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Hosen Christiane Ranger
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Jemez Springs, NM 87025
Office :575-829-37854
office@bmzc.org
Jim Houle, MD
42 Sandia Haven Drive
Cedar Crest, NM 87008
Mobile: 1-505-259-3568
JAMES.HOULE@abqhp.com
John Killip D.D.S.
5100 Lee's Summit Road
Kansas City, MO 64136
Mobile: 1-816-679-0000
killipj@umkc.edu

Dear Bodhi Manda Board of Trustees,
After the last meeting I had with Hosen, on Saturday October 5th, 2013, it became clear that she
does not understand what I have been trying to communicate. As a Buddhist Spiritual leader I am
responsible for my disciples. Therefore, I am appealing to you, the Board of Trustees, to give
your understanding and support, by providing you with details about the ongoing issues.
As I said in the meeting, Hosen was granted the position of Vice-Abbot under the condition that
she remained under my supervision. It was only due to her request that I agreed to temporarily
give her the position of Vice-Abbot, because she was not qualified to fully function as Vice-Abbot
without further spiritual guidance.
Over the past several months, I have repeatedly asked Hosen to step down from Bodhi Manda
and turn it over to another Osho. I encouraged Hosen to leave Bodhi and create her own Zen
Center so that she could manifest herself as a fully responsible Osho as so many of her fellow
Oshos have done. However, she has refused to follow my directions to this date. This is in spite
of Hosen clearly stating in the meeting we had on July 6th, 2013 that, “I will follow my teacher
until I die.”
The most recent transgression on Hosen’s part is her announcement to conduct Kessei (even
under a different name), in spite of her receiving the letter I sent the Board of Trustees a letter for
her removal and for the appointment of a new Abbot. Also, Hosen appointed herself as Abbot of
Bodhi Manda and more recently, appropriated the title of Administrative-abbot. It is unacceptable

behavior for an Osho to falsely assume such titles in defiance of her teacher. Please be clear that I
never appointed Hosen to be either Abbot or Administrative-Abbot.
Bodhi Manda’s plans presented at the July 6th meeting on constructing new buildings not related
to Zen practice, while allowing the center’s existing buildings to fall into disrepair which directly
affects the residents, practitioners and visiting guests, demonstrates irresponsibility that is not a
true practice of an Osho. I’m also deeply saddened to find out that many of Bodhi Manda’s longterm practitioners and supporters are no longer in support of Hosen because of these and other
ongoing issues
In principle, a Buddhist Osho is expected to give service without personal gain, personal desires
and personal attachment. Zen Centers belong to the public and cannot be used for personal
interests. Please note that when I came to the United States as a missionary teacher 51 years ago,
it was because I was assigned to come, not because I chose to come. In all these years I have lived
completely on the charity of others, for which I am ever grateful.
Therefore, I’m expressing my great concern at the current situation and pointing to the core
spiritual matters. I urge the Board of Trustees to reflect on my points.
As a consequence of her actions, I am forced to discipline Hosen and remove her rank of Osho. I
have addressed this in a letter to Hosen, which is attached.
I have designated Seido Larry Clark, who is qualified and whom I trust to be responsible, to be
the Vice Abbot of Bodhi Manda to replace Hosen. I trust that he, along with his helpers, will be
able to revitalize Bodhi Manda and continue its programs as well as Spring/Fall Kessei, as soon
as the transition is completed.
I deeply hope that the Sangha of Bodhi Manda will turn their attention to the care of the Sangha
community, as well as the buildings and grounds. I wish to see all of you nurture close and
healthy relationships and maintain financial clarity and stability by creating a system of checks
and balances, so that the Sangha can come together and create a strong foundation for the practice
of Zen and the manifestation of Wisdom that knows the Activity of the Dharma.
We're in the process of making arrangements for the transition. I trust and hope that this transition
will be smooth. I await your response with deep respect and appreciation.

