Chuichi Fukaya — Opening Words: Computer Malfunction
Recently, the ABS (a system to enable steering while also
applying a hard brake) of a car that I have driven for ten years
began to malfunction, and whenever I applied the brakes, a large
grinding noise would occur together with a vibration of the car.
Also, our summer this year was plagued by our Japanese made
air conditioner not working properly. There was a malfunction in
the computer board that controls the air intake and distributes it to
numerous AC units in the house, and consequently the lower rooms
could not receive cooler air. Furthermore, the Internet connection
in our house was unstable. At times, we would lose connection, and
professionals could not determine the cause of it.
This was a summer, I felt, that was full of warnings that
“it is dangerous to proceed too quickly with automations for cars
and household electronics based on an assumption that ‘machines
do not err.’” There is an accelerated pace by which cars have been
automated and computerized, but if the Internet connection for
vehicle data instruments of these “automated driving units” are
taken for granted, there is a potential that a hacker could illegally
access the vehicle’s computer to drive the car in manner contrary to
the driver’s intent. That is, abuse of the vehicle’s system, intended
for its safety and comfort, could cause unforeseen accidents. And,
with a little exaggeration, I feel that it is meaningful to have a sense
that “instead of a machine, I am driving my car.”

Language Classes for Children at the Tenri Franco-Japanese
Cultural Association (11)
At our school, we began kanji instruction through kanji drills
together with the reading aloud of the language arts textbooks; but
given that we were proceeding at a rapid pace of covering, in one
month, the equivalent of what is covered in six months of lessons in
Japan, the instructors and children were foisted with a considerable
challenge. At the beginning, the kanji instruction required too much
time and there were worries of falling behind for the study of the
textbook, but eventually, we were able to accomplish the drills in
a shorter amount of time. Also, given the thorough practice of the
kanji, there were worries that children who had a difficult time with
even the hiragana would begin to have aversions towards Japanese
language studies. But surprisingly, the children exhibited strong
interest in kanji, given that it was so different from the alphabet,
and began to study the kanji with enthusiasm. Once they were able
to read the kanji and understand its meaning, they were able to
better comprehend the contents of the textbooks and most of the
children were able to correctly answer the teacher’s questions and
the questions in the reading comprehension sheets. In this way,
through the schools’ pedagogy that strategized ways to steadily
improve academic levels, we were able to earn the understanding
and trust of the parents.
Masanobu Yamada — New Religion’s Missions in Brazil (7)
Transformation of Christianity (4)
The percentage of Protestants in Brazil was about 1% of the
entire population in 1890, but after 1980, it grew rapidly, reaching
22.2% in 2010. This increase can be attributed to Pentecostalism.
Pentecostalism emerged in America during the early twentieth
century, and the Assemblies of God, through which it was
conveyed, expanded throughout Brazil while creating various
offshoots. It commands the largest membership among the
Protestant churches. During the 1950s and 60s with the progressive
urbanization, Pentecostalism underwent subdivisions. During the
1970s and 80s, it expanded its membership count at an amazing
rate and globalized their outreach program; yet, on the other hand,
it experienced friction within society and many of its churches were
heavily criticized. General features of Brazil’s Pentecostalism are
the large percentage of low income members, its uncompromising
attitude to other religions, and it forthright expression of feelings.
However, Pentecostal churches in recent years have refuted secular
values such as pleasure and desires and sought to emphasize thisworldly salvation.

Mikio Yasui — Short History of Tenrikyo Theology (75) Ieki
Manuscripts [4]
The sermon that “human beings are children of God” is also
a teaching about the existential proof of God. This is an issue that
always emerges when engaging in missionary work. It is also an
issue today. The short sermon that follows it, and the way in which
the original text is written, is relatively composed and there is
new vocabulary as well as well-organized writing. This may have
been copied from something in order to use as a reference for a
sermon. Moreover, in terms of its date, we can estimate sometime
between the end of Meiji (1900s) to the early Taisho period (1910s).
Ichiro Soda — Histories of the Tenrikyo Mission (23) Tenrikyo
in Miyagi and Fukushima
The mission in the six prefectures of Tohoku can be largely
attributed to the Yamana Grand Church. In particular, more than
half in the two prefectures of Fukushima and Miyagi originate from
Yamana.
In 1893, the Tohoku mission began at Yamana-affiliated
churches of Mashizu and Shiraha, and immediately afterwards, all
of Yamana began to systematically engage in the Tohoku mission.
In Fukushima Prefecture, there is Iwakidaira Grand Church as
well as Fukushima Branch Church, Adachi Branch Church, and
others. All of these are affiliated with Yamana.
In Miyagi Prefecture, there is Sendai Grand Church, and many
churches with such affiliation.

