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善永寺
寺 基移 転八 十年法 要

善永寺の萩中移転八十年

善永寺第二十一世住職 高輪真澄
善永寺は鎌倉時代に親鸞の子「善鸞」によって、江戸郊外の
高輪の地に創建されました。善永寺の山号は「高輪山」です。
江戸時代初期、本願寺の准如上人がおいでになり、浄土宗から
浄土真宗本願寺派に改宗しました。のち家康の死後、西本願寺
の 別 院 を 江 戸 内 に 建 設 す る た め 、善 永 寺 の 土 地 を 幕 府 に 献 上 し 、
浅草浜町に別院を創建し、その寺中に移転しました。その後今
から三百五十年前、江戸明暦の大火により全焼、別院と共に築
地に移転しました。別院では「表四か寺」の一つとして、正面
入口の左に位置し、寺院活動を続けました。今の築地場外市場
の中です。明治時代には日本で初めての仏教婦人会「善永寺女
人教会」を組織し、文明開化の先頭になりました。
大正十二年九月一日におこった関東大震災は、ゆれによる崩
壊は少なかったものの、火事により全焼しまし
た。震災後、一時仮本堂は建てた物の東京市の
復興計画により寺町のど真ん中に晴海通りが計
画され、善永寺も墓地が移転対象となり、それ
な ら そ れ を 売 却 し 、引 っ 越 す 道 を 選 択 し ま し た 。
移転は昭和二年より三年ほどかかったようで
す。築地時代五六軒あったお寺が一気に移ろう
とするのですから大変です。その中から何件か
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まとまって引っ越しにかかりました 。
萩中には七軒の他近くに三軒、仙川
に七軒、世田谷の松原、杉並の和田
堀、足立の伊興町など分かれて移転
しました。もちろん残ったお寺もあ
りました。
当時この辺は荏原郡六郷村八幡塚
字大沼といったそうです。最初は今
幼稚園のあるところに仮本堂を建て
ました。過去帳には昭和三年一月二
二日「御尊像を住職奉持檀家一五〇
余名二五台の自動車にて遷御し奉
る 。」 と 記 載 し て い ま す 。 先 代 住 職
の誕生翌月ということで、取りかか
ったと言うことでしょう。
その後現在の地に本堂、庫裏の本
建築に入り、昭和六年一一月に竣工
しました。そのときの入り口が上の
写 真 で す 。玄 関 を 入 っ て 左 側 に 本 堂 、
まっすぐ行くと書院がありました。
当時のことをご存知の方は「広い座
敷で、廊下には滑り台があった。子
ど も 達 も 喜 ん で お 寺 に き た 。」 と の
ことです。交通は今の京急蒲田駅と
雑色駅の間にあった出村駅から徒歩
だったようです。
地域の方とのふれあいは住職。坊
守が町会や婦人会に出て深めていき
ました。現在の幼稚園の場所には戦
前弓道場があったそうです。
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しかし昭和二〇年四月一五日の空襲
により、善永寺は全焼しました。
終戦後防空壕での生活を経て、二二
年仮本堂庫裏が完成しました。住職は
大学生だった先代と共に本建築より子
ども達の心の復興を願い二四年から活
動を開始しました。まず日曜学校を開
設し、それを二五年にボーイスカウト
東京四五団にまとめ上げました。また
二四年に光輪幼稚園を始めました。住
職だけの力ではなく、地域の皆さんと
一緒になって、二つの教育事業を進め
ました。この二つともどんどん大きく
なり共に六〇周年を迎えようとしてい
ます。
昭和三〇年より本堂庫裏の本建築に
入りました。今まで数々の火災に罹災
した経験から防火造りの鉄筋コンクリ
ートを使い、現代の寺として使いやす
い建物を建てました。引き続き幼稚園
の園舎やホールを改築し、六〇年には
書院を建築し、従来の建物も改装しま
した。そのときも門徒の皆様より厚い
懇志をいただきました。次ページ
にご芳名を書かせていただきまし
た。
こうして善永寺は萩中移転後、
従来の門徒の他、地域の皆様と共
に発展しています。ありがとうご
ざいました。
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善永寺復興建築奉賛会芳名

