい特殊な条件
があるので国指定の史跡にしようという川崎市の教育
委員会の動きが国に伝わり､国の文化財審議委員会に
諮られることとなり､答申の結果は平成26年11月末頃
にわかります｡もし認定されれば国指定の史跡になる
可能性もあります｡こういう運動を木嶌士郎さんや小
泉先生が中心に行っております。
文化財保存会の最終的な目的としては､もし認定さ

れた場合はお参りの方がたくさん来る予定なので､駐
車場や境内の整備をしていく予定です｡国指定となる
と国の補助金が80％いただけます｡残りの20％は地元
の方､県や市に分担していただきたいと思います｡

このような運動を本日は皆様にご案内させていただ
きました｡本日はご清聴いただきまして誠にありがと
うございました。
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大橋健治 早朝例会､よろしくお願い致します｡
三家 護 早朝供養例会です｡ご冥福をお祈り申し上げま
す｡
*9/11
加藤虔裕様 お招きいただき有難う存じます｡貴ｸﾗﾌﾞのご
発展をお祈り申し上げます｡
福嶋 徹 加藤様ようこそ｡卓話を宜しくお願いします｡
大橋健治 加藤様本日の卓話、宜しくお願い致します｡
志村正夫 杉崎会員､ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄﾁｬﾘﾃｨｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟでの準優勝
おめでとうございます｡参加下さった皆様ありがとうござ
います｡妻の顔が立ちました｡

※R財団目標額：会員数×120㌦×102円 米山目標額：会員数×2万円

言うと郡です｡685年から701年までしかこの評という
使い方はされていなかったので､意味するところは影
向寺の創建は685年から701年の間であることがはっき
りしたということです｡今から約1300年前に影向寺が
創建されていたのです｡お寺に残っていた古い書物よ
りも約40年古かったということになりました。
文化財には国指定､県指定､市指定の文化財がありま

す｡影向寺の文化財については資料でまとめています｡
国の一番大きい文化財は薬師様､薬師如来があります｡
その脇侍として日光菩薩･月光菩薩という仏様も残っ
ています｡明治33年には国宝に指定されました｡昭和25
年に国宝の仏像の再調査をしました｡その際の条件と
して昔の建物がそのまま残っていること､彫刻の作者
がはっきりしていること､作られた年代がはっきりし
ているということの3つの条件の下の再調査､当山の場
合は建物はもうなく､作成者もはっきりせず､藤原定朝
様式のお弟子さんが作成したまでしかわかりません､
時期も平安時代後期ということはわかるがはっきりと
しないので国宝からは外れてしまいました｡現在は国
指定の重要文化財となっています｡川崎市で国指定の
文化財として残っている仏像彫刻は当山の3体だけで
す｡川崎市の重要文化財としては､建物はあります｡
日本民家園が日本国中の古い民家を保存しています｡
しかし､これは日本国中から集めたものなので川崎の
古い建物はありません。
そこで木嶌士郎さんや小泉先生に当山の重要文化財

保存会を運営して､2つの運動をしていただいておりま
す｡１つは明治33年に指定された薬師三尊像をもう一
度国宝にしたいという運動です｡作成された年代がわ
かれば指定される可能性があります｡仏像の内部に書
いてあるかもしれませんが､発見するためには仏像の
修理をすればわかります｡しかし現在は修理が必要な
ほど仏像は傷んでおりません｡国の議員先生である小
泉先生や佐藤先生、山際先生にも働きかけを行い国宝
に再度指定する運動をしています。
橘郡衙(たちばなぐんが)が高津区千年にありますが

影向寺も近いところにあります｡郡衙があってお寺が
あるというのは日本の国の通例です｡現在残念ながら2
つともはっきりとしたものが残っていません｡郡衙跡
はありますが､付随したお寺のお堂があって信仰を集