Midori Horiuchi — Connecting “Life”: The Phenomenon of
Life and Death (23) Between the Dead and the Living (4)
The living had learned from the dead. The ritual to send off the
dead is an expression of how the living regards the existence of the
dead. Cultures that devote a long period of time to complete funeral
rites confirm the relationship among kin through the process of the
ritual and inherit the values that are shared and must be protected.
In Japan, the dead are regarded as kami (an object of veneration that
watches over and protects the kin, ancestral spirit, ancestor) and the
ties are passed on to next generation for infinitum. However, today,
given that the funeral ritual has become a business and commodity,
the dead are becoming objectified. Life and death were supposed to
be inseparable, but death has been severed from life. This trend is
particularly evident in modernized societies. Now is the time that
we should study death.

Koji Fukaya — A Growth of Faith through Ofudesaki (19) Part
III:81-91
Verses 81 to 91 contain contrasting opposites: (1) God as
opposed to those in high places; (2) Nihon (the place where the
teachings are conveyed first) as opposed to Kara (the place where
the teachings are conveyed next); and (3) the root as opposed to
branches. From a semantic perspective, “God,” “Nihon,” and “the
root” are related, and on the other hand, “those in high places,”
“Kara,” and “branches” are related.
“The root” refers to God the Parent as God of origin, or the
origin of human beings and the world. In addition to it, according to
the Notes of Ofudesaki, “the root” refers to the bottom of our mind
and heart, which indicates that our mind and heart are deeply rooted
in such origin.
Those who move the ego out of the way, as if breaking branches
of tree, and savor their mind and heart, as if discovering the root, by
listening to God the Parent’s words, would say, “This power cannot
be thought of as being human strength. It is the power of God which
nothing can match” (3:91).

Saburo Yagi — The Path Towards Normalization (21) Urban
Design for Social Welfare (8)
In recent years, Internet bulletin boards have become a site
where people exchange opinions. It is an ideal place to delve into
the uncover people’s inner thoughts, especially their opposition,
concerning the “disability parking spaces.” When I searched
“disability parking space” on my provider, I found 324,000 results.
Also, a look at the “video sharing sites” reveals more than a few
video of people who illegally use the disability parking spaces.
On the Internet bulletin boards, there are those who point to the
lack of moral values as well as those who speak their candid minds
about their dissatisfaction in having spaces reserved for those with
(To page 16)

Hisayo Tanaka — Japanese Language Education for Japanese
Children Growing Up in France (11) Approach to Japanese
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教団付置研究所懇話会第 12 回年次大会に参加
金子

昭

10 月 3 日、真如苑応現院（東京・立川市）にて標記大会が
開催され、17 の教団付置研究所、5 つのオブザーバー研究所・
機関、またメディア関係者も含めて約 100 名が参加した。本研
究所はオブザーバー会員であるが、飯降政彦学長、深谷忠一所
長、宮田裕生氏（学長室）、金子昭の 4 名が出席した。
大会は「ケアとしての宗教」というテーマの下で 3 つの研究
発表が行われ、その後、総会が開かれた。
研究発表の部では、最初に浄土真宗本願寺派総合研究所の真

一方、おやさと研究所からは八木三郎研究員が「環境問題と

名子晃征氏が「教誨師と更生活動」と題して発表。仏教系が大

障害当事者運動」と題して発表した。

半を占める現在の教誨師の状況、また受刑者が宗教を求める権
利を保証するという側面について説明し、課題としては若手や

宗教・研究者エコイニシアティブ (RSE) の運営委員会に出席

女性の教誨師の人材育成のほか、外部発信や教育機関との連携

佐藤孝則

について、問題提起がなされた。

10 月３日、東洋大学で開催された標記 RSE の第７回運営委

この後、昼食をはさんで真如苑の施設内部を参加者全員で見

員会に運営委員として出席した。この委員会は第４回「宗教と

学した。施設見学の後、2 番目の発表者として中央学術研究所・

環境シンポジウム」（別掲チラシ参照）の実行委員会も兼ねて

一食平和基金事務局の秀島くみこ氏が、「立正佼成会・一食を

いた。ちなみに、このシンポジウムの第３回目は、昨年 11 月

捧げる運動について―宗教団体ならではの国際協力活動を目指

10 日、おやさとやかた南右第二棟の陽気ホールで開催された。

して」を発表。一食を捧げる運動の精神及び歴史や仕組みを概
観した後、その資金の拠出先として、飢餓解消、教育・人材育成、
医療・福祉、緊急救援・復興支援など海外及び国内での支援活

