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ポケモン愛が熱い映画最新作
公開中のポケモン映画２０作目に、
作り手が込めた熱い思いは。

企画特集１ 【宇治 聖林院のお庭から】
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隠元禅師が３５５年前に開いた黄檗宗の大
本山だ。周囲に１０を超す塔頭がたちなら
ぶ。その中のひとつ、聖林院（しょうりん
いん）で５年ほど前、ある「挑戦」が始
柵の一部が取り払われた聖林院。毎週火
曜日の午後はにぎやかになる＝宇治市五
ケ庄

まった。
門前に「みみづく地蔵」が置かれ、みみ
づくさん、と親しまれる聖林院。近くに住
み、地域と寺をつなぐ「みみづく地蔵尊護

持会」をたちあげた葛西敬久さんがある日、聖林院の吉村道夫住職に持ちかけた。

PR

注目情報

「車いすの人たちと一緒に、何かできないでしょうか」
吉村住職の行動は早かった。山門の横の鉄柵の一部を切り取って、車いすのまま庭
に入ることができるようにしてしまった。
葛西さんがそんな提案をしたのは、毎月８日、手作り市を中心に萬福寺で開かれて
いる「ほていまつり」に出店していた「ワークス共同作業所」（南区）に通う人たち
と縁があったからだ。
以来、毎週火曜日の午後に聖林院に集まることが、ワークスの所外活動になった。

お家の「困った」その前に
水回りやカギ、ガラスのトラブルに
朝日新聞の緊急駆けつけサービス
人気の猫ブロガーヤスダさんに聞く
いつまでも一緒にいるためのフードとは

通所者らは約４００メートル離れた最寄り駅から、電動車いすや、ヘルパーさんが押

国公立大学

す車いすで、三々五々、やってくる。

13大学の素顔を紹介！進学先選びに

日差しの強い日は、庭のパラソルやテントの下、雨の日はテラスや室内で話をす
る。門前に手作りの品や野菜などが並ぶ。
今年５月１０日。雨が降る中、お寺の一室に集まった。１カ月ほど前に起きた熊本

進学のすすめ

家事研究家が語る

軽やかな暮らし

スティック掃除機でお掃除が変わる
朝日新聞とマイナビ転職がタッグ組む
厳選した求人情報をお届けします！

地震をきっかけに、この日は「震災にどう向き合うか」という話になった。「地震が
起きたらヘルパーさんは来ることができないよね」「がれきの中に葛西さんの子ども
とボクがいたら、葛西さんは子どもを助けるでしょ？」
お寺が地域の防災拠点の役割を果たせたらいいね、という話にもなった。「ここで
出てくる防災や減災の話は、実のあるものになるのでは。お寺という場に来ること
で、みんながいろんなことを話してくれるようになった。『意識のバリアフリー』で
すね」と葛西さん。
聖林院がめざすのは、お寺という場を介して有形無形のバリア（障壁）をとりは

京都総局から
京都の『今』をリアルタイムでお伝えします。身の
まわりで起きたニュースや、記事へのご意見、ご感
想もお寄せ下さい。
メールはこちらから

ソーシャルランキング
フェイスブック

らっていくことだ。葛西さんたちは、柵にあけた隙間が、薄れかけている寺と地域と
のつながりを取り戻すきっかけにもなれば、と願う。昨夏、ワークスの通所者らがつ
http://www.asahi.com/area/kyoto/articles/MTW20161017270140001.html
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くった行灯などで庭をライトアップする「献灯会」を始め、この夏も開いた。小さな

2

顔面蒼白１年投手が完全試合

庭に、近所の人たちも次々と訪れた。

3

年金受給開始いつになる？

吉村住職は「お寺のバリアフリーはまだまだ進んでいない。いろんな人が安心して
参拝に来て、悩みを話せるようなところがあまりない。このままでは、寺がどんどん
衰退していく。聖林院の柵を取り払ったことは、大きな意味があったと思います」と
話した。
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◇
切り取られた聖林院の柵の幅は１・７７メートル。ここから見えてきたいろいろな
ことを、随時紹介します。
朝日新聞デジタルトップ

地域トップ

江戸時代の数学「和算」を授業に取り入れている
同志社中学校の生徒が作った「算額」が２３日ま
で、南区の映画館「京都みなみ会館」に展示され
ています。アニメ映画「算法少女」が関西で初上
映されるのに合わせた企画です。
ow.ly/3SGT30dIlAR #算額 #アニメ
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