昭和四二年

光輪幼稚園殿 木下重雄殿 高輪淳資 松本秀三殿 市川三郎兵
衛殿 坪ノ内才市郎殿 小林幸之助殿 入江セン殿 佐野幸七殿
津田義一殿 秋田太郎殿 小林五郎殿 中出唯一殿 津田正夫
殿 河村逸太郎殿 牧野衆一殿 源正寺 上杉泰雄殿 森清一殿
波島満津子殿 宮本佐次平殿 竹村章殿 藤掛一子殿 斉藤辰雄
殿 松田盛次殿 津田正夫殿 髙田博文殿 内田きよ殿 田中秀明
殿 五百木一雄殿 倉友長吉殿 平林金之助殿 坂和雄殿 三ツ
橋ツル殿 星次雄殿 山手秀世殿 坂功殿 川端已之助殿 稲田
勢一郎殿 信行寺荒川最勝殿 山下政雄殿 岡部孝殿 塚田卯三
郎殿 堤定作殿 片山正明殿 藤田光彦殿 石村正幸殿 内田孝
一殿 五百木泰孝殿 宮田喜太郎殿 田畑甚太郎殿 岩崎仙太郎
殿 山田イト殿 正真藤代殿 守田正平殿 三堀俊男殿 八色広
明殿 片岡幸男殿 清水一郎殿 杉村哲也殿 石田英太殿・雄弘
殿
北浩殿 大島八郎殿 岡村茂殿 高部親翁殿 三矢謹吾殿
宮城末吉殿 倉友亮治殿 松縄俊夫殿 八島輝夫殿 木沢芳典
殿 片山忠雄殿 河端善孝殿 松倉得次殿 木村豊一殿 小林益
三郎殿 内田清之助・花子殿 宇野盛次郎殿 浅香栄之助殿 吉
氷美枝殿 中野秀夫殿 斎藤定雄殿 柳藤太郎殿 松野靖也殿
丸山実殿 村田晴一殿 島田耕三郎殿 玉利家殿 波塚竹雄殿
丸山美代子殿 吉氷光雄殿 中佐良次郎殿 印牧キク殿 大倉道
昭殿 清水市三殿 江沢茂殿 片岡貞一郎殿 塚田庄太郎殿 谷
口吉松殿 高三松造殿 坂三之助殿 荻原昇次殿 森本しげ殿
高橋静雄殿 鶴田伊一殿 鶴田英正殿 小川広治殿 風間徳太郎
殿 内田和夫殿 瀬川誠一殿 小沢家殿 八木里志殿 岡茂樹殿
野田キヌ殿 寺内常次郎殿 大塚茂殿 宇野博二殿 志太トシ殿
小林捨次郎殿 西山太郎殿 岩谷鷹二殿 鹿子武保殿 小林益
太郎殿 飯塚サダ殿 田島明久殿 穴田栄吉郎殿 中川一雄殿
矢竹良平殿 畔柳角太郎殿 御山光殿 堤賢太郎殿 中出タケ殿
富山三郎殿 中島正子殿 増田功殿 松崎尚支殿 佐伯玉吉殿
鬼塚さく殿 坂口喜一郎殿 坪ノ内雅雄殿 藤田吉広殿 守田康
弘殿 加藤つね殿 佐野ヤエ子殿 宮島藤枝殿 道鎮実殿 荒井
義道殿・ハセ殿 小坂家殿 加藤周蔵殿 内山芳作殿 飯島和夫
殿 白石勇殿 倉友文太郎殿 服部きみ子殿髙尾茂殿 慶国彦殿
ボーイスカウト東京第四五団殿 中川定市殿 安居福恵殿 松
崎静子殿 滝口さだ殿 竹見康之助殿 田中吉右衛門殿 早川留
次郎殿 愛利平殿 井上隆一殿 石川清之助殿 阿部光春殿 宮
越博正殿 斉藤健二殿 石塚広殿 沢崎和之殿 石榑博殿 木野
宏殿 木村登久殿 脇本了殿 池田猪八殿 小林清殿 内田英殿
内田邦夫殿 藤沢要殿 後藤隆殿 髙田利通殿 五百木親義殿
利根川はつゑ殿 道浄精一殿 前田陽之助殿 中山源治殿 三
井誠殿 佐々木精一殿 大畠登久子殿 川口英一郎殿 高見沢実
殿 太田光栄殿 栗田立男殿 前田実殿 斉藤和也殿 大場光郎
殿 高柳信次郎殿 清水豊三殿 木林奈津殿 石丸熊蔵殿 荻原
良子殿 八田忠男殿 津田康平殿 中藪雅応殿 栗山アキ殿 大
島すず殿・十志夫殿 犬山忠男殿 佐野毅殿 濱田義郎殿 建石
五一郎殿 杉下栄子殿 道浄瑞穂殿 北口冨一殿 渡辺益祥殿
大重孝行殿 今井知子殿 杉岡省市殿 小川君枝殿 新山平八郎
殿 戸田勇殿 御山冨士子殿 御山実殿 中村憲次殿 井上虎之
助殿 小林ひで子殿 小林三郎殿 石川三之助殿 滝沢義春殿
山上吉平殿 荒川藤作殿 梅原たま殿・光子殿 島野吉春殿 大
谷銀之助殿 木村力雄殿 田中節子殿 大森八郎殿・和之殿・達
雄殿・秀雄殿 奥田両一殿 小林秀治郎殿 河村善三郎殿 長田
金市殿 和泉良子殿 内山憲一殿 斉藤信三殿 荒井克行殿 内
田慶太郎殿・昇三殿 白河六郎殿 巴文三殿 市川隆樹殿 小川
和市殿 岡田庄一郎殿 吉富一臣殿 酒井重良殿 竜野亘殿 川
﨑清一郎殿 福田勇殿 左右栄蔵殿 横山源助殿 徳田勇雄殿
田中金之助殿 上森昌次殿 平尾清殿 中西政行殿 西田弘太郎