この委員会では、11 月９日に淑徳大学千葉キャンパスで開
催される第４回シンポジウムに向けた準備の最終確認が主な議
題だった。

動に当てていることを述べた。

とくに今回のシンポジウムに対する評価、第５回目以降のシ

最後に、オリエンス宗教研究所・愛光式典共同代表の鈴木隆
氏が「カトリックの葬祭と日本文化」という題目で発表した。
カトリックの死生観や葬儀の社会的機能について述べながら、
現代日本社会における無宗教形式の葬儀の問題や、臨終から葬

ンポジウムに何を期待するか等々、RSE として今後の活動の
参考になるさまざまな意見を、会場参加者から広く求めるアン
ケート内容について深く議論した。
そもそも、この宗教・研究者エコイニシアティブは、山本良

儀にいたる過程での宗教者の役割について、葬儀業者としての

一東京大学工学部教授（当時）が、2010 年２月、
「宗教と環境」

自らの体験を踏まえながら報告した。

に関するシンポジウムの開催を宗教学者や宗教者らに呼びかけ

なお、それぞれの発表の後には会場との質疑応答が活発に行

たことに始まる。これを契機に、その後何回かの準備会を経て

われた。

同年６月７日に暫定発足し、さらに広範囲な呼びかけと発足準

総会の部では、自死問題研究部会、生命倫理研究部会、宗教

備会を重ねて、2011 年５月 13 日、正式に発足した。

間対話研究部会の 3 部会からの報告に続いて、実行委員会から

活動は、宗教者と環境に関わる各分野の研究者が協力して環

の報告などが行われた。その後、会場を移して懇親会が開催さ

境問題の解決に取り組むこと、そしてそのための新しい文明原

れ、和やかな雰囲気の下で各教団関係者との情報交換や歓談が

理の構築と生活化を図ることを目的としている。

行われた。
第６回「宗教と環境」研究会を開催（９月 28 日）
佐藤孝則
第６回目のテーマは「障害者支援活動と宗教者の役割」で、
最初に「資源リサイクルと障害者支援」と題して、ベストトレー
ディング株式会社取締役の華谷俊樹氏に発表していただいた。
華谷社長からは、資源ごみの集中リサイクルシステムと、食用
廃油を活用した緊急用発電機の BDF（バイオディーゼル燃料）
製造を扱う事業内容と、雇用社員の半数が障害者である現状が
報告された。障害者のうち特に聴覚障害者が最も多く（13 名）、
知的障害者（３名）
、精神障害者（１名）と続いた。三つある
工場の一つでは、工場長が障害者で、部下には障害を持たない
社員も働いており、給料は障害者である・ないに関わらず、仕
事内容に応じて平等に支払われていることも報告された。

Glocal Tenri

14

Vol.14 No.11 November 2013

昨今「生命倫理」（bioethics）という分野の中で議論されて

宗教倫理学会第 14 回学術大会の担当校に

いる問題は、いわば「ハイフンつき倫理」（Hyphen-ethics）的

佐藤孝則
10 月 12 日（土）、キャンパスプラザ京都（JR 京都駅前）で

な問題を取り扱うようにアプローチすべきではない。それは、

宗教倫理学会第 14 回学術大会が開催された。天理大学は担当

遺伝子工学を始め最先端の科学・技術がもたらしつつある現実

校として当研究所の堀内みどりを委員長とし、澤井義次、岡田

に正しく応えることができないからだ。この発表では、キリス

正彦、金子昭、佐藤孝則の実行委員および宗教学科の学生５名

ト教神学の立場から、「遺伝子の倫理」と「原子（力）の倫理」

によるチームワークのもと、成功裡に学術大会を終えることが

についてのアプローチについて考察した。

できた。

６．津城寛文（筑波大学）

大会は、午前の部「個人研究発表」と午後の部「公開シンポ

「死者の幻影・再考——非日常が増幅する合法性の問題」

ジウム」にわかれて実施された。内容は以下のとおり。

ベルクソンが、心霊研究協会の会長就任演説「＜生きている
人のまぼろし＞と＜心霊研究＞」で、幻影のリアリティについ
て論じているのは、これが心霊研究の重要テーマだったからで

