岡山藩主池田家祈祷所

葉上照澄大阿闍梨 顕彰

天台宗金剛山 常住寺 円務院

常住寺復興プロジェクト

葉上 照澄（はがみ しょうちょう ）

1903 年 8 月 15 日 ～ 1989 年 3 月 7 日。天台宗僧侶、大阿闍梨、延暦寺長﨟で初代印度山日
本寺竺主および世界連邦日本宗教委員会初代会長である。また、ローマ教皇パウロ 6 世と接見
し、平和のために働くことを誓い合う。ニューヨーク大聖堂において法話が実現し、宗教を超え
た世界平和を訴え、後に世界宗教サミットを実現させた。

1903 年（明治 36 年）8 月 15 日、岡山県赤磐郡石生村原
（現在の岡山県和気郡和気町原）の天台宗・元恩寺
住職の葉上慈照の長男として生まれる。

1910 年
（明治 43 年）4 月、石生小学校に入学。

1916 年
（大正 5 年）9 月、岡山県立岡山中学校に入学。
1920 年
（大正 9 年）第六高等学校 ( 旧制 ) に首席入学。

1926 年
（大正 15 年）3 月、東京帝国大学文学部哲学科を卒業。
1926 年
（大正 15 年）大正大学専任講師となる。
1927 年
（昭和 2 年）大正大学教授となる。
1940 年
（昭和 15 年）妻・春子他界する。

常住寺Facebook

常住寺復興プロジェクト委員会

連絡先：天台宗岡山教区宗務所内常住寺復興事務局

電話：086-441-1500・FAX：086-441-1508
e-mail：jojuji.okym@gmail.com

比叡山 延暦寺
根本中堂 中庭

金剛山 常住寺 円務院 縁起
常住寺はもと津高郡江与味村（現 加賀郡吉
備中央町粟井谷、杉谷および久米郡美咲町
江与味）に寺地だけ残っていた円城寺末の玉
泉寺を、岡山城下内山下石山に再興して池田
家の祈祷所としたものです。宝永四年（1707)9
月10日東叡山寛永寺の直末に列した。
同年 10 月27日に伽藍の再建に着手、同 5
年 3 月3日完成して入仏式を行い、現存してい
る本堂はこのときのもの。廃藩後の明治 5 年に
上石井にあった興国山長延寺に合併して同所
に移り、長延寺の寺号を廃して常住寺と称し、
その後和気郡藤野村南光院に合併移転、つ
いで大正 8 年 2 月22日現在の地に移る。
本堂は三間に三間の入母屋造本瓦葺とした
堂で東面しており、大棟の両端に菊の紋章の
ある鬼瓦を飾り、斗拱間の中備に鶴・亀など
の彫刻を入れた蟇股を用い、正面中央の蟇
股には池田家の裏紋とよばれる竜胆の彫刻を
入れている。

楓プロジェクト

比叡山延暦寺 根本中堂大改修にあたり、伐採された中庭の三本
のもみじ。その霊木を常住寺復興プロジェクト委員会が譲り受け、
葉上照澄大阿闍梨の顕彰を中心として、岡山藩主池田家の祈祷
所であった常住寺の復興基金の奉納授与品として、数珠や香合、
笏 、散華や焼香、都五鈷などに再生します。まずは平成 31 年 3
月に常住寺移築百年記念事業として、昭雲工房による三千躰の叩
き彫佛を安置する三千佛堂を境内に建立の予定。その志納の授
与品として、霊木の守り分身佛（木端佛）に活用します。

1941 年
（昭和 16 年）岡山県に帰郷する。

1942 年
（昭和 17 年）合同新聞（現山陽新聞社）に入社し、論説委員をつとめる。
1946 年
（昭和 21 年）3 月、比叡山無動寺にこもる。
1947 年
（昭和 22 年）千日回峰行に入る。

1953 年（昭和 28 年）9 月 18 日、大行満をする。歴代 39 人目。その後、十万枚大護摩供、3 年間で1000 日

の運心回峰行、3 年間の法華三昧行を達成する。

1957 年（昭和 32 年）9 月 21 日、宮沢賢治の生き方に感銘し、25 回忌に合わせ根本中堂前に歌碑を建立発
願した。
「根本中堂

ねがはくは

妙法如来正遍知

大師のみ旨成らしめたまえ」の歌が刻まれている。

1962 年（昭和 37 年）東南寺住職としてインドへ訪問し、それがきっかけとなってブッダガヤに印度山日本寺

が建立されることになり、後に初代竺主となる。

1967 年
（昭和 42 年）世界連邦日本宗教委員会を結成し、会長に就任する。

1975 年
（昭和 50 年）真言宗・高山寺住職を兼任。カトリック・聖フランシスコ教会と兄弟教会になる。

1977 年（昭和 52 年）5 月、イスラム教最高審議会の招聘により超宗派使節団長としてエジプトを訪問し、サ

ダト大統領と会談し、同年 11 月サダト大統領のイスラエル訪問が実現する。

1978 年（昭和 53 年）7 月、ローマ郊外のネミ湖畔で日本バチカン宗教代表者会議が開催され、日本側代表

として徳川宗敬神社本庁統理、長沼基之立正佼成会理事長らと共に出席する。会議終了後、ローマ教皇・

パウロ 6 世と接見し、共に平和のために働くことを誓いあう。その 10 日後にパウロ 6 世が急逝するが、パウ
ロ 6 世の言葉を遺言と受けとめ宗教サミット開催実現に向けて全力を傾ける。