昭和六〇年

殿 森永徳裕殿 内田起ミ殿 奈須田ゆき殿 魚住金弥殿 安東
千代一殿 井上貫一殿 島田たき殿 島本喜平殿 北口富一殿
坪ノ内才吉殿 中山茂殿 會津勲殿 浅田浅雄殿 東健一殿 木
村博殿 菅野庄三郎殿 高岡竹夫殿 滝沢タカ殿 出山かね殿
戸村てる殿 馬場金作殿 広川重雄殿 目片律夫殿 山崎初子殿
吉原徳次殿 菊池洋一殿 吉川石材店殿

善永寺第二次建設奉賛会芳名

高輪淳一 山﨑五郎殿 松本秀三殿 入江セン殿 入江照四殿
津田正夫殿 高輪隆子殿 小林 幸之助殿 若泉徳治殿 高輪真
澄 佐野久治殿 小林和夫殿 石村正幸殿 坪ノ内英雄殿 森清
一殿 遠藤咲子殿 平林茂殿 大谷修一殿 角田勝男殿 内田邦
夫殿 山下幸男殿 片岡幸男殿 中出一郎殿 髙田博文殿 西田
都耶子殿 山手秀世殿 木下きち殿 中山桃唯殿 井上由蔵殿
坂功殿 丸山倫児殿 片山正明殿 牧野衆一殿 西出ムメ殿 川
端進殿 北条祐弮殿 六郷神社殿 槌谷義雄殿 宮本佐次平殿
魚住金弥殿 河村和平殿 江沢茂殿 岩谷鷹二殿 藤木マキ殿
飯塚サダ殿 北村義二・敏子殿 中村定太郎殿 川口英一郎殿
平林静男殿 宮城末吉殿 増田功殿 巴文三殿 奈須田ひろ殿
井上康一殿 田中吉右衛門殿 三ツ橋久三殿 加藤正夫殿 藤田
孜殿 小澤幸三郎殿 守田ヤス殿 荻原道子殿 藤田豊殿 森ツ
ヤ殿 久保ミヨ・富蔵殿 武田耕一殿 加藤邦次殿 愛利平・三
郎殿 宇野盛次郎殿 荒川昇殿 斉藤祥一殿 中川一雄殿 小川
廣治殿 前田陽一殿 小川明殿 五十嵐大八殿 坂和男殿 田中
金之助殿 加藤孝三郎殿 河村逸太郎殿 田中照幸殿 中村敬之
進殿 久保田ハヤ殿 髙田利通殿 杉下栄子殿 浅香栄之助殿
豊田健一郎 殿 宇野 錦治殿 山下治夫殿 武山征夫殿 長田妙
子殿 竹見菊枝・康之助殿 三堀俊男殿 石塚ミツヨ殿 富山信
幸殿 吉氷幸夫殿 高柳正夫殿 山田イト殿 八十島康郎殿 津
田康平殿 飯田登太郎殿 塚田卯三郎殿 酒井寛之殿 藤崎清殿