個人研究発表
１．奥山史亮（日本学術振興会特別研究員）

ある。このような幻影のリアリティは、日常的な状況では拡散

「戦後フランスにおけるルーマニア人亡命者の活動と宗教学」

するが、生と死が近付く非常時には増幅する。大震災とその後

2011 年の東日本大震災以降、被災地復興に対して宗教学者

という非常時と、先の戦時下と、性格の違う非常時では、どの

が果たし得る役割について多くの議論が交わされようになっ

ような合法性の問題が増幅されてくるかについて考察した。

た。そこでは、災害によって以前の生活形態の継続が不可能と
なった状況において、宗教学者が提示する「宗教」はいかなる

公開シンポジウム

役割を期待されるのかという問題に関心が寄せられる傾向にあ

公開シンポジウムの前に、研究プロジェクトについての本年

る。発表では、ルーマニア人亡命者の反体制運動において宗教

度活動が金子昭プロジェクト委員長より報告された。全体テー

学がどのように語られたのかについて考察した。

マは「死者とともに生きる〜 3.11 以後の死生観とその変容」で、

２．小原克博（同志社大学）

研究会が５回（会場はキャンパスプラザ京都）、そして夏季１

「環境文化とエネルギー政策の倫理的基盤についての考察」

泊研修会が８月 27 日、28 日の両日、関西大学セミナーハウス

3.11 以降、原子力エネルギーをはじめとする自然の力を人

飛鳥文化研究所で開催されたという内容だった。

間は管理できるという近代的な自然観への見直しが強くなっ

シンポジウムでは末木文美士国際日本文化研究センター教授

た。そうした議論の中には、原子力技術を一神教の産物として

が基調講演をおこない、その内容について澤井義次氏がコメン

非難し、日本の伝統的な自然観へと立ち帰れという主張もあっ

トを述べた。

た。しかし、西洋近代的なものと日本的なものを対立的にとら

講演：末木文美士（国際日本文化研究センター教授）

え、後者を礼賛する形で問題解決の糸口を与えるかのような手

「死者と時間」

法に、安易に組みすることはできないという視点で考察した。

ここ数年、死者といかに関わるか、という問題を探求して

３．佐藤孝則（天理大学おやさと研究所）

きた。その過程で、「顕」（現象世界）の奥に「冥」（死者・神

「宗教の社会的責任」

仏などを含む他者の領域）を立て、「冥」の世界との関係とい

日 本 で は 1970 年 代 か ら 企 業 の 社 会 的 責 任（Corporate

う視点を導入した。「冥」の世界ではどのような時であろうか。

Social Responsibility、略称：CSR）という言葉が広がり始めた。

もしそれが可能とすれば、時間が過去・現在・未来と一直線に

ちょうど経済成長に伴う公害や自然破壊が深刻化し、負の遺産

流れるという単純な時間観が改められなければならなくなる。

としての環境問題が社会のあちこちで顕在化した頃で、企業は

哲学者の時間論や仏教の時間論を検討しながら、死者との関係

経済活動だけでなく、社会的貢献や企業倫理が問われるべきで

という観点から時間論を再考し、死後や輪廻の問題、歴史の問

はないかという議論が噴出した頃のことである。このような背

題、さらには神仏の時間という問題まで含めて議論を展開させ

景をもとに、「宗教の社会的責任」について考察した。

た。

４．土田友章（早稲田大学）
「苦しみの医療化」
苦しみは、この地球上に住む生物でありつつ言語文化的・社
会的存在でもある人間の本質に随伴し、いかに克服・超越する
かが、古来、宗教の主題であり基本的関心事だった。苦しみは、
人間存在に両義的な力を及ぼし、人を試して、圧し潰しもし人
間的に成長もさせる。苦しみにあって、人はもっとも個性的で
あり、また同時に普遍人間的でもある。こうした苦しみからの
いわば脱文脈化・脱個性化について考察した。
５．金

承哲（南山大学宗教文化研究所）

「アトムと DNA： 神学的倫理に問われるもの」
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日に執行され、その後様々な奉祝行事・記念行事が続いていた。

日本印度学仏教学会第 64 回学術大会に参加
堀内みどり

出雲大社は神無月に全国の神々が集って「神在祭」が行われる

標記大会が８月 31 日から９月１日にかけて、松江市にある

ため、境内には、その神々の宿として「十九社」があって、興

島根県民会館で開催された。今回の学術大会は、昨年 10 月 10

味深い。隣接する「出雲古代歴史博物館」にある加茂岩倉遺跡

日、松江に「中村元記念館東洋思想文化研究所」を開館させた

で発掘された 39 個の銅鐸は、訪問者を圧倒する美しさと迫力

「中村元東方研究所」が担当した。

が感じられた。企画展では「舞を伝える

中村元博士は、インド哲学や仏教研究の世界的権威として知

舞を生きる石見神楽」

が催されていた。

られ、東京大学での研究および教育生活に情熱を注ぐと同時に、

(From page 13)
disabilities. There are opinions on both sides of the issue and these
issues concern many people on the bulletin boards in regard to the
usage of the disability parking spaces.
This has become a social issue concerning not only those who
are involved with urban design but also all people as they go about
in their daily lives.

