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第 34 回 真光院と瀧籐尊教像 

筆者：林 久治（記載：2017 年４月 11 日） 

（１）前書き 
私（筆者の林）は Random Walks （乱歩）という題名で偏屈老人（林久治）の気

侭な紀行文のサイトを始めている。私の紀行文では、通常の紀行文にはない、斜め
目線からのご紹介を書くことに拘りたいと思います。通常の紀行文に関しては、既
に優れたサイトが沢山ありますので、それらをも引用しつつ、ユニークなご紹介を
記載することに心掛ける所存です。 
私は、本年の３月 19 日から３月 31 日まで大阪・北千里の息子宅に滞在した。そ

の間、私は運動を兼ねて、近畿地方の神社仏閣を参詣した。今年の桜は、日本中で

遅れている。予想では、東京の開花は３月２１日で満開は４月２日となっていた。

大阪の開花は４月１日で満開は４月９日の予想であった。そこで、桜散策を諦め、

29 日には大阪銅像の探索を行った。 

ヒロ男爵のサイトには「銅像指名手配」の項目があり、その大阪欄には次の銅像

が記載されている。与謝蕪村（淀川神社）、五代友厚（大阪市立大学）、やしきた

かじん（大阪・北新地・、2014/10 建立予定/計画とん挫？)、保田佐久三（大阪府

松原市）、役小角（大阪府箕面市）、科学と工業の先覚者（１１名：大阪府門真市

松下電工本社前広場/事前の見学許可要）。 

五代友厚像と役小角像は各地に沢山あ 

るので、今回は探索をしなかった。「た 

かじん像」は立ち消えのようである。門 

真市にあるパナソニック本社には、「松 

下幸之助歴史館」がある。ここに電話し 

て先覚者像の見学を依頼してみた。しか 

し、電話口の男性にけんもほろろに断ら 

れたので、私は腹が立って「決して行っ 

てやるまい」と思った。結局、この日に 

探索したのは、与謝蕪村像と保田佐久三 

像であった。 

前々回の記事/fでは、淀川神社の蕪村 

像探索の紀行文を書いた。前回の記事/f 

では、松原市の保田神社と佐久三像探索 

の記事を書いた。今回の記事では、天王寺 

の真光院と瀧籐尊教之像を紹介する。昨年、 

私は近畿地方で「ヒロ男爵」のサイトに掲 

載されていない銅像を探していた。その時、 

偶然に２）のサイト/lで、瀧籐尊教之像が 

大阪市の和宗総山四天王寺にあることを発 
見した。そこで、今回、松原市を散策して、 
天王寺駅に帰ってきた時、ついでに四天王 
寺に行って、瀧籐尊教之像を探して見よう 
と思った。図１に、四天王寺周辺の地図を 
示す。 
 

 
図１．四天王寺周辺の地図 

本図は１）のサイト/mより拝借。 

http://www.japanprobe.com/2007/12/13/fearless-mouse/
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-32.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-33.pdf
http://www.narahara-art.co.jp/works/2009/12/post-19.html
http://www.narahara-art.co.jp/works/bronze/index.html
http://www.narahara-art.co.jp/works/2009/12/post-19.html
http://www.narahara-art.co.jp/works/2009/12/post-19.html
http://burari.on.coocan.jp/uematidaiti.htm
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（２）瀧藤尊教猊下 

 瀧藤尊教師は、四天王寺では「猊下」と呼ばれている偉い方である。「猊下」と

は、首座の聖職者の敬称。ローマ教皇やダライ・ラマに使われる、仏教では門主、

門跡、管長、僧正などに対して用いる。しかし、残念ながら、ウィキペディアには

「瀧藤尊教」の項はない。ネットで検索すると次のような記事があった。（なお、

記事の内容を緑文字で、私（林）の意見や注釈を青文字で記載する。） 

①死亡記事（2010/12/9 付）を本稿最後の引用資料欄の３）のサイト/に示す。 
この記事から、師は四天王寺管長を務められたこと、88 歳のご高齢であったこと、僧侶

でありながらご子息がおられたことなどが分かった。キリスト教の聖職者や仏教の出家者

には性交を禁じる戒律があるようである。特に古代では、性欲による悪行が蔓延していた

ので、禁欲の戒律が重要視されたのであろう。しかし、現代では人類の理性が進歩してい

るで、私は「男女の愛情による性交は、出家や在家に拘わらず、禁止すべきではなく、む

しろ人類のために推奨すべきである」と考えている。 

②記事「四天王寺 105 世管長瀧藤尊教師」を引用資料欄の４）のサイト/2に示す。 
 この記事から、瀧藤師は宗教家のみならず優れた教育者であったことが分かった。師は、