1979 年（昭和 54 年）エジプト・イスラエル平和条約が締結し、シナイ半島返還式典においてイスラム教、ユ

ダヤ教、キリスト教の三教の合同礼拝を実現させる。

1982 年（昭和 57 年）5 月 30 日、ニューヨーク大聖堂において世界平和を実現するためには、宗教および宗
派を超えた協力が必要であるとの法話をする。

1984 年（昭和 59 年）シナイ山においてアメリカ、イスラエル、エジプト、日本の各宗派参加の合同礼拝を実
現させる。

1987 年
（昭和 62 年）比叡山において世界宗教サミット開催を実現させる。
1989 年
（平成元年）3 月 7 日逝去。

「葉上照澄」
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』。2017 年 10 月 1 日（日）00:20 UTC、URL: http://ja.wikipedia.org

かつて岡 山 城の一角にあった岡 山一中に同じ 頃に学んだ誼︵よしみ︶で︑後
輩の父五代教主は葉上先生にじっ懇にしていただき︑先生は私にも何かと目
をかけて下さっていました︒
先生は︑この常住寺に住ま居して通われた岡山一中から六高︑東大と典型
的な秀才コースを歩みながらも︑幅広く文芸の世界にも通じておられ︑さら
には青春のさ中に花開いたロマンスは︑菊池寛の小説﹁心の日月﹂のモデルにも
なるような純粋なものでした︒東大で学んだドイツ哲学を元に︑大正大学の
教壇に立たれる中での新婚生活も束の間︑
この﹁心の日月﹂の夫人が病没され︑
その悲しみは 小 学 生の時に得 度されていた仏 道に一層 歩を 進めさせたようで
す︒仏教学を極めるべく努めながらも︑一人身の年を重ねたお母様のことを案
じて郷里岡山に帰って合同新聞︵現山陽新聞︶に入り︑論説委員としておつ
とめの中に終戦を迎えられました︒
わが国未曽有の混乱の終戦直後︑先生は静かに比叡山に入られました︒日
本の再興のためには︑まず自らを鍛えなおすとのお思いからでした︒ほどなく︑
白麻装束に懐剣を身に帯しての︵挫折した時の自決用︶千日回峰というこの
上ない苛酷な修行に入られました︒その間︑九日間の不眠不休不臥︑断食断
水という死の渕に立って祈り続ける時もある回峰行でした︒悲愴感さえ漂う
この修行にもかかわらず︑〝大廻〟
と言われる京都市内外を一日で巡り続ける時
など︑先生はご自身を﹁動くお地蔵さん﹂とユーモラスに称されていたとのこ
とです︒それは四万キロにも及ぶ長丁場でした︒加えて更に千日間ずつの別の
修行を二回重ね︑計三千日の修行を終えられた先生の為すべきことは︑ひた
すらの世界平和への献身でした︒
懸 命のご活 動の中でエジプトのサダト大 統 領と 肝 胆 相 照らす仲にな り︑そ
れはシナイ半島のシナイ山で初めてのユダヤ教︑キリスト教︑イスラム教の代表
者による共同礼拝式典につながりました︒数々の日本人宗教者もいざなって中
東和平に尽くされながら︑世界連邦日本宗教委員会を創立して世の宗教者の
目を世界に向ける機会をつくり︑さらに世界宗教者平和会議日本委員会と共
同して比叡山宗教サミットも創設されました︒
一方︑比叡山高校の校長を二十年余り勤めて若い人々を育てるとともに︑仏
教誕生のインドに仏教の再興を願い祈って釈迦成道の聖地ブッダガヤに日本寺
を建立して初代竺主になり︑また請われて宗派の異なる高山寺の住職に就任
して明恵上人の顕彰に努められ︑さらには﹁スポーツは道徳教育﹂とのお考え
から︑大正大学時代に創部されたカヌー部の縁でミュンヘンオリンピックにカヌー
の総監督で行かれるなど︑その活動は多岐に亘りまさに席の暖まる間もない
日々でした︒
私が一人の宗教者として︑初めて先生に同行させてもらったのはシンガポール
におけるアジア宗教者平和会議︵一九七六︶でした︒当地の日本人墓地にご案
内しました時︑先生が日本軍人の墓前に額づいて発せられた﹁くやしかったろ
う！﹂との︑腹の底から絞り出すようなお声は忘れることができません︒そ
れは︑終戦直後︑新聞記者として臨まれたミズリー号上での降伏文書調印式
で︑もしマッカーサー︵連合国最高司令官︶が傲岸不遜ならば︑体当たりし
て共に海に沈もうと本気で思われていたこと︱︱ご本人曰く﹁私の内なる極
狂﹂︱︱にも通じる一言でした︒このような一人の人間としてさらに日本人とし
てのたぎるような熱情︑その上に立っての平和活動なればこそ︑それは命懸
けて︑体を張っての真剣勝負であったと感じ入り︑心から敬服することです︒
なお︑私の学生時代の共に汗した体育会の後輩で︑高校生のときから葉上
先生に二十年ほどご薫陶いただいた男の心に残っている先生のお言葉は︑﹁いつ
も母親のことを想え﹂であることを申し添えさせていただきます︒

黒住教 第六代教主 黒住宗晴

宗教界・真の大先達 葉上照澄大阿闍梨

︽葉上照澄大阿闍梨 顕彰碑 賛文︾

平成 28 年 3 月 7 日建立