若い研究者の育成に心を砕き、昭和 45（1970）年に「財団法
人東方研究会」
（現在の公益法人中村元東方研究所）を立ち上げ、
さらにこの研究所を母体として「東方学院」を創設。松江は出
身地ということで昨秋記念館が開館した。学術大会の期間中は、
会場から記念館までの送迎バスが定期的に運行され、多くの参
加者が記念館を訪れた。また、大会会場の近くの「小泉八雲記

Norihito Nakao — Han Resources in Tenri University Sankokan
Museum Collection (7) Toys [4]
The collection of Chinese toys in our museum was assembled
for the most part by two collectors, Gohei Kishimoto and Yoshikazu
Suchi. I will briefly describe these two figures in this article.
Kishimoto was born in Osaka in 1897. His family operated a
shipping company and was one of the wealthiest in Osaka. He made
use of this financial resource to collect many Chinese toys, but
given his busy schedule, he could not go to China to conduct his
collection activities; instead, he relied on other collectors or brokers
to assemble his collection.
Suchi was one of the collectors who contributed to Kishimoto’s
collection of Chinese toys. He traveled to the Chinese continent and
was personally involved in his collection activities. At his peak, he
had 5000 items of toys in his collection. A portion of these were
shared with Kishimoto and make up a majority of the collection at
our museum.signify? Its split does not extend to its tail; that is, it
is not quite a twin (=two entities), but is a form that is partly split
but not quite so (=not a single entity). That is, it is a mediating
existence. This is where a mythological moment is introduced. It is
the “breech baby” as a product of an abnormal birth. A breech baby
is born leg first, and cuts through the mother’s womb with its legs.
This dangerous escape from the mother’s womb has a dual aspect of
a precursor to a heroic flight of the child and of a sadistic murderer.
We can confirm here the “unchanging factor” that lies at the base
of “harelips,” “twins,” and “breech baby.” As the mythological
manifestation of this factor, the hare functions in the role of the
trickster who, on one hand, provides order to the universe, and, on
the other hand, manifests a humorous but cruel antics encountering
many disasters. This is the significance of the “unchanging factor.”

念館」への訪問者も多くみられた。
２日間にわたる研究発表では、10 部会にわかれ、約 250 の
個人研究発表と４つのパネル発表があった。31 日にはジャイ
ナ教関連の個人研究の部会に出席した。たとえば、「ジャイナ
教におけるブラフマチャリア」と題された発表では、ジャイナ
教出家者のもっとも基本的な戒律である「五大聖戒」
（不殺生戒、
不妄語戒、不盗戒、不淫戒、不所有戒）を取り上げた。まず、
「不
殺生戒」がきわめて重視され、その他の４つは基本的に、それ
ぞれが殺生を引き起こす「不注意」であるために、戒として定
められていると考えられることを指摘した。一方では「不淫戒」
を特別視する解釈がいくつかの白衣派に特徴的であるというこ
とに注目して、なぜ、この戒を例外的なものと考えるのか、特
別扱いをするのかについて言及した。ジャイナ教における女神
信仰についての発表や、文献学からの発題もあった。インド哲
学における「存在」をめぐる諸研究のパネル発表に参加した。
また、１日午前は、早朝から 60 年ぶりの遷宮が行われてい
る出雲大社を参詣した。本殿の修造は、大屋根檜の撤去、野地
板の修理などを経て、新しい檜皮による葺き作業は 2012 年 3
月に完了し、2008 年から仮殿に遷座していた大国主大神が、
修造の終わった本殿に還る「本殿遷座祭」が 2013 年 5 月 10

平成 25 年度

公開教学講座開催のご案内

信仰に生きる『逸話篇』に学ぶ（２）
４月 25 日 （木）19
５月 25 日 （土）18
６月 25 日 （火）21
８月 25 日 （日）28
９月 25 日 （水）15

「子供が羽根を」
「理の歌」
「結構や、結構や」
「道は下から」
「この物種は」

佐藤浩司
岡田正彦
佐藤孝則
金子 昭
森 洋明

（終了）
（終了）
（終了）
（終了）
（終了）

10 月 25 日 （金）  ８ 「一寸身上に」
宮田 元
11 月 25 日 （月）  ５ 「流れる水も同じこと」 辻井正和

場所：天理教道友社６階ホール
時間：13:00 〜 14：45
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