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 【  ２０２２年１０⽉・１１⽉号】 

   

 今年の９⽉は例年にも増して暑い夏でした。肌寒い季節となりましたが、宝瑞院には 
 まだまだ暑い１０⽉、そして１１⽉のご報告です。 

 １．スティーブ・ジョブズ⽒の法要    
 ・私達が提唱する「アーバン・ブッディズム」のロールモデルとして、私はスティー 

 ブ・ジョブズを取り上げておりました。知⼈のご案内でジョブズなどの写真展が開 
 催されていることを知り、初⽇の９⽉５⽇（⽉）にシン・オープン・ラボ内にある 
 GALLERY空にお邪魔しました。社会派カメラマンの⼩平尚典⽒、会場オーナーの中 
 島⾼英⽒にご挨拶をして写真展を鑑賞していると、「沼⽥さん、出番です！」と予 
 期せぬご案内がありました。メタバース寺院の状況を3分程度話し、約20⼈の参加 
 者と名刺交換をしました。「共感」と「共創」の間に⽋けているもの、これを「化 
 学変化」と捉え、この化学変化を産み出す場所がシン・オープン・ラボなのだそう 
 です。この⽇、⼩さな共感が広がりました。これから始まる化学変化のプロセス 
 に、私はワクワクしておりました。 

 ・「スティーブ・ジョブズの法要をお願いできないか？」 
 と依頼がありました。ジョブズの命⽇は写真展最終⽇ 
 の１０⽉５⽇、⽇本時間では１０⽉６⽇なのだそうで 
 す。⼩平先⽣の作品群を遺影に、ジョブズを偲ぶ贅沢 
 な趣向です。ジョブズは⾔わずと知れたアップルの創 
 業者、「パソコン」や「スマホ」を形にした⽅です。 
 「WEB2.0はジョブズから始まった」と⾔っても過⾔で 
 はないでしょう。ただ、ジョブズと仏教の関係は、そ 
 れほど語られません。曹洞宗（禅宗）の傑僧・⼄川 
 （知野）弘⽂に27年間師事し、永平寺（曹洞宗⼤本 
 ⼭）への出家を何度か考えたと⾔います。「ここに無 
 いものは永平寺にもない」と、弘⽂は出家を思い留ま 
 らせます。私はこの⾔葉が好きです。 

 ・「ジョブズは曹洞宗、宗派が違います」と⼀度はお断りしました。法要は既存の寺 
 院とも競合しますので、元来はお受けしない⽅針でした。ただ宝瑞院は⼤乗仏教全 
 体の観点から、仏教界のアップルを標榜するお寺、ジョブズは当初からのロールモ 
 デルです。「道元禅師様は54歳で遷化された。⼈間、ある程度の歳になったらおだ 
 てにも乗ってみるものだ」永平寺の貫⾸をされた故宮崎奕保禅師の⾔葉だそうです 
 が、私も今や58歳、僭越ながらこのお話、お受けしたいと思いました。私が宝瑞院 
 に参加してから、はじめての宝瑞院が主催する法要となりました。 

 【２⼈の阿闍梨との作戦会議】 
 ・この９⽉５⽇（⽉）の⼣⽅、⾼野⼭真⾔宗の阿闍梨（位の⾼い僧侶）２名を交えた 

 会⾷がありました。法要の相談・依頼をしたところご快諾いただき、期せずしてこ 
 の会⾷がキックオフとなりました。真⾔宗での供養には、⼟砂加持、⼤曼荼羅供も 
 ありますが、準備が⼤変な上、私には⼿に負えません。そこで中曲理趣三昧が良い 
 だろう、という話になりました。ただ密壇等法具の確保が難しく、全体で１時間と 
 いう時間の制約もありました。ここからは激動の１ヶ⽉となりました。スティー 
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 ブ・ジョブズを研究し、法要の次第を考えながら、それに相応しい法具を整え、役 
 割分担を決め、習礼（練習）を開始しました。ジョブズの実際の葬儀でも使われた 
 と思われる⼤悲⼼陀羅尼は、現在の真⾔宗では読まれないお経、私はYou Tubeを参 
 考に１⽇に何回も練習をして体に馴染ませました。 

