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本覚寺々報
先達から今に伝わる

平成 27 年 2 月 5 日

波多野 真

―発行日―

公

遠忌の特集に始まり福井ローカル
局の旅番組テレビにも偶然紹介さ
れました。そして、去年９月の「真
宗の美展」では、本堂の親鸞聖人
木造座像が全国版の新聞に掲載さ
れ、県外からも問い合わせがあっ

させられたことです。
今日までこの保存状態を保つた
めのお心遣いを思うと、一層有難
く拝ませて戴くことであります。
そして一つの歴史の流れを今、生
かされている訳でありますが、次
の世代に伝え渡す重責に身の引き

目に水晶の玉眼が入っている事を
今回始めて知ったのと、本覚寺の
歴史を考えると寺基を転々として
いた事実がありますので、その度
にお移しするのは先達の大変なご
苦労があったであろうな、と考え

合掌

ご先代

義淳院様

昨年四月二日、先代御前の一周
忌法要を西光寺様御導師のもと、
厳修致しました。

総代様はじめ仏壮会員、仏婦会

員、各地区代表のお世話方、道場

仏前等お志を頂きありがとうご
ざいます。

阿弥陀経のおつとめの後、勝

山了西寺様のご法話。亡き先代

様との思い出話を鏤めたお話で

懐かしさの余りに涙を流してお

念仏される方もおられました。

余間にお掛けした御前の御影

も一周忌には何とか間に合い、

生前の御前の面影そのままで、

今にも笑顔で語りかけて下さる

のではないかとも感じ、合わせ

考えますと、全国に知れ渡ったこ 締まる思いをしております。
る両手も、今迄以上にありがた
とは少々物騒な気がしまして、セ これからもどうぞ、お見守りお願 く、お念仏も心に深く染み入っ
キュリティーの導入に踏み切りま いいたします。
てきます。

たり、お参りに伺うと「テレビ見
ました」「新聞見ました」と嬉しそ
うにお声掛けいただき、「我が寺
にあんな物があるなんて嬉しかっ
た」「誇りに思う」などと言ってい
ただけたのは非常に有難いことで
した。しかしながら、今の情勢を

様、衆徒等たくさんのご門徒さん
この近年、本覚寺のメディアへ した。おおやけになるのも考えよ
がお参り下さいました。またその
の露出が増えています。
うと言うところでᶅ。
福井新聞の親鸞聖人７５０回大
私個人にとっては、親鸞聖人の 際には、供香や供物、生花に御

住職

第 26 号

一周忌

亡き御前が生涯をかけて伝えて

こられたこのお念仏を私もまた、

生涯をかけてお守りしていこうと

思います。

本年三回忌法要は、永代経に合

わせて勤めさせて頂きます。

（宮口記）
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御影堂で大谷光真門主（右）から門主の印鑑を受け取る光淳新門＝浄土真宗本願寺派提供

専如ご門主（36）が法義の伝統を継承したことを表明する「法統継承式」が６月６日、本
願寺で営まれた。国内外から僧侶、門信徒など 8000 人が参拝し、第１部「法要」に引き
続いての御影堂での第２部「式典」で、初めてのご消息となる「法統継承式に際しての消
息」（全文別掲）を専如ご門主が発布され、その決意を広く宗門内外に宣言された。

