June 12, 2014	
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Jundo, Seiju and John,	

!
!

Thank you for making this meeting happen and meeting with my three representatives. I
intend this to be the final communication to you all on the Bodhi issue, as I will leave the
issues in the hands of my representatives after this.	

I have made clear where I stand in my letters back in September and December, 2013 to
which I never received a response. Even assuming that three of you constitute a
legitimate Board for the Bodhi, your continuing insistence that the Bodhi Board has final
authority over Seido is not in alignment with the Bodhi Mandala Bylaws or the
Guidelines for the Board of Trustees. 	

Bodhi’s Board governs secular matters only and does not have spiritual authority. Abbot
(and Vice Abbot) govern the spiritual matters. 	


!

It appears that you insist on not recognizing my authority as Abbot. That is fine. The
primary reason for my remaining as the Abbot was for me to take full responsibility for a
possible financial disaster as was reported to me by one of the Board members. I did not
wish for Seido to take on this responsibility or deal with it. However since the financial
affair is the Board’s responsibility, I will leave it to the expanded legitimate Board to take
care of this issue. 	


!

However, the issue of who the successor Abbot of the Bodhi will be, is an issue that even
an expanded legitimate Board cannot decide alone. The Bylaws provide involvement of
other sister temples as well as me as the Chief Abbot of Rinzai-ji. There is clearly a
conflict and impasse on this issue. Therefore, I exercise my authority as Rinzai-ji Chief
Abbot given to me under the Bylaws, for the sake of moving the Bodhi Mandala forward
and continuing its purpose as a training center for the sangha. I appoint Seido Larry Clerk
as Abbot of Bodhi and Seiun Stephen Quintero and Oren Beth Schaefer as Vice-Abbots.
This is my final wish for the Bodhi Mandala, so that it can once again be an open and
welcoming place for the Rinzai-ji sangha, under the guidance of Seido. It has been a
difficult situation for all of us. It is not the time to insist your position but help one
another. 	


!

Seido has been dealing with family emergency, but he will return as Abbot of Bodhi once
the transition with Christiane is finalized and a larger Board is officially formed. 	


!

I entrust my three representatives to resolve the remaining issues and take on this path
from now on. I am too old and tired. I expect three zen centers (Rinzai-ji, Mt. Baldy and
Bodhi) work together and the sangha to support each other. I expect for Bodhi to have a
larger Board and follow the Guidelines for Board of Trustees of Jemez Bodhi Mandala
(“Guidelines”), which provide as follows:	


!

It is recognized that the Board of Trustees is not competent to make decisions on
spiritual matters and matters relating to practice. Those decisions are delegated,
under the Bylaws, to the Abbot of Bodhi Mandala Zen Center, and ultimately to
the Chief Abbot of Rinzai-ji, Incorporated….	


!

The Board of Trustees functions primarily in areas of planning, budgeting, and
financial control…..	


!
!

It is recognized that most of the work, effort and energy to realize plans and
projects of Jemez Bodhi Mandala comes from the Abbot, Staff and residents of
Bodhi Mandala Zen Center. The Board of Trustees will act in respect of this, and
will consult and work with the Abbot, Staff and residents of Bodhi Mandala Zen
Center. 	


!

The Trustees act only as a Board, with each member having one vote. Individual
Trustees, as such, have no authority, but they may, as individual practitioners,
serve as officers of the Corporation or religious officers of Bodhi Mandala Zen
Center. 	


!

New Members of the Board. Newly appointed members of the Board of Trustees
will serve as provisional members for the first six to eight months, and at the end
of that time will review their interest, abilities and contributions with the
remaining members of the Board of Trustees.	

Excerpts from Guidelines, Paragraphs 1, 2, 4 and 7.	


!
Seiju: Are you willing to make harmony with Rinzai-ji sangha now? If you still attach to
your old thinking then leave Rinzai-ji completely. 	

Christiane: Please don’t forget to complete a transition with Seido. If you are still
attached to your thinking then leave Rinzai-ji completely. 	


!

本会合を開催頂き、また、私が指名した３名の代表者と会っていただき、ありがとうございます。
ボディに関して私が皆さんに考えをお伝えするのは今回を最後にするつもりです。というのも、
今後はこの問題の解決を彼ら代表者の手に委ねるからです。	


!

