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「平成２９年度総会」円成のご報告 

～結成２５周年に向けて～ 

ビハーラ秋田 代表 新川泰道 

（藤里町 宝昌寺住職） 

 

昨年中は当会の活動にご参加ご協力いただき、誠にありがとうございました。 

先日の平成２９年度総会において活動計画・予算案へのご承認をいただき、また代

表再任との命を受け、至りませんがあと２年間務めさせていただくこととなりました。

マンパワーの低下や各種行事への参加率の減少など、厳しいご意見も頂戴いたしまし

たが、微力ながら当会の活動をいま一歩充実したものとなるよう、精進してまいりた

いと存じます。今後とも会員皆様や関係各位のご指導ご鞭撻を、何卒よろしくお願い

申し上げます。 

 

本年は、当会結成２５周年という節目を迎えます。 

超宗派による「仏教の立場から医療や福祉との接点を探る」というテーマを掲げ、

各方面の諸老師・諸先生方から多くの学びや気づきをいただき、また会員さんはじめ

多くの方々よりご支援ご協力を賜りましたことに、あらためて深く感謝申し上げます。 

一方でこれまでの活動を振り返る時、何かをなし得たという達成感よりも、いった

い何が出来たのだろうか、何をすべきだったのかという自問自答や忸怩たる思いが脳

裏をよぎります。 

しかしながら、曲がりなりにもこの２５年の間に培ってきた何かは、まだまだ私た

ちの地域に於いて必要とされるものがあると感じる昨今でもあります。 

この秋に結成２５周年の記念行事を計画中ですが、単なるルーティーンとしての周

年行事ではなく、今なお仏教が現実的な“いのち”の問題と関わる意義があるものと

して、世に問う貴重な機会となるよう準備を進めてまいりたいと存じます。詳細はま

た後ほどご案内いたしますが、その折には会員の皆様のお力添えをお願いいたします。 

 

２５周年の記念行事はもとより、通常の活動においてもより実践的な、仏教者とし

ての“いのち”の現場と向き合う姿勢が求められていることは言うまでもありませ

ん。これまでいただいたご縁と、更に新たなご縁を結びながら活動内容の充実を図り

たいと思いますので、今後とも皆様のご参加ご協力を、何卒よろしくお願い申し上げ

ます。 

合 掌
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平成 29年 2月 4日（土）、対本宗訓（つしもとそうくん）先生（大館市・大館記念

病院院長・理事長）を講師にお迎えして、ビハーラセミナーが北秋田市市民ふ

れあいプラザ・コムコムにて行われました。56名（会員 26名・会員以外 30名）参加。 

38歳にして臨済宗佛通寺派の管長となられ、お父様の死を体験されたことに

より、あらためて「生死」とは何かを極める思いから医学の道を志されます。 

帝京大学医学部卒業、医師免許取得の後、さらにロンドンに渡られて研鑽を

積まれ、東京でクリニック勤務を経て、昨年に大館市・大館記念病院（旧 明日

実病院）の院長に就任なさっております。その非常に希有なご経歴をもとにさ

れた貴重なご講演でした。 

死は「いのちのプロセス」であり、それにまつわる様々な現象、例えば先に

亡くなった親族や友人が枕元に現れる、

いわゆるお迎えや臨死体験など、現代で

は科学的に証明されていない事柄も含め

て、真に安らかな生涯を送るために必要

な医療を追求なさっておられます。 

「周産期」という語があるのなら、病か

ら安らかな死に至り、次の次元に向かう

「周死期」の研究があって然るべき、と

のご提案も深く頷けるものです。 

多くの参加者が注意深く耳を傾けてお

られ、９０分のお話しはあっという間で

した。その後も質疑応答で活発な質問や意見が寄せられ、「僧医」としての対

本先生への関心の高さが見受けられるセミナーでした。 
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ビハーラセミナーに引き続き、同日、北秋田市民ふれあいプラザ・コムコム