法統継承に際しての消息

本日、私は先代門主の意に従い、法統を継承し、本願寺住職ならびに浄土真宗本願寺派
門主に就任いたしました。

ここに先代門主の長きにわたるご教導に深く感謝しますとともに、法統を継承した責任

の重さを思い、能う限りの努力をいたす決意であります。

釈尊の解き明かされた阿弥陀如来のご本願の救いは、七高僧の教えを受けた宗祖親鸞聖

人によって、浄土真宗というご法義として明らかにされ、その後、歴代の宗主方を中心

として、多くの方々に支えられ、現代まで伝えられてきました。その流れを受け継いで

今ここに法統を継承し、未来に向けてご法義が伝えられていきますよう、力を尽くした
いと思います。

宗門の過去をふりかえりますと、あるいは時代の常識に疑問を抱かなかったことによる

対応、あるいは宗門を存続させるための苦渋の選択としての対応など、ご法義に順って

いないと思える対応もなされてきました。このような過去に学び、時代の常識を無批判

に受け入れることがないよう、また苦渋の選択が必要になる社会が再び到来しないよ

う、注意深く見極めていく必要があります。

宗門の現況を考えます時、各寺院にご縁のある方々への伝道はもちろんのこと、寺院に

ご縁のない方々に対して、いかにはたらきかけていくのかを考えることも重要です。本

願念仏のご法義は、時代や社会が変化しても変わることはありませんが、ご法義の伝え

方は、その変化につれて変わっていかねばならないでしょう。現代という時代において、

どのようにしてご法義を伝えていくのか、宗門の英知を結集する必要があります。

また、現代のさまざまな問題にどのように取り組むのか、とりわけ、東日本大震災をは

じめとする多くの被災地の復興をどのように支援していくのかなど、問題は山積してい
ます。

釋

専

如

「自信教人信」のお言葉をいただき、現代の苦悩をともに背負い、御同朋の社会をめざ
して皆様と歩んでまいりたいと思います。
平成二十六年 六月六日

龍谷門主

本覚寺寺報
3

真宗の美 親鸞聖人御木像出展
真宗の
本覚寺に安置されている浄土真 た法衣の形式が忠実に表現されて
宗の開祖・親鸞聖人の木造の座像 おり、香の煙などで黒ずんでいる
が、１４世紀前半に制作された県 が、耳の穴などには制作当時の肌
内唯一で最古の等身大座像と確認 色の色彩が残り、保存状態は良好。
されました。
像全体のバランスや顔立ち、法衣、
県立美術館が発表し、鎌倉時代 頭部や手の甲の血管などに写実感
末期～南北朝時代の作とみられる。があり、彫刻としても優れている
中世の等身大の親鸞聖人座像は という。表情は柔和で、一般に知
関東や新潟県で計７体が確認され られる眉がつり上がった絵のイメ
ているが、西日本では極めて珍し ージとは異なる。
く、北陸では初となる。
県立美術館の担当者は
高さ８６・２センチの寄せ木造 「これだけの像を安置する勢力が
りで、水晶の「玉眼（ぎょくがん）」
あったことと、北陸の真宗は東
入り。中世の真宗の僧侶が着てい
国系から広まったとする説を裏
付ける。彫刻的にもすぐれ、中
世真宗美術の展開を考える上で
も貴重」と話している。

真宗の美（県立美術館）
昨年の九月二六日～十月二六
日まで、本覚寺から親鸞聖人の
木像をはじめ、聖徳太子像二点、
六字名号、釈迦涅槃図、蓮如上
人書状の計六点が展示されまし
た。

寺だより

番外編

某・日本国中各都道府県民を紹介する番組で、福井を取り上げるのに
家族でお仏壇に参ってお勤めをする様子を撮りたい、ついてはどこか
取材をさせて貰えるご家庭はないかという話が、人づての人づてで舞
い込んできた。おやまあ。さて。寺務所で話し合う。

「Ａさんの家は四世代同居で皆で大きな声でお勤めされますよ！」
「でも、あの子達はもうすっかり大人になっちゃったよ」

「そうだＢさんのところ条件ぴったりだよ」
「・・・・・Ｃクン小さくてまだお勤めできません・・」

「じゃあその時だけお隣のＤちゃん借りてこよう！」

『ダメ！それはやらせ！！』（一同声を張る）

話しているうちにこちらも勝手に絵面が出来上がってくる。
三世代、小学生の兄弟姉妹、そろって仏さまにお参りする。

喧々諤々やっていると携帯の着信音が鳴った。
「・・もう、いいそうです・・・」
他で取材先が見つかったのか企画自体が変わったのかは分からぬが、
さすがに迅速である。残念だったが、ご門徒さんのお家がテレビに映
り家族みんなでそろって仏さまにお参りする場面を想像して、ひとと
きほっこり、わくわくした時間を過ごさせてもらった。
ちなみに。福井名物のお揚げさんᶈ報恩講料理ᶆお勤めの風景ではな
かったかと推測。もしそんな番組を見かけたら裏話としてお楽しみく
ださい。