比叡山の百日回峯行を体験されたそうであるが、千日回峯行はやられなかったようである。

私は本ＨＰの「私とは？/fの記事」で、お釈迦様の悟りを次のように解釈した。 

「苦行や神様に頼っても何も得られない。そもそも、神様はいない。人間は死んだらす

べてがお終い、後には何も残らない。従って、自らに頼れ（自業自得）。この世のすべて

は空（くう）である。つまり、とどまることなく生まれ、やがて消えていくということの

繰り返しである（諸行無常。）しかし、この世にあるものは、すべてお互いに因となった

り縁となったりして成り立っている（因縁）。その因や縁が変われば必然的に滅するもの

もあり、また生ずるものもある。この世のすべてが移ろい行くのは、すべての存在がつな

がりあい、支えあっているからである。そういうことを認識すれば、心に悩みはなくな

る。」私の解釈によれば、千日回峯行は極端で有害無益に思える。百日回峯行で、充分で

あろう。なお、瀧藤師の「慈恩の生涯」に関する講演は、５）のサイト/lで聞けます。 

③「人間共生 」は、ＮＨＫ教育テレビの 「こころの時代」で放映された（年月不

明）。本番組の内容は、６）のサイト/mをご覧下さい。本番組の冒頭に紹介されて

いる瀧藤尊教師の略歴のみを、引用資料欄の６）のサイト/mに示す。 
本番組は、瀧藤師が天王寺学園の校長から、四天王寺の管長に就任した年に収録されて

いる。 

 以上の予備調査により、師の銅像は四天王寺か天王寺学園にある可能性が大きい

と思い、今回の探索を開始した。 

 

（２）四天王寺 

 四天王寺の境内図を次ページの図２に示す。私（林）は去年の３月 28 日に四天

王寺を参詣し、第２回の記事/fにその紀行文を書いた。また、ネット上でも四天王

寺の記事は多い。従って、本稿では改めて四天王寺の紹介はしない。ただ、残念な

ことに前回の参詣時には、中央伽藍が改修中で、テントにすっぽりと覆われていて、

拝観することが出来なかった。今回の参詣では、金堂は未だテントに覆われていた

が、五重塔は見えたので、その写真を図３（p.4）と図４（p.5）に示す。 
四天王寺の五重塔は、593 年の創建以来、何度も焼失・倒壊している。20 世紀に

入っては、1934 年 9 月 21 日、近畿一円を襲った室戸台風によって五重塔は倒壊。
1940 年、努力のすえに再建されたが、それも束の間、1945 年の大阪大空襲により全
焼。現在の塔は 1959 年建立の八代目で、高さ 39.2ｍ。鉄骨鉄筋コンクリート製で
屋根は本瓦葺となっている。相輪（天井部の９つの輪が付いた棒の部分）が 12.3ｍ

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0901G_Z01C10A2CC0000/
http://blog.goo.ne.jp/kctk1/e/5dcac2d3d197306568cfa5fe1d5681b2
http://masaniwa.web.fc2.com/M-9.pdf
http://www.meisoukousou.com/bn06.html
http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-105.htm
http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-105.htm
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-2.pdf
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あり、全体の３分の１にもなる。現在の塔は戦後の再建であるが、建立当時の姿を
保存している。その上、昨年の改修で大変綺麗になっている。日本の古い五重塔は、
古色蒼然としているものが多いが、私は綺麗に彩色された塔の方が好きである。 
（本文は、５ページに続く。） 

 

 
図２．四天王寺の境内図 ７）のサイト/lより、本図を拝借 

 

 

http://ys2001hp.web.fc2.com/yougo-Shitennnouji.html
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図３．四天王寺 上：南大門からみた仁王門と五重塔、下：仁王門と五重塔。 
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図４．上：仁王門と五重塔 下：あべのハルカス（左）と五重塔（右） 