井上茂雄殿 稲田勢一郎殿 荒井賢一郎殿 小野一夫殿 玉利
信吾殿 髙見澤實殿 梅原光子殿 岩崎喜久殿 池田雅一殿 吉
富 一臣殿 服部 きみ子殿 江藤 聖殿 伊藤美子殿 大場光郎
殿 鈴木正雄殿 平野健司殿 佐原芳枝殿 中田益雄殿 藤掛ヒ
デヨ殿 大島要殿 河端 一枝殿 川﨑清一郎殿 左右栄三殿
前田實殿 守田康弘殿 升野栄子殿 内田徳太郎殿 大野正彦殿
道浄瑞穂殿 志太誠治殿 小林末夫殿 島本英雄殿 八島輝夫
殿 後藤隆昭殿 井口俊一殿 青木恒造殿 頓所憲一殿 宮越
博正殿 河村清住殿 波塚八代枝殿 平林三郎殿 栗田立男殿
山下政春殿 木澤芳典殿 小川まさ子殿 佐野精一殿 波塚竹雄
殿 御山實・冨士子・光子殿 三井誠殿 滝口さだ・平佳子殿
脇本了殿 山崎敏夫殿 内田ヒロ子殿 松倉照夫殿 白浜昭三殿
徳田勇雄殿 米沢正秋殿 内山 憲一殿 木村 登久殿 長井賢
一殿 山上吉平殿 戸井重昨殿 龍野はな殿 牛山康殿 竹村章
殿 朝妻竹子殿 波塚三郎殿 大賀隆之殿 宮川恵殿 奥出源一
殿 吉美正和殿 松縄俊夫殿 池沢和夫殿 大原卓夫殿 後藤一
陸殿 酒井重良殿 片山忠雄殿 丹羽周殿 田島明久殿 大石進
殿 大塚 茂殿 内田作太郎・きみ殿 飯塚修殿 濱田松子殿
栗山なみ殿 新山平八郎殿 東條 恵美子殿 石川 三之助殿 島
田カズ殿 小島よし子殿 小林ひで子殿 大重 忠臣殿 倉友 久
光殿 齋藤維男殿 渡辺次夫殿 古谷 宇一殿 小林幸光殿 藤
沢要殿 菊池洋一殿 八田稔殿 伊藤一男殿 井上喜代子殿 堤
定作殿 北口冨一殿 松倉得次殿村田 久殿 定成 吉太郎殿 穴
田 栄吉郎殿 松山實殿 田中 秀明殿
阿部 光春殿 佐久間
孝一殿 渡辺茂行殿 早川 留次郎殿 中山 茂殿 水竹 一郎殿
後藤 誠殿 清水 市三殿 小林照雄殿 山上孝一殿 平川 守
森永徳裕殿 小今井光子殿 小今井淡水・七洋殿 内田和夫
松橋猛殿 山川三郎殿 内田昇三殿 杉田てる殿 杉田力殿
堤賢太郎殿 河村正雄殿 森本昌和殿 中野秀一殿 矢竹千代
殿
殿

