December 13, 2013	


!!
Via E-mail	

!
!Seido Larry Clark	

seidoclark@gmail.com	

!Jim Houle	

JAMES.HOULE@abqhp.com	

!John Killip	

killipj@umkc.edu	

!Paul Livingston	

living@rt66.com	

!Christiane Ranger	

hosen1013@yahoo.com	

!Jundo Steve Slusher	

saslusher@yahoo.com	

!Ron Uilkie	

ruilkie@aol.com	

!!
To the Bodhi Community:
This is in response to the e-mail that I received from Steve Slusher on December 9, 2013,
requesting to see the documents that pertain to my position as the Abbot of the Bodhi.
Again, I am addressing this letter to all of you since I do not know who the legitimate
Board members are. The members seem to change constantly, without any proper notices
and elections. But as some of the documents below show, the position of the Abbot is a
spiritual position, which the Board of the Bodhi does not ultimately have jurisdiction
over.
I had Myoren provide a timeline along with all the relevant documents with my last letter
dated November 29, 2013. It is important to review all the documents to truly understand
how things transpired. Nevertheless, there are two documents referenced in that timeline
which are particularly important and relevant to your inquiry.
1. Statement Affirming Joshu Sasaki as Abbot, which was presented to those present
at the July 6th meeting with Christiane.
2. Letter dated September 24, 2013 from me to the Bodhi, which removes Christiane
as Vice Abbess.

In addition, please review the current operative Articles of Incorporation and Bylaws of
the Bodhi which were filed with the Secretary of State in 1989 which have the pertinent
provisions referenced in these documents.
I have also just received from one of the Sangha members the attached document which
lists all the relevant references made in the internet archive for bmzc.org. The finding
was summarized as follows:
•

[I am] referenced as the Abbot in bmzc.org web pages every year from 2

•

002-2012. These references exist on the Founders Hall Project Page from
2002-2012, the 2010/2011 New Year's Greeting, and the 2011/2012 New Year's
Greeting.

•

Christiane is referenced and signed herself as Vice-Abbess every year from
2002-2013. . These references exist on the Founders Hall Project Page, the New
Year’s Greetins, sesshin and kessei announcements, and other web pages.

•

No references to Christiane as Abbot were found.

I am not sure what more you need for me to prove that I am the Abbot of the Bodhi.
Please urge Christiane to do what I have asked her to do, and help Seido with the
transition process immediately.

!!

ボディ・マンダ禅センター のコミュニティーの皆様へ：
2013年12月9日にスティーブ・スラッシャーから、私がボディ・マンダの住職の役職に就いている
ことに関する書類を見たいというリクエストを、Eメールで受け取ったのですが、以下はそれに
対する返答です。
再度、この手紙をセンターのコミュニティーの皆様全員に宛てて書いています。なぜなら、正式
な理事会メンバーが誰なのか分からないからです。理事会のメンバーは、常に適切な連絡もな
く、また選挙もなしに変わるように見えます。しかし以下の書類が示すように、センターの住職
の地位は神聖で精神的なものであり、 その地位についてはボディ・マンダの理事会が最終的に支
配するものではありません。
妙蓮に頼んで、タイムラインとその内容に関連した書類を、私が前回2013年11月29日付けで書い
た手紙に付け加えて提供してもらいました。どのようにして物事が起きたのかを本当に理解する
ためには、全ての書類を読み返すことが重要です。しかしながら、このタイムラインの中で特に
重要な二つの書類があり、これらがあなたの問い合わせに対して関連が深いと言えます。ここに
その二つを記します。

1.

7月6日のクリスティアーヌとのミーティングに出席した人々の前で発された、佐々木承
周老師を住職として承認する声明書。

2.

私からボディ・マンダに宛てた2013年9月24日付けの手紙で、クリスティアーヌを副住職
から解任すると記したもの。

加えて、現時点で効力をもつ「団体の規約（ Articles of Incorporation ）」と、1989年に事務局長
と共に提出された、このような書類に対する適切な対策について書かれている「ボディ・マンダ
の内規（ Bylaws of the Bodhi ）」 を、よく読み返してみて下さい。
私はまた、 公式ウェブサイトbmzc.orgのためにインターネット上に記録されていた、全ての関連
ある資料のリストを、僧侶メンバーの一人から添付書類として受け取りました。その中で明らか
になったことについては、次のようにまとめることが出来ます。
•

2002年から2012年までの全ての年において、bmzc.orgのウェブページ上で、私が住職であ
ると言及されている。これについては、2002年から2012年までの「本堂・プロジェク
ト」のページにも、また2010/2011年新年のご挨拶のページにも、また2011/2012年新年の
ご挨拶のページにも同じことが掲載されている。

•

クリスティアーヌは2002年から2013年の間毎年、「副住職」であると書かれているか、
または彼女自身がその肩書きを名乗っている。これについては「本堂・プロジェクト」
のページにも、新年のご挨拶のページにも、接心と結制発表についても、またその他の
ウェブページについても、同じことが言える。

•

クリスティアーヌが住職であると言及している部分は、どこにも見当たらない。

これらをふまえて、私がボディ・マンダの住職であることを証明するために、さらなる証拠が必
要なのかどうか、私には分かりません。どうかクリスティアーヌに私が頼んだことをするよう
に、また棲道を手伝い、交代の作業をただちに行うように、説得して下さい。

!
合掌
臨済寺住職

佐々木承周

Joshu Sasaki
Chief Abbot of Rinzai-ji