 第２回の記事/fでは、元三大師堂を紹介しなかったので、その写真を図５に示す。

私は第 30 回の記事/fで、大津市坂本の元三大師堂を紹介した。四天王寺にも元三大

師堂があるので、大師は余程偉い僧侶であったのであろう。四天王寺の伽藍の多く

は大阪空襲で焼失したが、本堂は焼け残った建物の一つである。1618 年建立で重文

である。元三大師は、第十八代天台座主で、名を良源（りょうげん）、諡号を慈恵

大師（じえだいし）といい、985 年１月３日が命日であることから、 元三大師と尊

称されている。元三大師に祈れば智恵を授かることから合格祈願のお詣りが絶えず、 

角大師（つのだいし）と変身して、 魔をしりぞけてくださる他、 身体健全・家内

http://masaniwa.web.fc2.com/RW-2.pdf
http://masaniwa.web.fc2.com/RW-30.pdf
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安全・心願成就等、 至心に祈りを捧げる参詣者に、無限の守護と霊験を与えてくれ

るらしい。 

 本堂の前に「ちえの輪」があり、そこには次のような説明がある。 
元三大師堂は知恵の殿堂です。この輪をくぐりさらに大きな知恵をお受け下さいますよう

合掌して御本尊元三大師のご真言「おんばらだはんどめいうん」と唱えてくぐりぬけて下

さい。 

 
図５．元三大師堂 

 

（３）真光院の胸像 

 私（林）は瀧藤尊教師の銅像を四天王寺で探したが見つからなかった。考えてみ

れば、四天王寺の歴代管長は百余人おられるので、管長の一人に過ぎない瀧藤尊教

師の銅像を境内に飾る理由がない。瀧藤尊教師は四天王寺学園の名校長であったの

で、学園に銅像があるかも知れない。そこで、私は学園（図２を参照）の守衛さん

に「学園に、瀧藤尊教師の銅像がありますか？」と聞いてみた。しかし、答えは

「知りません」であった。 

 そこで、私は最後の望みとして「宝物館」の受付のおばさんに、「瀧藤尊教師の

銅像はどこにありますか？」と聞いてみた。受付のおばさんは本部に電話をして下

さった。その結果、銅像の在処が分かった。おばさんは「猊下の銅像は、中ノ門を

出た先の真光院にあります」と教えてくれた。私は「さすがは四天王寺！聖徳太子

の御心が残っている」と感心した。（しかし、真実を言えば、私は「聖徳太子は架空の

人物で、太子の業績と言われているのは、蘇我馬子の業績であろう」と思っている。） 

引用資料の８）のサイト/mに、光徳山真光院の縁起を示す。 

http://www12.plala.or.jp/HOUJI/otera-1/newpage128.htm
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図６上に、真光院の外観を示す。山門は綺麗であるが、戦後の再建であろう。当

院の看板には「四天王寺支院 光徳山瑞雲寺 真光院」とある。「六万体地蔵尊」

の供養や「不動尊護摩供」を毎月行っているようだ。次ページの図７に、当院の山

門の写真を示す。次ページの図７の写真からも分かるように、境内は狭いながら仏

教寺院の雰囲気がよく出ていた。 

 
 

  
図６．上：真光寺の外観、下左：山門の壁に掲示された案内額、下右：地蔵様の案

内板。 
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図７．真光院の山門、 

 

なお、境内のお宅には、「瀧藤尊淳」の表札があった。これより、「瀧藤尊淳師

が瀧藤尊教師の跡を継いで当院の住職となり、ご健在である」ことが推測される。

「尊淳師は尊教師のご次男だそうであるが、ご長男はどうされたのか？」との疑問

がある。しかし、私はネットからはその解答を得ていない。 

次ページの図８に、真光院境内の地蔵像を示す。当院を参拝した月に、娘の第３

子である長女が生まれたので、私は子抱き地蔵さんに、娘と孫達の健康を祈った。
（私は仏教グノーシス派であるので、神仏の存在を信じない。私が祈ったのは、宇宙の叡

智を象徴している地蔵さんである。）狭い境内を探索しても、猊下の銅像は見当たら

ない。そこで、私はやむなく坊の呼び鈴を押した。すると、一人のお婆さんが顔を

出されたので、私は次のように尋ねた。 

私「ここに、瀧藤管長の銅像があると聞いて来たのですが、ありますか？」 

お婆さん「猊下の銅像は本堂にあります。」 

私「銅像を拝見できますか？」 

お婆さん「私は留守番なので、（住職に？）聞いてきます」 

 しばらくして、留守番の方が現れて、本堂の中に案内して下さった。本堂の中央

には本院が祀っている仏像が数体安置されていた。その左隅に２体の胸像があった。

次ページの図９にその写真を示す。その内の１体は、私が見慣れた猊下の銅像であ

った。しかし、もう１体は誰か分からなかったので、留守番の方に伺うと「猊下の

お父様」だそうである。（本文は、10 ページに続く。） 
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図８．左：子抱き地蔵、右：ドラエモン地蔵 