聖 地 参 拝
鹿児島旅行
～かくれ念仏、知覧・
万世特攻平和祈念館～
平成二十六年六月一七～一九日

『知覧・万世特攻平和
祈念館におもう』
わたしたちには、決して忘れて
はならないもの、受け継がなけれ
ばならないものがあるのだという
ことを、今回の団体参拝であらた
めて気づかされた。
この旅行に参加する前に、わた
しは『「同期の桜」は唄わせない』
(清武英利著)という本を読んでい
た。幻の特攻基地と呼ばれる「万
世」は、敗戦とともに埋もれた土
地を、元特攻志願兵・苗村七郎が
掘り起し、特攻に志願しながらも
生き残った苗村は一億円の私財と
生涯を死者たちに捧げていく。彼
が全国に点在した
「英霊」という死者の声を一つ一
つ集め、記録することで「万世」
は再び輝き、戦中・戦後を通して

た島津氏は十六世紀後半から明治 尊に向かいお念仏を称えた。わた
に至るまで一貫して、一向宗(浄土 したちは普段何気なく手を合わし
真宗)を禁止し、弾圧した。しかし、 お念仏申しているが、それすらも
門信徒たちは禁止されているにも 許されない時代があったのだ。な
かかわらず、隠れて『南無阿弥陀 ぜ、薩摩の人々はそこまでしてお
仏』の念仏を称えた。見つかれば 念仏を守り抜かれたのか。あらた
厳しい拷問、処刑にされることを めてお念仏のみ教えを深く味わい、
省みず、まさに命がけで阿弥陀如 喜ばせていただくご縁であった。
来のおこころをよろこばれたのだ。
（道場記）
市内にある「立山のかくれがま」
を見学し、実際に中に入ってご本

声を上げることができなかった遺 う苦しみを、十代や二十代の青年
族たちの心情と記憶に迫った感動 がどうして受け入れることができ
の一冊である。また世間でもゼロ るであろうか。けれども、どの特
戦(海軍零式戦闘機)を題材にした 攻兵も自分のことよりも家族、恋
映画などが流行しており、宮崎駿 人の身を案じ、国のためにと自ら
監督の『風立ちぬ』や、百田尚樹 の命を捧げたのだ。目を覆いたく
著の『永遠の０』が多くの人々に なるけれども、わたしたちはこの
感動を与えていた。そんなことも 現実を受け止め、次世代へ伝えて
あって、今回の鹿児島旅行の行先 いかなければならない。
に知覧・万世特攻平和祈念館を取
り入れたのだった。
『薩摩のかくれ念仏』
館内では勇ましくも、どこか切
ない特攻兵たちの遺書や遺品など
浄土真宗の歴史において、承元
が展示しており、参加された方の
中には涙ぐむ姿も見られた。愛し の法難といわれる「念仏停止(ちょ
い人と別れなければならないとい うじ)」がある。法然聖人や親鸞聖
人、その他門弟らが流罪、死罪に
なった。この鹿児島にもその厳し
い歴史がある。薩摩藩を治めてい
戦後、海中より引き上げられた０戦
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お釈迦様のお誕生（四月八日）
～初参式～
～花まつり～
納涼法話会 ＆
をお祝いする「花まつり」を行い、
六月十五日
（お釈迦さまの誕生日） お子さまをはじめ多くの方にご参
そうめん流し
昨年は六人の赤ちゃんがお参り
四月六日 加いただきました。また、昨年は
になりました。
八月十七日
「人形劇とぴア」の方が来て、本
上北野 冨田 莉央 ちゃん
堂で子供も大人も楽しめる人形劇
京都中央仏教学院の植田豊先生
法寺岡 嶋川 凛花 ちゃん
を上演していただきました。ハラ
を御講師として迎えた納涼法話会、
丸岡
高橋 拓己 くん
ハラドキドキする場面では、大き
昨年のお盆の時期は雨が続き、淋
大和田 舟木 結香 ちゃん
な声で応援す
しくなるなぁᶅと思っていると、
越前
高橋 芽生 ちゃん
る声が聞こえ、
午後からはだんだん雨も上がり、
勝山
坂
美羽 ちゃん
最後はみんな
気が付くと前年度よりもたくさん
あわら 津田 桃花 ちゃん
笑顔でいっぱ
の方が参加してくださっていまし
いでした。
た。
三十人程の子供たちがくじ引き
をするために本堂に向かい、何度
花蓮植替え
も行き来する姿や、小さい子の手 《 花はすの会 》
を取って一緒に歩く姿がとても可
毎年、花蓮の植替えをお手伝いいただいておりますが、昨年は十三
愛らしく、皆さんもアユやそうめ 名の方と汗を流しながら植替えました。ご協力ありがとうございまし
んを片手に温かく見守っていまし た。
た。
本年も是非ご家族でお参り下さ
い。