私の立場は、2013年の9月および12月の書簡で明確にしましたが、それに対する返信は皆無でし
た。貴方3名がボディマンダラ理事会を正当に構成するものであったとしても、棲道に優越した最
終権限をボディマンダラ理事会が持つとする貴殿の度重なる主張は、ボディマンダラの定款や理
事会のガイドラインに沿わないものであります。	


!

ボディマンダラ理事会は宗教活動以外の諸事のみを決定するものであり、宗旨上の権限はありま
せん。住職（および副住職）が宗旨に関する事項を決定します。	


!

貴殿は、私が住職の権限を持つという認識をどうしても持とうとしないように見受けられます。
それは結構です。私が住職の地位にとどまっている主な理由は、役員会の１メンバーが私に報告
したところの財政上の最悪の事態が起こった場合、その全責任を取る為であります。棲道がその
ような責任を負ったり、その事に対処する事は私の望むところではありません。しかしながら、
財政関係は理事会の所轄事項であり、私は本件を正当に増員された理事会に処置を委ねる所存で
す。	


!

しかしながら、ボディマンダラの住職の後継者を誰にするかという事は、正当に増員された役員
会ですら単独で決定できない事項です。定款は、兄弟関係にある他の寺と、臨済寺の主住職であ
る私が関与する事を規定しています。この問題において紛糾と膠着が存在するのは明白でありま
す。ゆえに、私は、定款によって臨済寺主住職である私に与えられた権限を行使し、以てボディ
マンダラの活動を前進させ僧伽の研修施設としての目的を続行させるものであります。私は棲道
をボディマンダラの住職に、清雲と黄蓮を副住職に指名します。これはボディマンダラに対する
私の最後の望みであり、それによって、棲道の指導の下、ボディマンダラが臨済寺の僧伽として、
開かれ、友好的なものに再びなる事を望みます。私たちすべてがこの困難な状況の下にあります。
今は、個々の立場を主張する時ではなく、お互いに助け合う時です。	


!

棲道は家族の急用に対処していますが、クリスチャンとの移行が完了し、増員後の役員会が正式
に成立次第、ボディマンダの住職に復帰します。	


!

私は、現時点より、この３名の代表者に対し、懸案事項を解決しこのような道筋で進める事を託
します。高齢で疲労困憊した私の行なう仕事ではありません。臨済寺、Mt.Baldy、およびボディ
マンダの３つの禅センターが互いに協力し、僧侶が互いに支えあう事を期待します。ボディが理
事会を増員し、以下に示す、ヘメス・ボディマンダラの理事会ガイドライン（「ガイドライ
ン」）に従う事を期待します。すなわち、	


!

理事会は、宗旨や修行に関する諸事を決定する資質を備えていない事を認識する。これら事
項に関する決定は、定款に基づき、ボディマンダラ禅センターの住職に委ねられ、究極的に
は....にて設立された臨済寺の主住職に委ねられる。	


!
!
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理事会の主たる機能は、計画立案、予算編成、および財務管理...	


ヘメス・ボディマンダラの活動計画とプロジェクトを実行する為の作業、努力、そして原動
力のほとんどは、住職、構成員、そしてボディマンダラ禅センターの居住者によるものであ

る事を認識する。理事会はこの事を尊重して任務を遂行し、住職、構成員、そしてボディマ
ンダラ禅センターの居住者と協議の上、連携して業務に当たる。	


!

理事は理事会としてのみ、その任務を遂行し、理事員１人あたり１つの議決権を持つ。従い、
個々の理事員は何ら権限を持つものでなく、個々の指導員として本組織の役員もしくはボ
ディマンダラ禅センターの宗教上の役員として機能することができる。	


!

新しい理事会メンバー。理事会の新しいメンバーは、最初の６カ月から８カ月の間、暫定メ
ンバーとして任務を果たし、当該期間終了時に、残りの理事会メンバーに対する自らの関わ
り方、能力、および貢献度を省みるものとする。	


!
!
!
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ガイドラインの第１、第２、第４、および第７段落から引用。	


清州：貴殿は、臨済寺の僧伽との関係を改善するやる気がありますか？もし貴殿が従来の考えに
執着するようであれば、臨済寺を完全に去って下さい。	


!

クリスチャン：棲道との移行手続きを完了する事を忘れないでください。貴殿がいまだに執着す
るようであれば、臨済寺を完全に去って下さい。	


!
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合掌	


佐々木承周	

臨済寺主住職

