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「カフェ寺ス」ネーミング応募発表と御礼
投稿日：2013年08月06日（火）

このたびは、金剛院が開設する「カフェ寺ス」の名付け親の応募に 

ご参加頂いて大変ありがとうございました。

金剛院のある長崎というところは、谷端川という長い川の「みさき」があったところで、 

その水を求め人々が集い集落を作り、お地蔵さまが建立され、人々の信仰の証として 

小さなお堂が建てられたのが金剛院の始まりです。いまから５００年前のことで現在の 

住職で３３代目となります。

長い歴史の中で、守っていかなければならない「変わってはいけないもの」逆に 

新しい考えを取り入れて「変わらなければいけないもの」、この二つをしっかりと 

選別をしながら、５００年という歴史を次の世代につなげるために「温故知新」を 

テーマに平成２５年４月から１年間ほどをかけて金剛院伽藍整備計画の建築が 

始まりました。

 検索

最近の投稿
仏具の搬入が始まりました

本堂の棟札があがりました

天井板の交換

本堂瓦の取り付け

修行大師の修理について
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本堂、客殿などは、耐震工事を行い貴重な建築部材や昭和初期の施工方法を 

保存しながら、国の文化財登録として伝統文化を保存しながら、さまざまな活動を 

通して文化財を活用しながら「祈り、学び、楽しみ、癒やし」の場として、檀信徒や 

地域の方々へ還元していこうとするものです。

その反面において５００年という確かな「伝統」があるからこそ、逆に新しい試みに 

挑戦することが可能だとも考えています。折しも、社会構造が無縁社会と呼ばれ、 

少子高齢化、「家」単位から個人・単身の社会構造と変化してきました。

お寺が地域の中にあり、地域社会のために寺院としての新しい存在理由をデザイン 

するための一つの試みとして、人々が「ご縁」を結ぶコミュニティスペース 

「カフェ寺ス」を開設することにしました。

インターネットや国際化時代となり、これらの情報化時代がこれからも止まることは 

ないでしょう。しかし、情報化時代は、生活を便利にする反面、めまぐるしい変化は、 

逆に不安感を生み出します。

社会の変化が速く激しくければ、その分だけ人々は、「安定」した、しかも持続的な 

「聖」なるものを求めるようになっていきます。

つまり日本人の古い信仰に根ざし、長い時間をかけて作りあげ続いてきたお寺の場に、 

その「安心感」を得ることができます。

そんな空間に「和を敬い 西を讃ずる」現代的な和モダンをモチーフとしたカフェを 

オープンすることは、成熟しているお寺の中だからこそ出来ることでもあり、また、 

そこから新しい「仏縁」を再発見するに違いありません。

そこで今回は、この「カフェ寺ス」のネーミングを公募にて募集させて頂き、４５８名の 

方々の応募を頂き、厚く御礼申しあげます。

総評として、名前の方向性が大きく３つのパターンがありました。

一つは、仏教系の教えや言葉からネーミングしたもの（たとえば「ミロク」弥勒菩薩のこと） 

二つめは、コミュニティとしての主旨をご理解頂いたもの（たとえば「つどい」）、 

三つはめは、お寺の空間ですることをご理解頂いたもの（たとえば「茶坊」）という、 

それぞれの想いを応募頂きました。

住職を初めとする運営スタッフ、回りにいる方などの意見を集約しましたが、 

こればかりは、人が変われば、その数だけの意見もありました。ロゴの作成の 

しやすさ、商標登録なども含め最終的には「気学」の判断も仰ぎ住職が決定を 

させて頂きました。

建物の完成が、平成２６年３月を予定しておりますので、オープンは５月の 

連休前後を予定しておりますので、詳細はホームページの建築ニュースで 

お知らせいたします。

それでは、長々とお待たせいたしました。「名付け親大賞」と 

「傑作」を発表いたします。

選定された方々には、別途御連絡を申しあげます。 

（個人情報のため、お名前はイニシャルとさせて頂きますことをご了承ください）



おことわり 

なお、実際の運営にあたって諸般の都合で修正変更などが行われる可能性があります

ことをご了承ください。

名付け親大賞　１点        賞金２万円＆金剛院特製腕輪念珠 

傑作　　　  　５点 　　       金剛院特製腕輪念珠 

 