 ・知り合いのミュージシャン、演出家にも相談しました。法要は故⼈を偲ぶ宗教⾏ 
 事、エンターテインメントではありません。この辺りの説明が難航しました。仏教 

 に精通した芸⼈さんにも司会を依頼しまし 
 た。TVにも出演する⽅、笑いを誘うとの反 
 対が出ました。来年はジョブズの13回忌、 
 私達の本堂で、再チャレンジをしたいもの 
 です。万策尽きる中、⾜元を照らすと、⾜ 
 ⽴阿闍梨は仏教各宗派に精通し葬儀会社を 
 経営、会場設営・法要進⾏のエキスパート 
 でした。⽮野阿闍梨は⼤⼿広告会社出⾝の 
 プランナー、私の修⾏仲間でしたが、⾼野 
 ⼭の所作にも精通しておりました。必要な 
 資源は私達の中にありました。さらには40 
 年前に孫正義⽒にビル・ゲイツ⽒を紹介し 
 たというカメラマンの⼩平尚典⽒から会場 

 設営のご指導を頂き、⽴地条件をフル活⽤したオンリーワンの祭壇ができました。 
 皆様が「アーバン・ブッディズムの観点では・・・」と⾔いながら、私たちの理念 
 の現実化に注⼒して下さいました。祭壇⾃体がささやかな化学反応の産物でした。 

 【アーバン・ブッディズムの始動】 
 ・スティーブ・ジョブズに関する書籍も１０冊前後準備しました。「宿無し弘⽂ ス 

 ティーブ・ジョブズの禅僧」以外、仏教関連の情報は、ほとんどありませんでし 
 た。そのうちに「伝記を読んで何になるんだ、お前が正しいと信じることをやり通 
 すこと、それが私への供養だ！」との声が聞こえました。先達の僧侶２名は真⾔ 
 宗、私は浄⼟宗系単⽴寺院の副住職、仏具は⾜⽴阿闍 
 梨が曹洞宗の著名な改⾰派寺院から、祈り込まれた極 
 上の品を準備して下さいました。⽮野阿闍梨は真⾔宗 
 の法式で、⾜⽴阿闍梨は曹洞宗の法式でそれぞれ頭を 
 務め、私は曹洞宗の鉢捌きと南⼭進流（⾼野⼭真⾔宗 
 の⼀流派）の節回しで讃頭を務めました。私たちなり 
 に曹洞宗を取り⼊れ、スティーブ・ジョブズ⽒の⽣涯 
 を偲ぶパノラマとして次第を構成しました。 

 ・私は剃髪をしませんでした。ジョブズの師・弘⽂は⽶国 
 では剃髪をしなかったようです。剃髪は⼀説では、 
 カースト社会の最下層にいる事を表しました。僧侶の 
 袈裟は「糞掃⾐」とも呼ばれます。お釈迦様の時代、 
 僧侶は社会の底辺に寄り添う存在だったようです。弘 
 ⽂がなぜ剃髪をしなかったのか、⽶国には⽶国の仏法 
 や禅があっても良い、とのお考えからかもしれません。⽇本でも浄⼟真宗は剃髪を 
 しませんが、これは⼤乗仏教の観点から僧俗を隔てるのはおかしい、という意味か 
 と思います。弘⽂も同じ考えだったのかもしれません。 
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 ・法要本体の時間は20分としました。葬儀場での読経は流れ作業、よく「20分でお願 
 いします」と⾔われるそうです。時間を守らないと⽕葬場は混乱します。これから 
 の法要を考える上で、20分という簡潔さも重要だと考えました。弘⽂師が仕切った 
 ジョブズの結婚式も20分でした。私は毎朝、30分〜40分程度読経します。20分では 
 少し物⾜りなく感じます。ただ現代はスピード社会、You Tubeも短編ものが⼈気を 
 集めております。こちらは結果的には正解でした。 