において、平成 29年度総会が開催されました。（10名の会員が参加） 

 総会では、昨年度の活動・決算報告、今年度の活動予定・予算案について協

議され、役員改選においては、新年度以降も新川代表のもと各役員も引き続き

再任されることが承認されました。また、会則で副代表に関する記述を明文化

する改正が行われました。 

その他、年々総会に参加される会員が減少していることに対する改善策の要

望が出された他、25周年記念行事（今年 11月を予定）についての話し合いが

行われました。引き続いての懇親会でも、今年の活動についてさまざまな意見・

提案が寄せられました。 

 

本書は、対本先生が医療現場における「霊性」の在り方を通し

て、生老病死を考察しつつ、医療や宗教だけではなく、私達の

普段の生活においても、「霊性」を回復することの大切さを教え

て下さる生き方転換の一助となる一冊です。 

セミナーに参加できなかった方々にも、是非一度手にとって

頂ければ幸いです。   （春秋社より定価 1,900円＋税） 
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平成28年１月１日～12月31日

月 日 行 事 講師・担当者 会 場 備 考

1 26 ホスピス法話会 袴田　俊英 外旭川病院(秋田市)

2 10 事務局会・会計監査 虹のホール鷹巣

23 ホスピス法話会 袴田　俊英 外旭川病院(秋田市)

27
ビハーラセミナー
「臨床宗教師講座に参加して」

三浦　賢翁
ホテルニュー松尾
（北秋田市）

27 平成28年度総会
ホテルニュー松尾
（北秋田市）

3 22 ホスピス法話会 木村　高寛 外旭川病院(秋田市)

4 ニコニコ苑法話会 休止 ニコニコ苑(秋田市)
インフルエンザ
流行の為

24
ビハーラカフェ
「言葉で気持ちを表す大切さ」

中嶋美枝子
虹のホールたかのす
みどり館　（北秋田市）

27 ホスピス法話会 袴田　俊英 外旭川病院（秋田市）

5 1 リポート73号発行・事務局会
広域交流センター
（北秋田市）

6 熊本地震被災地支援バザー 大館いとくSC前

12 ニコニコ苑法話会 三浦　賢翁 ニコニコ苑(秋田市)

21
22

熊本地震被災地支援バザー 秋田内陸線　阿仁合駅前

25 ホスピス法話会 木村　高寛 外旭川病院（秋田市）

6 14 ニコニコ苑法話会
三浦　賢翁
柴田　和明

ニコニコ苑(秋田市)

7 12 ニコニコ苑法話会 新川　泰道 ニコニコ苑(秋田市)

21 ホスピス法話会 袴田　俊英 外旭川病院(秋田市)

9 13 ニコニコ苑法話会 新川　泰道 ニコニコ苑(秋田市)

15 ホスピス法話会 袴田　俊英 外旭川病院(秋田市)

10 10
ビハーラカフェ
「患者と家族、ともに生きる
～『がん患者大集会』参加報告～」

小坂　和子
ふれあいプラザ コムコム
（北秋田市）

11 ニコニコ苑法話会
柴田　和明
りさちゃん

11 ホスピス法話会 三浦　賢翁 外旭川病院(秋田市)

11 8 ニコニコ苑法話会 三浦　賢翁 ニコニコ苑(秋田市)

24 ホスピス法話会 袴田　俊英 外旭川病院(秋田市)

12 13 ニコニコ苑法話会 新川　泰道 ニコニコ苑(秋田市)

17
ビハーラカフェ
「健康寿命を考える」

奈良　正人
広域交流センター
（北秋田市）

22 ホスピス法話会 袴田　俊英 外旭川病院（秋田市）

平成２８年度　ビハーラ秋田　年間活動報告
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収入合計 321,979