・伊藤 修二
・河原 定一
・北川
享
・小鍛冶 正見
・小林 清江
・斉川 嘉長
・酒井 義明
・竹沢 義信
・辰川 勇一
・永田 宣雄
・野沢 雄一
・平林 与一
・前川 政一
五十音順
今年の植え替えは四月四日朝八時と予定しています。
興味がある、参加してもいいという方はお気軽にご連絡ください。
当山永代経の頃（六月後半～七月中）早朝～十時頃までが見頃です。

ぼくもわたしも
ほとけの子
ほとけの子

行事の前になると仏壮
の方々が来て下さり、てき
ぱ き と 準 備 を 行っ てく だ
さり、寺務所一同、本当に
感謝しております。
入 会 希 望 の 方は 寺務 所
（道場）、又は各支部長ま
で。

主な活動内容
本覚寺行事協賛
花まつり、降誕会、
永代経、法話会、報恩講
教区・組行事参加
別院清掃奉仕、
みのりのつどい、茶席等
永平寺 町内 の方を 中 心に
活動しております。

おかげ様で、昨年も無事永代経・
報恩講を終えました。かげで支え
て下さっている仏教婦人会の方々
により、皆さんお食事やお話が楽
しく盛り上がり、「また来年」と足
を運んでくださっています。
心より感謝申し上げます。

仏教婦人会

昨年、お預かりしたおひな様を大玄
関にお飾りいたしました。新しく台を
作らないと収まらないくらい豪華に
なり、皆さんに喜んでいただけまし
た。ありがとうございました。

主な活動内容
本覚寺年中行事の協賛。
本山・教区・組の行事参加。
（連研、研修会、聞法のつどい等）
ゴルフ大会。納涼法話会・流しそ
うめん。
その他 例会、新年会、懇親会 等
レクリエーションもたくさんᶅ

また本年は、おひな様をお飾りし
て、お茶会をいたします。おひな様を
眺めながら、会話を楽しんでみるのは
いかがでしょうか。
三月三日の十時から二時頃まで行い、
自由に来ていただいて構いません。イ
ス席ですので、ご興味のある方はお気
軽にご参加下さい。

仏教壮年会
ありがとうございました
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おばの独り言

上浄法寺のご門徒

おばの命日 本覚寺にて役僧様 長いお経をありがとう
うれしやな おばとなつをは 親子だもん
あの世この世と 夢にまで 往相回向（おうそうえこう）と
還相回向（げんそうえこう）で いつでも会える

ようこそと おかげ様での日を送り 私もね この年
いつかは行くよ 親の家 あみだ仏（ほとけ）に会えるもの

この世では お金持つ人天下様 お金お金と命がけ
あっても苦 なくても苦 みんな同じに
苦しんで 泣いて笑って 日が過ぎた
何とした ありがたい こんなババでも見捨てはせぬと
あみだ様

見上げれば千の星

よって来て 「かたいか？」と言う友がいる かけがえのない
法（のり）の友 二人仲良く愛の友
犬もまた おばの友達 ありがとう

どん底へ 落ちて上がれば高い山
仏縁に会えてうれしいおかげ様
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年回法要表

平成二十六年歿
平成二十五年歿
平成二十一年歿
平成 十五 年歿
平成 十一 年歿
平成 五 年歿
平成 三 年歿
平成 元 年歿
昭和五十八年歿
昭和四十一年歿