 
 

  

図９．上：真光院の本堂に

あった２体の胸像 

下左：胸像に「真光院第二

十九世瀧藤準教先生寿像」

の銘がある。 

下右：胸像に「四天王寺第

百五世管長 真光院第三十

世 瀧藤尊教猊下傘寿像」

の銘がある。 
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私は「胸像の写真を撮ってよろしいでしょいうか？」と尋ねると、留守番の方は

また奥に行かれて可否を聞いて来られた。「よろしい」とのご返事であったので、

私は２体の胸像を撮影した。その写真を図９に示す。 

尊教像は銅像製作会社のＨＰにしか掲載されておらず、この像の記事はネット上

にはない。（勿論、ヒロ男爵のＨＰにもない。）そういう意味でこの胸像は「準バ

ージン像」と言える。一方、準教像はネット上には全く存在せず、正真正銘の「バ

ージン像」である。私は「ヒロ男爵の鼻をあかしてやった！」と得意に思った。 

 

（４）瀧藤準教先生と瀧藤尊淳先生 

 真光院を参詣して、瀧藤尊教猊下の父上が瀧藤準教先生で、ご次男が瀧藤尊淳先

生であることが分かった。猊下の家系は妻帯して、代々真光院の住職を務めている

ようだ。私（林）は瀧藤準教先生と瀧藤尊淳先生の経歴をネットで調べてみた。そ

の結果を以下に記載する。 

 ウィキペディアの「四天王寺大学短期大学部」によれば、「本学は、1957 年 に

大阪市天王寺区元町 17 に開学し、初代学長は瀧藤準教である」そうである。（なお、

四天王寺大学は 1967 年に開校。）「日本仏教文化協会」の初代役員名簿（1965 年）

には、３名の副会長の一人が「瀧藤準教」であった。９）のサイト/m（岡崎市岩津

小学校）に、「大阪市瀧藤準教」が昭和９年６月に「二宮金次郎」の石像を寄贈し

たとの記事がある。（準教先生はこの小学校の卒業生かも知れない。）四天王寺支院真

光院の準教先生は「仏跡を慕いて」という本を 1962 年１月に出版している。1985

年４月 30 日発行の「大阪春秋」第 43 号（特集：聖徳太子と四天王寺）に、「座談

会：聖徳太子と四天王寺」の記事の４名の座談者の筆頭が準教先生である。 

  
図10. 左：岡崎市岩津小学校にある二宮金次郎の石像（９）のサイト/mより：台

座に大阪市瀧藤準教の刻がある。）右：四天王寺日想観の法要（10）のサイト/よ

り：導師は瀧藤尊淳師であろう。） 

  

図 11. 左：四天王寺学園理事長・瀧藤尊淳先生 

右：四天王寺大学教授・瀧藤尊照先生 

 

http://kinjiro.a.la9.jp/iwazu.htm
http://kinjiro.a.la9.jp/iwazu.htm
http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC24H0B_X20C14A9AA1P00/
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 「学校法人四天王寺学園」（理事長：瀧藤尊淳）には次のような設置学校がある。