「名付け親大賞  １点」

「なゆた」 N・Mさん(東京都）

「なゆた」という意味は、古代インドの数量の単位で「極めて大きな数」を現します。 

一・十・百・千・万・億・兆・京はご存じでしょうが「那由他（なゆた）」は、その上にあり、 

０が７２個もついています。

もともとは仏教用語で、サンスクリット語の”nayuta”を音訳したものですが、私たちの 

身の回りには、たくさんの「ありがとう」「おかげさま」があります。そこに気づくこと、 

そしてまた、限りない大きな存在感が仏の教えだとも思います。

また、この言葉は「なごんで」「ゆったり」「たのしく」と語呂合わせもできて 

いるので、これらをコンセプトに運営できればと願い選定しました。

あまり聞き慣れない言葉ですが、「これ、どういう意味ですか・・・？」 

そんな会話からコミュニケーションができればと願っています。

「傑作　　５点」

「HAS」（はす）　　S・Nさん（埼玉県）

一番応募が多かった「蓮」の名前です。 

金剛院が「蓮華山」という山号名を持っていたり、今回の建物が「蓮華堂」 

という主旨だからと思われます。

また、蓮は泥の中から美しい花を咲かせるので、仏教の象徴花として取り入れ 

られ、仏さまを安置する台の形として使われています。

この意味から「蓮」「蓮華」「蓮山」「はちす」「ロータス」「パドマ（サンスクリット語）」 

「ろ蓮（ロハスとの合体）」「山蓮（やまのは）」「はすのは」「REN」など関連する 

表記がたくさんありました。

今回の蓮華堂は「和敬西讃」をコンセプトに和モダンをイメージしているので、 

その雰囲気から「ハス」表記の代表として英文の「HAS」を選択しました。

「凜」（りん）　　N・Kさん（神奈川県）  

前述の「蓮」と同じような漢字の応募も多かったです。 

仏教用語の「空」「阿吽」を初め、「翠」「蒼」「梵」「香」「金剛」「茶坊」「寺庭」など、 

たくさんありました。



漢字は、お寺の雰囲気的にも合い、また、ロゴが作りやすいので、前述の 

「蓮」も含めて、最後まで候補に名前が残っていました。

その中で、早朝の静かな一時、金剛院の清々たる緑や、その木々を吹き抜ける風、 

燦々とあふれる光、鳥や虫の声などのたたずまいが「凜」という雰囲気にぴったり 

だったので、漢字部門代表として選択をしました。

「寺ぴぃ」（てらぴぃ）  　S・Yさん（東京都）  

「お寺」＋「セラピー（癒し）＋ピープル？」という「造語系」です。 

その他にも、坊主とcoffee豆で「坊豆」、寺の友達という意味で「寺友（ジユウ）」、 

中枢というチャクラをカフェ用にした「茶く楽」、お寺でリラックス「てらっくす」、 

地域のランドマークとかけた「しいなテラス」「駅前テラス」「モンパルナス金剛」 

「恋しいな」など、わかりやすくて魅力的な造語がたくさんありました。

しかし、どういうわけか男性の方に人気が高かった？「寺ぴぃ」を選択しました。

「そわか」   Z・Fさん（滋賀県）  

「成就」や「円満」などを表す薩婆訶（そわか）の仏教語系の名前です。 

「如来」「ぶっだ」「なーむ」「あじかん」などの直球ものもありました。

あるいはサンスクリット語として「シャンティ（平和）」「バジラ(強さ）」などもありましたが、 

恐れ多いのと怪しい雰囲気は、合わないかったので候補からは外れました。

しかしながら、お寺の施設である以上、何かの形で仏教に関連した言葉も必要であり、 

これをきっかけで仏教に興味を持って頂ければというコンセプトは、とても理解ができま

す。

今回は、「カフェ寺ス」の成就を願って「そわか」を選択をしました。

「ついな」  M・H（東京都）  

今回のカフェ寺スが、普通のカフェではなく、イベントやさまざまな交流の中で 

コミュニティを中心とした地域社会へ関わりを目指しているところから、その主旨を 

理解して頂いている名前も多かったです。

「つどい」「みち」「なごみ」「わえん」「照らす」「いつな（憩い・集い・和む）」など、 

たくさんありました。

集いの「つ」、憩の「い」、仲間の「な」、また追儺（ついな）は、鬼払いの意から 

カフェ寺スへ来れば、悩み・不安・悲しみなどを追い払い、みんな笑顔になれる 

という「ついな」を選択しました。

以上名付け親大賞・傑作に入選された方、おめでとうございます。  

最後に・・・ 

◇数多い名前から「道草」とか「寄り道」のスナック系、「順」、「和子」など 

ママさん系のお名前？のようなものもチラホラ・・・。ちなみに「坊主バー」の 

ようなお酒はでませんので、あしからず・・・！！



≪ 耐震改修工事 ９月に近づき建築も後半戦になってきました

≫

◇わかりやすい言葉を選択するのか？それとも個性的な名前を選択するのか？ 

というのも大きな分かれ道でした。

実はお寺の近くには、藤子・F・不二雄が住んでいたトキワ荘がありました。 

彼は、ドラえもんの締め切り当日まで、その名前が思い浮かばなかったそうです。 

（今回も相当迷いましたが・・・）

しかも発表されたドラえもんの姿は今では可愛いキャラですが、当時にしては、とても 

個性的で素直に受け止められない気持ち悪い印象だったみたいです。

「なゆた」も、どちらかと言えば個性的な名前ですが、この名前が素敵な名前に 

なるように皆様でお育て頂ければ、これに勝る感謝はありません。

◇イベントの催しに関してもいくつかお問い合わせも頂いております。 

ママカフェ、読み聞かせ（朗読）、子供たちの食育、Hulaなど、地域には 

さまざまな活動をされている方々がたくさんおられます。

一人の力から、その点と点が線になり面になっていけば、素敵で楽しい空間に 

なるのではと感じています。お気軽のお問い合わせください。

最後までお読み頂いてありがとうございます。

それでは、皆さま明年「なゆた」でお目にかかりましょう！！
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カフェ転職で月30万や週休2日
いつまでも上がらない給料、毎日残業で満足？真っ当な評価をしてくれ
るお店に転職だ！ itk.co.jp/カフェ専門/転職サイトへ進む
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カフェの転職実績No.1
いつまでも上がらない給料、毎日残業で満足？真っ当な評価をしてくれるお店
に転職だ！ i-t-k.co.jp/給与交渉も/すべてお任せへ進む
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