平成二十七年
一 周忌
三 回忌
七 回忌
十三 回忌
十七 回忌
※二十三回忌
二十五回忌
※二十七回忌
三十三回忌
五十 回忌

『何でも話せる場所』
』

あるとき、ご門徒さんからこん

でも、いつでも、ずーっと黙って

聞いてくれているのでしょう。き

っと、どんなに日々支えられてい

今日あったこと、うれしかったこ

壇に向かって、昨日あったこと、

りぼっちで暮らしています。お仏

方が先に亡くなり、いま家にひと

暮らしていましたが、連れ合いの

その方は、連れ合いの方と二人で

には亡き人に出会える「ところ」

いっぱい生きていくためには、時

す。そして、わが「いのち」を精

てきたのではないかと思っていま

こそ、仏教が私に生きる力を与え

考えることを示し続けてきたから

仏教が「死」を通して「生」を

な質問を受けたことがありました。ることかと想像いたします。

ともつらく悲しいことも、時には

愚痴や不満も話しかけるそうです。「とき」が必要

「おうちのなかで、何でも話しか

のが質問でした。

は、人それぞれ

ろ」や「とき」

出会える「とこ

なのです。その

けられる場所があってよかったで

です。

「それはいけませんか」という

すね」と、私は答えたように記憶

先立たれたあと、お仏壇に向かっ

話しかける相手がいたのですが、

仏壇、あるいは

お寺の本堂やお

その一つに、

しています。今までは、家の中で

て話しかけるようになったという

儀礼があるとす

るなら、いまを

のです。

お仏壇の前に座ったとき、阿弥

（本願寺新報より転載）

ものではないかと思うのです。

年回の種類・法名
陀さまを見つめながら、亡き夫に 生きる私にとって、宗教的空間や
を必ずお知らせ下さい。話しかけているのかもしれません。宗教の意義はとても大きく大切な

氏名・住所・電話番号 と

尚、年忌申込の際は、

※ 印は地区によって
されないところもあります
平成二十七年の年回法要表です。
お仏壇の過去帳・御位牌でご確
認下さい。

早めのご連絡をお願いいたします。話しかけても決して返事がもどっ

てくるわけではありません。それ
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◇勝山支坊太子講

◆仏壮・仏婦合同報恩講

◇門徒大会

◆御正忌

◇御年頭

◆修正会

四月四日

三月三十一日

三月八日

二月五日

一月十六日

一月一日・二日

一月一日

八時

午前十時

午後二時

◆花蓮の会

流杯の儀

物故者法要・総会
そば会

◆永代経・
先代住職三回忌法要

◇掛所盆参り

◆清掃奉仕

◇勝山支坊永代経

◆降誕会・初参式

◇懇親ゴルフコンペ

◆念仏奉仕団

◇花祭り

八月十六日

七月十五日・十六日

七月十四日

永代経前

六月三十日

六月十四日 午後一時

六月中

五月十一日・十二日

四月五日

開闢法要

十八時より読経

仏婦

別途申込

参加希望の方
ご連絡下さい

計画中

保育園児・幼稚園児・
小学生、参加自由

花蓮植え替え

◇納涼法話会

報恩講前

午後一時半

◆清掃奉仕

十月四～六日

午後十一時四十分頃より

仏婦

別途ご案内

◇報恩講

十月二十一日
十二月三十一日

午後四時

◆勝山支坊報恩講
◇除夜会

【

感謝録

】

（敬称略）

嘉長
光明寺
重喜
春山
實
大和田
信一 松岡小畑

お供え
え
北四ツ居
菓子
塚谷 徹夫
梨
鹿野 啓信
小塩辻
酒
朝田 勇次
春 江
米
青木 喜代美 東古市
笹木 信一
栃原
酒井 義明
東古市
水上 清雄 北新在家
野菜・すいか・メロン
中出 光治
横 垣
冨田 幸二
上北野
ビール

寄 贈
蝋燭
衣桁
ひな人形

斉川
吉田
阪口
北川

ご奉仕
報恩講永代経前清掃奉仕
仏教婦人会
除夜会手伝い
仏教壮年会有志
帳場その他お手伝い
仏教壮年会、仏教婦人会

おみがき
永代経前
報恩講前
年末

栃原御同行
加茂河原御同行
末政御同行

厚く御礼申し上げます。
ありがとうございました。

編集後記

昨年、車イスを２台

購入しました。足が悪

い方にもゆったりと参

って頂ける。そのような場にして

いけるよう、一歩ずつ取り組んで

まいります。皆さんからのご助言

もお待ちしています。

前年に引き続き、寺報の編集を

（高田記）

させていただき、ここに第二十六

号をお届けします。

皆様方の寺報原稿お待ちしてお
ります。写真や絵、俳句などでも
結構です。どうぞご投稿下さい。

発行所

浄土真宗本願寺派
和田山 本 覚 寺