四天王寺大学、四天王寺大学短期大学部、四天王寺高等学校、四天王寺羽曳丘高等

学校、四天王寺中学校、四天王寺羽曳丘中学校。四天王寺学園中学校、四天王寺学

園小学校。「学校法人四天王寺学園」の平成26年度報告書には、理事長、筆頭理事、

および筆頭評議員の欄に「瀧藤尊淳」の名前がある。「大学への寄付について」の

記事には瀧藤尊淳理事長と岩尾洋学長の写真と挨拶が記載されている（図11左を参

照）。「三宅龍雄大人を偲ぶ会での来賓諸師のスピーチ」で和宗総本山四天王寺執

事長の瀧藤尊淳先生が次のように話されている。 
実は私は生前の龍雄先生と一度もお会いしたことがないので、私がご挨拶をお引き受け

して良いものか迷っておりました。ここでお話しする内容は、私というよりも、私の父で

ございます尊教と龍雄先生が非常に親しくさせていただいておりました関係で、四天王寺

を代表しまして龍雄先生のご遺徳を偲び、一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。 

2014 年 10 月 3 日付の日経新聞に「夕日が照らす極楽浄土 四天王寺日想観の法

要」という記事があるその記事の内容を引用資料（10）のサイト/）に示す。私は四

天王寺の組織を知らないが、2014 年 10 月 3 日の時点では、瀧藤尊淳師は四天王寺

の執事長をも務められていたようだ。現在、瀧藤尊淳師は社会福祉法人・四天王寺

福祉事業団の理事長も務められておられるようだ。 
 その他、「自己回復と生活習慣」という時潮社の本（2015 年刊行）の共同執筆者
として、瀧藤尊子（四天王寺大学講師）、瀧藤尊照（四天王寺大学・四天王寺大学
短期大学部教授）、瀧藤順聖（四天王寺高等学校・四天王寺中学校講師）の名前が
ある。瀧藤尊照先生は関西医大卒業の外科医で、ヨガ医学を研究している。また、
関西テレビで番組審議会委員会の委員長代行もされている（図 11 右）。以上の情報
より、瀧藤家の人々は四天王寺と四天王寺学園で有力な人脈を形成していることが
分かった。 

 次回は、真光院の近くにある愛染堂と大江神社を紹介する予定である。 
 
引用資料 

１）のサイト：http://burari.on.coocan.jp/uematidaiti.htm 
２）のサイト/l：株式会社・楢原ブロンズ彫刻社のＨＰ 
３）のサイト：http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0901G_Z01C10A2CC0000/ 
日経新聞の死亡記事（2010/12/9 付）：瀧藤 尊教氏（たきとう・そんきょう＝元和宗総

本山四天王寺管長）８日、慢性呼吸不全のため死去、88 歳。自宅は大阪市天王寺区夕陽丘

町４の８の真光院。本山葬は 11 日午後１時から同区四天王寺１の 11 の 18 の四天王寺本

坊五智光院。喪主は次男、尊淳氏。 

４）のサイト：http://blog.goo.ne.jp/kctk1/e/5dcac2d3d197306568cfa5fe1d5681b2 
「四天王寺 105 世管長瀧藤尊教師」の記事 

先生は頼まれて、あちこちで講演され、その法話は人々の心に深く届いて、今も輝いて

いることだろう。2010 年 12 月８日。88 歳の天寿を全うされ、遷化された。「天花燦々」

先生から頂いたこの額が、私を見下ろしている。 

 長い間、四天王寺学園高等学校の校長をされ、天下に「よんてん」と称される女子の名

門進学校を作られだ、立役者であった。池田先生のお力を得て、今日の女子の名門進学校

の地位を不動のものにされた。おそらく有名大学への進学率の序列では、日本で１，２位

を争うだろう。 

 表面はいつもにこやかで、会うのが楽しいお人柄だが、心の中にはとてつもない修行を

積まれ、苦しみを乗り越えた強靭な精神力を宿しておられた。学徒出陣して鉄砲の弾もく

ぐり、比叡山の百日回峯行を体験されたこと、比叡山から毎日、京都大学まで通学された

ことなど、とても常人では、できないことを体験し、心を鍛えられたお方である。（詳し

http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC24H0B_X20C14A9AA1P00/
http://burari.on.coocan.jp/uematidaiti.htm
http://www.narahara-art.co.jp/works/bronze/index.html
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0901G_Z01C10A2CC0000/
http://blog.goo.ne.jp/kctk1/e/5dcac2d3d197306568cfa5fe1d5681b2
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くは師の自伝「慈恩の生涯」を一読されたい） 