 ・⾜⽴阿闍梨の発案もあり、これからの法要の形として、参列者全員で読経を交えま 
 した。法要の主役は僧侶ではなく参列者です。理趣経百字偈、光明真⾔、南無釈迦 
 牟尼仏を法要直前に練習し、全参列者でジョブズの魂を偲びました。百字偈は真⾔ 
 密教の秘経・理趣経の中核、簡潔な上絶⼤な功徳を持つお経ですが、⼀般の⽅が読 
 むことはあまりありません。事前にお経の意味や次第の構成を丁寧にご説明しまし 
 た。３⼈の僧侶が集まると、功徳は１０倍になります。お経を理解する参列者は僧 
 侶と同じ、その功徳は１００倍にも２００倍にもなることでしょう。そして「今 
 回、お経は厳（おごそ）かには読 
 まず、⽇頃の鬱憤をお導師様に⼤ 
 声でぶつけて下さい」と呼びかけ 
 ました。ジョブズは仏教に激しく 
 現世利益を求めました。弘⽂師は 
 ⼿を変え品を変え「そんなものは 
 ⼿放せ」と教えたのかもしれませ 
 ん。弘⽂師はそうした衆⽣を抱き 
 かかえ、「望んで地獄に落ちた」 
 とも⾔われます。 

   
 ・リハーサル無しのぶっつけ本番で 

 の法要となりました。１０年ぶり 
 に柄帯を着けた私は所作を何度も間違え、頭の中が真っ⽩になりました。正しい所 
 作は正しい教えと共鳴し供養となります。如何に斬新でも「仏様との対話」が無け 
 れば、法要の意味はありません。滝⾏をしてお酒と⾁を断ち、⾃分なりの準備は整 
 えました。しかしもはやこれまで、そう思った瞬間に「だいしぃしんせいし〜こう 
 さくしゅうせいり」と参列者の百字偈の叫びが沸き上がりました。「ジョブズの魂 
 が仏の光に包まれた！」と感じた瞬間、体の⼒が抜けました。参列していた霊能者 
 は「ジョブズの魂が沼⽥さんに乗り移るのが⾒えた」と⾔います。意識は明確でし 
 たが呼吸が深くなり、仏を全⾝で感じました。仏を感じた参列者が、他にも何⼈か 
 いらっしゃったようです。法要の威⼒、僧侶としての修⾏の重要性を痛感した1⽇ 
 でもありました。ご参列・ご協⼒頂きました皆様には、⼼より感謝申し上げたいと 
 思います。 

 ・化学変化はさらに広がります。１０⽉１１⽇（⽕）の１０⽉明恵会（メタバース寺 
 院公開企画会議）で⼩平先⽣、中島社⻑をゲストにお呼びして、これからの仏教に 
 ついてパネルディスカッションを開催しました。⼩平先⽣のアニミズム論、中島社 
 ⻑の社会的な問題意識、どちらも私達のアーバン・ブッディズムと⼤いに共鳴しま 
 した。四季折々の⾃然の豊かさ、太陽・⽉の微妙な変化で変わる⾵景、これこそス 
 ティーブ・ジョブズが愛した⽇本であった、と⼩平先⽣は⼒説されます。都市で⽣ 
 活する⽇本⼈は、⽇本の中でこうした⽇本を忘れがちになるものです。仏教寺院が 
 衰退する中で、失われゆく⽇本の⾃然の恵みをメタバース上に再現する、そんな可 
 能性を感じる対談でした。古いものが案外、⼀番新しいのかもしれません。 
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 ２．⼀⽔四⾒ 〜宝瑞院⾼野⼭研修  〜 
  １０⽉２１⽇（⾦）〜２３⽇（⽇）に私が宝瑞院に参加して初めての参拝ツアーを 
 開催しました。元本⼭布教師・⾜⽴信⾏阿闍梨にご案内をお願いし、皆様には「究極 
 の⾼野⼭」をご堪能頂きました。⾼野⼭には様々な顔があります。信仰の⼭、修⾏の 
 ⼭、観光の⼭、⽂化・歴史・芸術の⼭、さらには曼荼羅世界を弘法⼤師が３次元化し 
 たメタバース空間という意味での経典の⼭でもあります。私にとってはこの「経典の 
 ⼭」としての「顔」が、この⼭の⼀番の魅⼒です。 