支出合計 158,748

差引残金 163,231

収入の部 単位：円

２８年度予算 ２８年度決算 増　▲減

1 123,975 123,975 0

2 150,000 118,000 ▲ 32,000

3 60,000 80,000 20,000

4 10,000 4 ▲ 9,996

343,975 321,979 ▲ 21,996

支出の部

２８年度予算 ２８年度決算 増　▲減

Ⅰ 218,000 86,795 ▲ 131,205

85,000 0 ▲ 85,000

ａ　講師関係 70,000 0 ▲ 70,000

ｂ　会場費等 15,000 0 ▲ 15,000

80,000 51,077 ▲ 28,923

ａ　講師関係 60,000 40,000 ▲ 20,000

ｂ　会場費等 20,000 11,077 ▲ 8,923

23,000 10,000 ▲ 13,000

ａ　編集手当て 10,000 10,000 0

ｂ　講演録リライタ 10,000 0 ▲ 10,000

ｃ　用紙等 3,000 0 ▲ 3,000

30,000 25,718 ▲ 4,282

Ⅱ 事務費 105,000 71,953 ▲ 33,047

１．通信費 80,000 71,523 ▲ 8,477

２．会議費 20,000 430 ▲ 19,570

5,000 0 ▲ 5,000

Ⅲ 雑費 5,000 0 ▲ 5,000

Ⅳ 予備費 15,975 0 ▲ 15,975

343,975 158,748 ▲ 185,227

　自　平成２８年　１月　１日

　至　平成２８年１２月３１日

項　　目

繰越金

年会費

寄付金・協賛金

項　　目

事業費

１．公開講座運営費

ハガキ代、リポート発送代、振込手数料、ＨＰサーバー代

平成２８年度 ビハーラ秋田 収支決算書

受取利子

2000円×52人、含過年度分

補陀寺様、源守院様、見性寺様、佐々木様、
富樫様、ＪＡ大館北秋田葬祭センター様　他

雑収入

合　計

事務局会会場使用料

摘　　　　　要

摘　　　　　要

熊本地震被災地支援バザーチラシ代、ハガキ代　他

5000円×2回

合　計

ビハーラセミナー・カフェ講師謝礼

会場使用代　他

２．セミナー運営費

３．リポート作成費

４．臨時事業費

３．事務用品・消耗品費
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平成29年1月１日～12月31日

月 日 行 事 講師・担 当者 会 場 備 考

1 9 リポート74号発行 富樫　善明 28年予定の号

21 事務局会・会計監査 虹のホール鷹巣

25 ホスピス法話会 袴田　俊英 外旭川病院(秋田市)

2 4
ビハーラセミナー
「霊性の医療をひらく」

ふれあいプラザ　コムコム
（北秋田市）

５６名

4 平成28年度総会
ふれあいプラザ コムコム
（北秋田市）

10名

ホスピス法話会 袴田　俊英 外旭川病院(秋田市)

3 ホスピス法話会 外旭川病院(秋田市)

4 11 ニコニコ苑法話会 ニコニコ苑(秋田市)

ビハーラカフェ

ホスピス法話会 外旭川病院(秋田市)

リポート75号発行 富樫　善明

5 9 ニコニコ苑法話会 ニコニコ苑(秋田市)

ホスピス法話会 外旭川病院(秋田市)

ビハーラセミナー

6 13 ニコニコ苑法話会 ニコニコ苑(秋田市)

ホスピス法話会 外旭川病院(秋田市)

ビハーラカフェ

7 11 ニコニコ苑法話会 ニコニコ苑(秋田市)

ホスピス法話会 外旭川病院(秋田市)

9 12 ニコニコ苑法話会 ニコニコ苑(秋田市)

ホスピス法話会 外旭川病院(秋田市)

ビハーラカフェ

10 10 ニコニコ苑法話会 ニコニコ苑(秋田市)

公開講座（25周年事業）

ホスピス法話会 外旭川病院(秋田市)

11 14 ニコニコ苑法話会 ニコニコ苑(秋田市)

ホスピス法話会 外旭川病院(秋田市)

リポート76号発行 富樫　善明

12 12 ニコニコ苑法話会 ニコニコ苑(秋田市)

ホスピス法話会 外旭川病院(秋田市)

ビハーラカフェ

※事務局会は必要に応じて随時

平成29年度　ビハーラ秋田　年間活動計画
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収入合計 380,000