法泉と最後に話し合ったのは2013年10月5日土曜日ですが、その後、私が彼女に伝えようと
していることを彼女が理解していないことが明らかになりました。私は仏教の精神的指導者
として、弟子に対して責任があります。それ故、私は、今回貴理事会 (Board of Trustees) に
対して訴えを起こし、現在進行中の事態の詳細を提示するとともに、なぜそうであるのかを
理解し、また、支援していただきたいと考えております。
法泉との話し合いの場で私は彼女に告げましたが、法泉は私の監督下にとどまるという条件
で、副住職 (Vice-Abbot) の地位を与えられております。彼女は追加の精神的指導なしでは副
住職として完全に務まるだけの資格は有しておらず、私が一時的なものとして彼女に副住職

の地位を与えることに同意したのは、すべて彼女の要求にもとづくものでした。
過去数か月間にわたり、私は繰り返し法泉に、ボディマンダ (Bodhi Manda) を辞め、その
地位を他の和尚に引き継ぐようにと求めてきました。私は法泉に、ボディを立ち去り、自分
自身の禅センターを設立するようにと、勧めてきました。そのようにすれば、彼女は、他の
多くの同志の和尚が行ってきたのと同じように、完全に責任を有する和尚としての立場を得
ることができます。しかし、今日に至るまで、彼女は私の指示に従うことを拒否していま
す。2013年7月6日の話し合いの場で、法泉は明確に「私は死ぬまで師の指示に従います」
と述べたにもかかわらずです。
法泉の行いに関するもっとも最近の罪 (transgression) は、結制 (別の名称で呼ばれてはいて
も)を行うという彼女の発表です。これは、私が理事会に送った彼女の退任と新住職 (Abbot)
の任命を求める手紙を彼女が受け取ったにもかかわらず、なされた出来事です。また、法泉
は、自身をボディマンダの住職 (Abbot) に自ら任命しました。より最近には、管理住職
(Administrative-abbot) の称号をまで自分自身に与えました。己の師匠を無視してそのよう
な称号を偽ってまとうのは、和尚として容認できない行動です。私は法泉を一切、住職にも
管理住職にも任命したことがないという事実を、明らかにしてくださるようお願いいたしま
す。
最近7月6日の会議の場で法泉が提示した、禅の実践とは関係のない新たな建物の建設計画
は、センターの既存の建物が荒廃状態に陥って、居住者、禅の実践者、訪問客に直接影響を
及ぼすのを放置しているわけであり、和尚としての真の実践ではない、無責任さを示してい
ます。ボディマンダで長期にわたり禅を実践している人たちや支援してくださっている人た
ちは、現在進行中の問題の故にもはや法泉を支持していないことを知り、そのことにもまた
深い悲しみを覚えております。
原則として、仏教の和尚は個人的な利益、個人的な欲望、あるいは個人的な愛着を追求する
ことなくサービスを提供することを期待されています。禅センターは公共のものであり、個
人的な利害のために利用されてはならないものです。私が51年前に伝道師としてアメリカに
やって来たのは、渡米するようにと指名されたからであり、私が自分で渡米を選んだわけで
はないという事実には、留意してください。それ以来の長い期間にわたり、私は全面的に
人々の施しに頼って生きてきましたが、そのように施しをしてくださっていることにはいつ
も感謝しております。
それ故、私は、現在の状況における私の大いなる懸念について述べ、また、核心となる精神
的問題を指摘しております。理事会が私の主張を深く検討してくださることを願っておりま
す。
法泉の行動の結果、私は法泉を懲戒せざるを得なくなりましたし、彼女の和尚としての地位
を剥奪せざるを得なくなりました。そのことを私は手紙で法泉に告知いたしました。その手
紙を本書状に添付いたします。

私は、ボディマンダの副住職として、法泉に代わり、棲道を指名しています。棲道は資格を
有していますし、また、責任を負うことができる人物であると私は固く信じています。棲道
は、地位の移行が完了した後はすぐに、彼を助ける者たちとともに、ボディマンダを再び活
性化し、また、ボディマンダのプログラムや春季/秋季結制を継続できるものと、私は固く信
じています。
ボディマンダのサンガが、建物や敷地の良好な管理に対して注意を注ぐのと同じように、サ
ンガ共同体そのもののケアにも注意を注ぐようになることを、心から願っております。ボ
ディマンダのサンガの全員が、親密で健全な関係を育み、また、抑制と均衡の制度を採用し
財務上の明瞭性と安定性を維持し、そして、そのようにしてサンガが一点にまとまり、禅の
実践、および、ダルマの活動を理解する智慧の発現に対する、強力な基盤を作り出すこと
を、望んでおります。
私たちは、地位の移行の準備を行っている最中です。今回の地位の移行はスムーズに行われ
るものと信じておりますし、また、願っております。深い敬意と感謝を込めて、貴理事会の
回答をお待ちしております。

Gassho,

Joshu Sasaki