  弘法⼤師は唐の都・⻑安（現在の⻄安）の⻘⿓寺で密教を学びます。私も何回か⻘ 
 ⿓寺を訪ねました。⻘⿓寺は都市型の修⾏道場です。⻘⿓寺と⾦剛峯寺（⾼野⼭）を 
 ⽐べると「⽇本」が⾒える気がします。また深遠な教えを⼭に封じ込め仕組み化・シ 
 ステム化し、仏法の承継を僧侶や⼈間だけに委ねなかった点は、企業経営にも応⽤で 
 きます。ブロックチェーンやDAOの発想に近いのかもしれません。⾼野⼭には⽇蓮、 
 法然、親鸞などの鎌倉仏教の⼤乗の祖師達も眠ります。⾦剛峯寺（⾼野⼭）の思想 
 が、メタバース寺院のヒントにもなりそうです。 
 １２⽉の１６⽇（⾦）〜１８⽇（⽇）、住職をは 
 じめメタバース宝瑞院の幹部メンバーと、極寒の 
 ⾼野⼭の研修参拝を企画しました。今回は紙⾯の 
 都合もあり、テーマを２つにしぼり、⾼野⼭参拝 
 のご報告をいたします。 

 【霊能者と仏教の関係】 
  今回、強い霊能⼒を持つ⽅が２名参加されまし 
 た。直接⼤⽇如来、不動明王、弘法⼤師の霊と交 
 信されて、参考になるお話を伺うことができまし 
 た。私には霊能⼒はありませんが、否定はしませ 
 ん。⾼野⼭にも霊能⼒に関する逸話が多く伝わり 
 ます。ただいくら霊能⼒をお持ちでも、仏教は基 
 礎から勉強しないと分かりません。僧侶と霊能者 
 の両⼑遣いという⽅もいらっしゃいますが、基本 
 的に両者は異なる仕事です。 

  私のお師僧は⼤栗道榮という⽅で、約８年間教えを受けました。遷化後に⼀度、霊 
 能者にお願いしてお話を伺いました。霊能者がいなければ、私は死後のお師僧から教 
 えを受けることはできません。ただたとえば、この霊能者がお師僧から仏教を学べる 
 のかといえば、それも違います。⽣前、８年間教えを受けても理解し尽くせない仏教 
 を、霊や魂に接続できるだけでは、とても理解できないと思います。霊能⼒は仏道修 
 ⾏に有利かもしれません。ただ霊能者で「仏教を分かっている」と思う⽅には、私は 
 出会ったことがありません。霊能⼒の⾼い僧侶の書籍を読んでも、素晴らしいとは思 
 うのですが、仏教としてはピンと来ません。だからこそ今回のように霊能者が⾼野⼭ 
 で学ばれること、私は意義深く、またとても嬉しく感じるのです。 

  密教ではこれを「衆⽣の⾃秘」と説明します。本来、仏教に秘密はありません。た 
 だ⾃分の濁った⽬や先⼊観、それに判断⼒の未熟さゆえ、正しい理解には⾄らないの 
 です。霊能⼒は仏教理解を助けることもありますが、濁りや思い込みの源になるケー 
 スもあります。⼤⽇如来は２４時間３６５⽇、その⼈に合わせて説法を繰り返してお 
 られます。実は誰もがこの教えを受け取ることが可能なのです。この受信装置の性能 
 を上げることが仏道修⾏とも⾔えるのかもしれません。また神社仏閣は、⼤⽇如来の 
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 説法が聞き取りやすい場所です。この点に関して、私は神仏の区別はしません。 

 【ミッションと使命の相違】 
  今回の⾼野⼭でもう⼀つ感じたのは、⾼野⼭は「菩提⼼の⼭」、⾔い換えると「使 
 命の⼭」という点です。「使命」は「ミッション」と翻訳され、経営学では「会社経 
 営はミッションが重要」とも⾔われます。現時点での私のミッションは  「神仏（量⼦ 
 論で説く「意識・情報領域」）と⼈間および⼈間社会とを、あらゆる⼿段を活⽤しな 
 がら、個々⼈及びそれぞれの社会の必要に応じて、最適な⽅法でつなぐことで、全て 
 の⼈の利益（りやく）に貢献します」  です。伝統仏 
 教も先端科学も、「お⾦儲け」という⼊⼝も、私に 
 は  「あらゆる⼿段」  の⼀つです。神仏の違いにはこ 
 だわりがなく、他宗教もスピリチュアルも、Time 
 Waverなど量⼦デバイスも、私には仏教なのです。 

