
222017.12 広報

　This past October I spent the day helping Kaijusen-
ji Temple clean inside the main hall and the instruments 
involved with the temple’s rituals. Sitting inside Kaijusen-
ji on a rainy day and cleaning the tools was a calming, 
relaxing, and memorable experience.
　My time spent at Kaijusen-ji Temple reminded me of 
the Buddhist temples back at home in Hawaii. When 
Japanese immigrants came to Hawaii in the late 1800s, 
they brought Shintoism and Buddhism with them 
to help them spiritually cope with living in a foreign 
land. One of the more active Buddhist sects in Hawaii 
is Jodo Shinshu, which is practiced in Hongwanji 
temples, more commonly known as Hongan-ji in Japan. 
Outside of Japan, Hawaii is home to one of the largest 
concentrations of Hongwanji temples with over 30+ 
throughout the state including one Buddhist school. 
With locations in 5 of the 8 main islands, the temples 
are known more for their cultural gatherings than their 
religious functions. During Obon season, from June 
through August, many Hongwanji temples in Hawaii hold 
their own Bon festivals to celebrate the spirits of their 
ancestors through music, dance, and delicious food. You 
do not have to be Japanese or a practicing Buddhist 
to attend as the festival is open to the community. 
Therefore Bon festivals are a cherished memory for 
locals of all ages. I myself remember attending a few 
when I was a child.
　Unfortunately however, for most residents, the local 
connection starts and ends with the Bon festival. 
Due to the aging Buddhist population, a general 
disinterest in ceremony and tradition amongst the 
youth, segregated Buddhist communities, and financial 
troubles some temples have been closing and interest in 
Buddhism is dwindling. Can Buddhism in Hawaii make 
a comeback? According to Jay Sakashita, a professor 
of religion at Univerity of Hawaii, it may be possible with 

“kama’aina Buddhism.” In other words, the survival of 
Buddhism in Hawaii may be dependent on the creation 
of teachings that appeal to the sensibilities of all locals 
and overcomes counterproductive ethnic boundaries 
that complicate its survival today.
 Buddhism will continue to be supported by its 
practicing members, much of them senior citizens for 
whom Buddhism is more a habit than a chore, as they 
wait for a savior to come along.
　Though I personally have not heard of a resurgence 
in Buddhism, I sincerely hope it makes a comeback in 
the islands. 
　See you next month,

　先日、海住山寺の本堂や儀式に関わる道具を掃除する
一日を過ごしました。雨の日にお寺の掃除をさせていた
だいたことは、非常にのんびりしていて、ほんわかした
思い出になる一日でした。
　海住山寺で過ごし、ハワイのお寺を思い出しました。
19世紀後半、日本人がハワイに移住した際に、未知の国
に住む不安をやわらげるため、日本の神道と仏教をハワ
イにもたらしました。今でもハワイで活躍している仏教
の一つは浄土真宗で、本願寺で信仰されています。ハワ
イでは通称をHongwanjiとして、仏教の学校を含め、30
か所以上の本願寺があります。本願寺はハワイ諸島の5島
に建立され、本願寺の儀式より祭りの方が地元住民に知
られています。お盆の時期にそれぞれの寺院が音楽、踊
りとたくさんの食べ物を用意して祭りを催します。仏教
信者や日系人でなくても参加できるため、多くの人々に
楽しい盆祭りの思い出があります。僕も何回か賑やかな
盆祭りに行き、楽しい踊りや、たくさん食べた思い出が
あります。
　しかし、残念なことに、地元住民には仏教と本願寺
との繋がりは、盆祭りしかありません。仏教信者の高
齢化、青少年の儀式と伝統への無関心化、分離されて
いる仏教社会や経済の問題などのために寺院が廃止さ
れ、仏教に対する関心が薄れてきました。ハワイで失わ
れかけている仏教は、どうしたら復活できるのでしょう
か。ハワイ大学の宗教教授であるジェイ・サカシタ氏は
「kama’aina Buddhism」の創造で救えるかもしれな
いと論じます。つまり、存続し続けるためにハワイの一
般人に仏教をPRするとともに、仏教の存続を難しくする
人種の境界を超える仏法を考えるべきかもしれないと主
張しています。
　ハワイの仏教は救世主が現れるまでは、仏の教えが生
活習慣になった現在の高齢者に支え続けられます。
 今のところハワイで仏教が復活したという話はまだ聞こえ
てきませんが、僕もハワイでの仏教の復活を心から望んでい
ます。
　また来月！
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　恭仁宮跡、恭仁小学校などを舞台に、「へうげもの茶宴inみかのはら」
が開催されました。イベントでは、お茶の振る舞いはもちろんのこと、
漫画「へうげもの」パネル展、お茶猫音楽祭、お茶の擬人化コスプレコン
テストや、子どもが楽しめるお茶のワークショップのほか、サテライト
会場の海住山寺では、煎茶道方円流の特別茶席などが開催され、多くの
人で賑わいました。

晴天のもと、1日丸ごとお茶のテーマパーク開宴！ 11月
3日

お茶猫音楽祭の様子