支出合計 380,000

差引残金 0

収入の部 単位：円

２８年度予算 ２９年度予算 増　▲減

1 123,975 163,231 39,256

2 150,000 150,000 0

3 60,000 60,000 0

4 10,000 6,769 ▲ 3,231

343,975 380,000 36,025

支出の部

２８年度予算 ２９年度予算 増　▲減

Ⅰ 218,000 273,000 55,000

１．公開講座運営費 85,000 110,000 25,000

ａ　講師関係 70,000 95,000 25,000

ｂ　会場費等 15,000 15,000 0

２．セミナー運営費 80,000 110,000 30,000

ａ　講師関係 60,000 80,000 20,000

ｂ　会場費等 20,000 30,000 10,000

３．リポート作成費 23,000 23,000 0

ａ　編集手当て 10,000 10,000 0

ｂ　講演録リライタ 10,000 10,000 0

ｃ　用紙等 3,000 3,000 0

４．臨時事業費 30,000 30,000 0

Ⅱ 事務費 105,000 95,000 ▲ 10,000

１．通信費 80,000 80,000 0

２．会議費 20,000 10,000 ▲ 10,000

３．事務用品・消耗品費 5,000 5,000 0

Ⅲ 雑費 5,000 5,000 0

Ⅳ 予備費 15,975 7,000 ▲ 8,975

343,975 380,000 36,025合　計

各種通信費、振替手数料、
HPｻｰﾊﾞ

総会、事務局会等室料

謝礼、交通費等

5,000×２回

事業費

25周年記念事業

謝礼、交通費等

雑収入 受取利子

合　計

項　　目 摘　　　　　要

繰越金

年会費

寄付金・協賛金

平成２９年度 ビハーラ秋田 収支予算書

　自　平成２９年　１月　１日

　至　平成２９年１２月３１日

項　　目 摘　　　　　要



9 

 

 

  ビハーラＣａｆｅ- 

  がん患者と家族のサロン-第１１回 

日 時 平成２９年４月２７日（木） 

         午後１時～３時 

会 場 北秋田市交流センター内 

男女共同参画活動拠点 

  ハートフルプラザ 

内 容 保健センター課長さんの講話

（北秋田虹の会さんとのコラボ開催） 

 

  第 41回 日本死の臨床研究会年次大会 

日 時   平成２９年１０月７日（土）・８日（日） 

会 場   秋田県民会館 ほか３会場 

内 容   「ケアする私を育む 見て、感じて、考える」 

        詳細は http://www.jard41-akita.com/をご参照ください。 

大 会 長 嘉藤 茂 （医療法人惇慧会 外旭川病院ホスピス長） 

      石川 千夏（市立秋田総合病院 看護師長） 

実行委員長 松尾 直樹（医療法人惇慧会 外旭川病院ホスピス医） 

 

会員の皆様もふるってご参加のうえ、研鑽を積んでいただければ

と存じます 

 

 

 

 

 

http://www.jard41-akita.com/
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各 地 区 事 務 局 

能代地区 山田 俊哉 0185-58-2302（倫勝寺） 

藤里地区 新川 泰道 0185-79-1522（宝昌寺） 

二ツ井地区 木村 高寛 0185-73-2755（梅林寺） 

鷹巣地区 佐藤 俊晃 0186-66-2032（龍泉寺） 

大館地区 佐藤 善廣 0186-49-5173（本宮寺） 

森吉地区 奥山 亮修 0186-72-4143（龍淵寺） 

阿仁地区 今井 典夫 0186-82-2418（善勝寺） 

上小阿仁地区 保坂 康雄 0186-77-2750（福昌寺） 

合川地区 亀谷 隆道 0186-78-2344（太平寺） 

 

 

       随時入会できます。各事務局までご連絡ください。 

         ビハーラリポートや各種案内を送付させていただきます。 

            年 会 費  2,000円  

            郵便振替  02580-5-50937 

【編集後記】 会員の高齢化と会員数の減少傾向の一方、仏教女子なる仏教ブ

ームがひそかに広がっているそうです。ビハーラ秋田には、老若男女、誰で

も入会できますので、周りのお知り合いの方々にお知らせ下さい。富樫善明 

事務局から 

当会の活動にご理解ご協力ありがとうございます。今後も活動を継続して

いく為にも、会員皆様におかれましては、年会費の納入をよろしくお願いい

たします。 

皆様からのご意見・ご感想、情報・案内などお待ちしております。その他、

住所変更などございましたら事務局までご連絡お願いいたします。 

 

ビハーラ秋田 事務局（大館市 本宮寺内） 

  〒018-5752 大館市本宮字熊の下 14  電話 0186-49-5173 

E メール vihara@jt.main.jp  

mailto:vihara@jt.main.jp