  仏様と向き合う際には、私は以下の３点を重要と 
 考えます。ⅰ）神仏と対話をしているか？ ⅱ）そ 
 こから気付きが得られたか？ ⅲ）結果として⾃分 
 の⾏動を変えたか？ 
  その中で重要なのはⅲ）、実際の⾏動が変わらな 
 い読経・勤⾏は、単なる作業です。ⅰ）に失敗して 
 も、毎⽇の勤⾏で何かに気づき、僅かでも改善でき 
 れば、半年程度で⼈⽣は⼀変します。読経・勤⾏は 
 ⼈⽣を変える真剣勝負なのです。 

  今回の⾼野⼭では、「ミッション」と「使命」は 
 同じなのか？を考えました。正解はありませんが、以下は私の考えです。ミッション 
 は命の下の概念、命がミッションを使うイメージです。ところが使命は「命を使う」 
 と書きます。使命が命を使います。「命を使う」と⾔うと神⾵特攻隊などを連想し、 
 おどろおどろしいイメージにもなります。ただ菩提⼼は時に命を超える働き、単なる 
 ミッションでは、命の躍動は⼩さく、輝きも限定されます。そうなると⾼野⼭の霊⼒ 
 も「猫に⼩判」なのです。ちなみに⾼野⼭は弘法⼤師を導いた⽝を尊重するので、猫 
 を飼うお寺は少ないと⾔われます。 

  新型コロナの影響で、仏教寺院の経営はますます厳しさを増していますが、⾼野⼭ 
 には観光客が溢れておりました。新型コロナをチャンスに変えた寺院・施設も多かっ 
 たようです。以前と勢⼒図が変わりました。⼀⽅で伝統に胡座をかき、衰退する兆候 
 もあちこちで⾒えました。先⼈の残したこの遺産を次世代に継承しよう、当事者がそ 
 んな使命観を持たない限り、本⼭の継承すら困難な時代を迎えつつあります。 
   
  宗教の退潮は先進国共通の現象です。先進国には命を賭けるに値する課題が消失、 
 命を超える宗教のような概念はニーズがありません。新型コロナも⼀昔前なら宗教の 
 出番でした。使命なき時代は幸せです。ただいつまでも、平和な時代が続く訳ではあ 
 りません。たとえミッションのレベルでも、無理のない範囲であっても、平和な今も 
 社会にイノベーションは必要です。新型コロナを通じての⼤⽇如来の説法を、私は⾼ 
 野⼭でそのように受け⽌めました。使命が必要とされる時代に備え、私も⾼野⼭を守 
 り継いでいきたいと感じました。メタバース寺院においてもいずれブロックチェーン 
 を実装し、この決意を現実化していければ嬉しいです。 
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 【今後の明恵会（公開企画会議）のテーマ（案）】 
 宝瑞院の⼀般向け勉強会である明恵会（公開企画会議）のテーマ（案）をご案内い 

 たします。各⽇時間は16時〜18時、会場は未定（NFTが進んでいると⾔われるシンガ 
 ポールでの開催などの案も出ております！）、毎回ZOOMでもご参加頂けます。 