 先生は聖徳太子を心から尊敬、敬愛されていた。先生の口から「タイシ」という言葉が

出た時、僕は「ダイシ」弘法大師という言葉に馴染んでいたので、タイシ という言葉に

は少し違和感を覚えていたが、それが聖徳太子と弘法大師の違いである事が後になってわ

かった。四天王寺は「和宗」の総本山であるが、天台宗・比叡山系で、真言宗・高野山系

とはちょっと違った感覚を抱く。と言っても、四天王寺の境内には、四国８８カ所遍路の

お砂場があり、弘法大師の像もある。 

 1993 年は聖徳太子が摂政になられてから、1400 年になる。四天王寺では一山あげて、

聖徳太子の恩徳をたたえる 1400 年祭がとり行われた。その時、「聖徳太子讃歌」を作っ

ては、とお声をかけてくださったのが、当時の第百五世管長。瀧藤猊下であった。作曲家

にとっては誠にありがたい話で、思いの丈を詞と曲に載せて、猊下の聖徳太子への敬慕の

念と、私の太子への思いを重ねて作詞作曲した。当日は在校生 400 人あまりと、私が指導

していた合唱団とで「聖徳太子讃歌」を歌い上げた。（以下は、省略） 

５）のサイト：http://www.meisoukousou.com/bn06.html 

６）のサイト：http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-105.htm 
ＮＨＫ教育テレビの 「こころの時代」で放映された「人間共生 」の冒頭部分 

四天王寺管長・瀧藤尊教(たきとう そんきょう)さんは大正十一年四天王寺の支院に生

まれた。東大印度哲学科に入学。学徒出陣で応召す。戦後京大の仏教科に転じた。昭和二

十三年延暦寺大仙院住職。昭和二十六年四天王寺学園に奉職。 林のコメント：四天王寺

の支院とは、真光院のことであろう。 

７）のサイト：http://ys2001hp.web.fc2.com/yougo-Shitennnouji.html 

８）のサイト：http://www12.plala.or.jp/HOUJI/otera-1/newpage128.htm 
当山の縁起は、聖徳太子が 30 歳の時、用明天皇の追善供養を営まれたところ、紫雲に

乗った阿弥陀如来が現れたため、608 年（推古天皇 16 年）阿弥陀如来を本尊とする「無常

院」を建立されたのを創建とする。江戸中期、専海大徳がこの寺を中興、寺号もその時に

変えられた。当山は別名「六万体地蔵尊安置の寺」として有名であるが、この眞光院とそ

の周辺には六万体の地蔵が埋まっており、工事などで地面を掘った際、土中から発見され

るという。付近の地名「六万体町」はここからきている。 

９）のサイト：http://kinjiro.a.la9.jp/iwazu.htm 

10）のサイト：http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC24H0B_X20C14A9AA1P00/ 
中世の頃まで、大阪の姿は現在とはかなり違っていた。上町台地の西側には海が迫り、

視界を遮る建物や森林もない。聖徳太子が創建した四天王寺（大阪市天王寺区）の辺りは

大阪湾の方向に沈む夕日を眺める絶好の場所だった。中世は浄土信仰が広がった時代でも

あった。釈迦の没後 1500 年後には仏の教えが守られない恐ろしい末法の世が来る。阿弥

陀如来のいる極楽浄土に導いてもらおうと、人々は祈りをささげた。 

はるか西方にあるとされる極楽浄土に行くにはどうすればいいのか。観無量寿経（かん

むりょうじゅきょう）はその方法として、浄土の情景を思い浮かべる修行「観想」を 16

種類、記している。その最初に説かれているのが、西方の浄土を思って日が没する様子を

見詰める「日想観」。四天王寺はその修行の中心地としてにぎわったという。 

真偽は不明だが、日想観修行の最古の例は延暦６年（787 年）に行った真言宗の祖・空

海とされる。浄土信仰は皇族・貴族から庶民の間にまで広まり、遅くとも 11 世紀には四

天王寺の西門が極楽浄土の東門に接しているという信仰が確立していたらしい。ただ近世

以降の日想観に関する史料は少なく、修行や信仰としての日想観は長く途絶えていた。 

四天王寺が年中行事として日想観の法要を始めたのは 2001 年秋のことだ。音頭をとっ

た現執事長の瀧藤尊淳さんは「長い歴史の中で廃れたり、簡略化されていった法要を昔の

姿に戻そうという機運が生まれ、この時期に様々な行事を復活させたり、新たに始めたり

しました」と振り返る。 

http://www.meisoukousou.com/bn06.html
http://h-kishi.sakura.ne.jp/kokoro-105.htm
http://ys2001hp.web.fc2.com/yougo-Shitennnouji.html
http://www12.plala.or.jp/HOUJI/otera-1/newpage128.htm
http://kinjiro.a.la9.jp/iwazu.htm
http://www.nikkei.com/article/DGXLASHC24H0B_X20C14A9AA1P00/
http://www.nikkei.com/r123/?n_cid=DSPRM825
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