子殿 藤田隆二殿 上森健司殿 中井秀嘉殿 岸村幸枝殿 石丸
努殿 木村久子殿 森泉保殿 前田金太郎殿 正眞久殿 道浄精
一殿 齋藤久世殿 飯塚康殿 木村己代司殿 下村照子殿 髙三
松造殿 市川ヨシ殿 松澤勇殿 杉田巳代殿 鈴木キヨ子殿 今
井知子殿 松野靖也殿 田中耕一殿 風間徳太郎殿 目片律夫殿
柳藤太郎殿 小林幸利殿 藤掛一子殿 榎マキ殿 中村千恵子
殿 遠藤一朗殿 中山隆造殿 佐野欣一殿 坪ノ内雅男殿 星次
雄殿 斉藤和也殿 荒坂進殿 並木金太郎殿 佐々木かよ殿 八
木幸夫殿 田端道宏殿 利根川位一殿 片岡貞一郎殿 佐藤好三
郎殿 阿部とら殿 八木里志殿 和田てい子殿 松田盛次殿 張
振南殿 葉山正徳殿 坂英男殿 内田さち子殿 木澤平助殿 八
色齊殿 羽 賀藤作殿 長田明宏殿 高部智昭殿 大熊 一衛殿
瀬川誠一殿 西出儀雄殿 西出位殿 雨宮澄男殿 吉田勇殿 中
郷八朗殿 大森康之殿 杉岡省市殿 小坂敬三殿 滝沢義春殿
平田 賢三殿 島田耕三郎殿 守田正平殿 木村光子殿 鹿子静
子殿 髙尾茂殿 石榑博殿 中西正太郎殿 大嶋十志夫殿 中藪
雅應殿 香美秀臣殿 矢田進殿 西山太郎殿 香美健作殿 建石
正殿 小林桂殿 石田雄弘殿 田代清子殿 岩崎稔殿 秋田まつ
代殿 髙田榮一殿 田中利明殿 安井 茂雄殿 波島満津子殿
湯本正平殿 金崎正宏殿 南盛男殿 藤田良子殿 ボーイスカウ
ト大田四団殿 渡辺光雄殿 吉氷壽夫殿 白石勇殿 山本利美津
殿 會澤和利殿 高崎満男殿 松崎尚支殿 石井喜代久殿 中田
政勝殿 佐志田千代殿 澤畠隆美殿 宮田昭雄殿 飯島和夫殿
内山晴雄殿 成田清志殿 畠山キノ殿 山手英三殿 石川やゑ殿
小島千枝殿 坪ノ内正道殿 三上洋子殿 慶国彦殿 並木洋之
殿 久間孝三殿 庭幸殿 島野吉春殿 市川隆樹殿 加藤福三郎
殿 佐藤恭治郎殿 林口梅子殿 澤崎初子殿 丸山実殿 三矢謹
吾殿 広川重雄殿 佐藤昭夫殿 澤崎芳子殿 菊池菊枝殿 藤嶋
男三殿 秋田陸津女殿 西尾のぶ殿 藤嶋正市殿 宮嶋藤枝殿
岡幸弘殿 飯塚由多桂殿 平尾清殿 小宮敬蔵殿 奥田さだ殿
橋本孝一殿 新村君子殿 倉友亮治殿 黒田全重殿 小川吉栄殿
麻生タケ子殿 若泉敏雄殿 岩佐清殿 河野建設株式会社 社
長高木哲夫殿 河野千代子殿 清水武夫殿 内田たづ殿 犬山忠
男殿 五百木親義殿 並木和三郎殿 石田 雅英殿 村田久子殿
小林弘殿 石田駿一殿 坪ノ内 才吉殿 松下きみ殿 橋戸 元
男殿 渡辺益祥殿 泉申之殿 印牧秀雄殿 岡部孝殿 小林秀治
郎殿 飯塚信雄殿 荒井義道殿 藤田咲子殿 飯田修一殿 中佐
正治殿 佐藤好子殿 関口恵美子殿 中川定市殿 齋藤辰雄殿
岡田庄一郎殿 むらさき会殿 中川志ん殿 太田光栄殿 東はま
殿 佐伯司郎殿 黒川治子殿 坂口伸一殿 むらさき会謠部殿
建石和雄殿 渡辺行雄殿 山手節殿 前田博殿 幸田由殿 関ヤ
ヱ殿 浜川嘉雄殿 麻生静子殿 大関一男殿 池波正太郎殿 穂
刈アサ殿 石田千晶殿 中村直敏殿 澁谷昭太郎殿 丸山保殿
堀川博殿 古川房枝殿 坪ノ内かね殿 中村政子殿 ひかりのく
に東京営業所殿 井上秀男殿

二〇〇九（平成二一）年五月十日
寺基移転八〇年法要
高輪山善永寺
第二十一世住職
高輪真澄
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