 どちら様も参加できます。 

 ⽇   寺院構築のための仏教講座  メタバース公開企画会議 

 11⽉8⽇(⽕)  仏教の発祥（仏教の５つの側 
 ⾯） 

 メタバースの定義とSpatial研究共 
 有 

 12⽉13⽇(⽕)  お経とは何か（聖書との違い）  メタバースとエンタメ活⽤事例 or 
 討論会 

 1⽉10⽇(⽕)  ⽇本の仏教の各宗派（⽇本の仏 
 教の特⾊） 

 デジタル法要・供養・墓地管理は 
 来るのか？ 

 2⽉14⽇(⽕)  お寺とは何か（⾼野⼭⾦剛峰寺 
 を題材に） 

 ウォレットとは？メタバース寺院 
 との連携は？ 

 3⽉14⽇(⽕)  仏教の法要  NFTと我々が⼿掛けるNFTは？ 

 4⽉11⽇(⽕)  仏教とスピリチュアル  ポイントエコノミーとトークンエ 
 コノミーとは？ 

  ご要望がありましたら検討しますので、お知らせください。 

 【宝瑞院⾼野⼭研修視察】 
 ⽇ 時：12⽉16⽇（⾦）〜18⽇（⽇） 

   こちらはメタバース寺院検討のための宝瑞院関係者対象の視察ツアーです。観 
 光、祈祷などのニーズには対応しておりません。⼀般にも公開しますので、メール 
 等でお申し込みの上、ご⾃⾝で宿坊等を⼿配されご参加下さい。 

   以下のテーマを考えておりますが、天候などの事情で変更する場合があります。 
  ① ⾼野⼭での修⾏ 嶽弁天（⾼野七弁天）参拝 
  ② ⾼野⼭での神仏習合  丹⽣都⽐売神社、清⾼稲荷神社、 
  ③ ⾼野⼭の設計 壇上伽藍、⾦剛峰寺、奥の院、⼤⾨、根本⼤塔 
   
 【Time Waverセッションのご案内】 
  本年8⽉1⽇よりCIF認定セラピストとなりました。Time Waverのセッションをご希 
 望の⽅、お問い合わせ下さいませ。いずれも時間は1時間です。 

 料 ⾦  備 考 

 CIF認定セッション  1回22,000円  個⼈：原則2回セット（来年2⽉まで） 

 星平会海Time Waver  1回35,000円  個⼈：占星学を組み合わせた 

 祈願Time Waver  1回10,000円  個⼈＆法⼈：2回⽬以降、波動調整のみ 

 ビジネスTime Waver  1回100,000円  法⼈：1回2時間、原則6か⽉セット 
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 【宝瑞院とは（寺院概要）】 
 名 称：宗教法⼈ 宝瑞院  （⼭号 紫雲⼭）浄⼟宗系単⽴寺院 
 開 ⼭：⻁⾓（こかく）⼤和尚（約450年の歴史） 
 ご本尊：阿弥陀如来       
 場 所：茨城県神栖市平泉２１３７－７ 
 （登記上の所在地は東京都港区⻁ノ⾨三丁⽬８番１４号） 
     またメタバース上に分院・墓地等を竣⼯予定です 
 連絡先：０８０（１６１８）６８１０ 
     メール：shiunzan.houzuiin@gmail.com 
 役 員：住 職 杉浦 英雄（ひきこもり住職、アバター住職） 
     副住職 沼⽥ 榮昭（Time Waver副住職）       
 公式WEB https://www.houzuiin.or.jp/ 
 公式Facebook   https://www.facebook.com/shiunzan.houzuiin 
 公式LINE   ＠666whvwj （左のQRコード参照） 
 副住職のリザ－ブストック： 
 https://www.reservestock.jp/page/index/41382 
 副住職のYou Tubeチャネル（チャネル登録お願いいたします！） 
 https://www.youtube.com/channel/UC0REfYWuad8KPPt4LkZ_ZYg 

 【発⾏者のご案内】 

 沼⽥ 榮昭（宝瑞院副住職・リアル曼荼 

 羅プロジェクト主宰） 

 楽天・サイバーエージェントなど有⼒企業の 

 上場を⼿掛け、「伝説の株式公開請負⼈（⽇ 

 経新聞記事より）」と⾔われる。現在もス 

 タートアップ企業の発掘・育成・投資に現在 

 も邁進。2000年〜2021年まで21年間、サイ 

 バーエージェントの社外役員を務める。 

 ⾼野⼭真⾔宗⼤⽇寺で得度、宝瑞院（茨城県神栖市・浄⼟宗系単⽴寺院）副住職。中 

 華⼈⺠共和国主治中医師（内科）、⼤阪⾳楽⼤学客員教授、復旦⼤学（中国・上海） 

 ⽇本研究センター客員研究員。CIF認定セラピスト（Time Waver）。 

 ファイブアイズ・ネットワークス株式会社 
 〒150-0044 

 東京都渋⾕区円⼭町５－４ フィールA渋⾕１４０２号 
 isao.numata@5is.co.jp 
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