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宗祖親鸞聖人があきらかにされた

告法要が始まりました。この法要は、

十月一日、本山・本願寺で伝灯奉

「うけつぐ伝灯

ます。

十日間（一日一座）つとめられてい

い、今年の五月三十一日まで十期八

伝えるよろこび」

本覚寺（福井教区福井組合同）か

が一人でも多くの方に伝わりますよ

「浄土真宗のみ教え」が、聖人から

お家と同じです。そのお家に阿弥陀さ

ご門主が告げられると

う、是非、参拝していただきたく思

らは五月十二日・十三日に一泊二日

昨年の十月より、本山にて第二十

まがご安置されているんです。つまり、

ともに、お念仏のみ教え

います。参加をご希望される方は二

数えて第二十五代となる専如ご門主
五代専如門主伝灯奉告法要が本願寺

仏壇と同じです。どんなに立派な仏壇

が広く伝わることを願

で参拝いたします。お念仏のみ教え

でお勤めされています。

でもお家より大きい仏壇はありませ

に伝えられたことを、仏祖の御前に、

その本願寺ですが、左右に二堂が

ん。ですから、阿弥陀堂が少し小さい

圓先生（本願寺勧学・教学部門の指

れていました。本来居られるべき親

元々、ご門主は「留守職」と呼ば

お待ちしております。

皆さまのご参加

な一歩として。

伝灯奉告法要をその新た

う。

来へと伝えていきましょ

私たちもこのみ教えを未

います。ご門主とともに、

今、私たちに届けられて

け伝えられたみ教えが、

親鸞聖人から脈々と受

うお願い申し上げます。

お申込みいただきますよ

申込書」にご記入の上、

ページ下部にある「参拝

配置されており、向かって右側が阿

導者）のお話で、団体参拝の方から

鸞聖人のお留守を預かるということ

何とも有難いお話です。

「難問」が寄せられたそうです。

ょう。
合掌

皆さんも一緒にお参りしまし

体で参拝させていただきます。

いよいよ五月に本覚寺も団

意味だと承知しています。

だくことがこの法要の本来の

いることを讃え慶ばせていた

て二十五代にわたって連綿と続いて

この、お役目が親鸞聖人から数え

なのでしょう。

「ここ本願寺は親鸞聖人の

にお答えになったそうです。

ここで梯和上は次のよう

なぜですか」

「本堂の方が小さいのは

るんです」

人のお像が安置されてい

「左側の御影堂に親鸞聖

陀さまがご安置されていますよ」

「右側のお堂です。そちらには阿弥

「このお寺の本堂はどちらですか」

平成二十六年に亡くなられた梯實

のです」

巻 頭 言

平成 29 年 2 月 5 日

住職 波多野 真 公

―発行日―

弥陀堂、左が御影堂です。

第 28 号

第 25 代専如ご門主

伝灯奉告法要始まる
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御本山（西本願寺）

一戸当り 一万三千円

伝灯奉告法要
宗門総合復興計画懇志
進納ご依頼

懇 志 額

第 25 代専如門主 伝灯奉告法要
福井教区福井組団体参拝

口座名 本覚寺(ホンガクジ)まで

新しい年のはじめにあたり、ご挨拶申し上げます。
昨年は 4 月の「平成 28 年（2016 年）熊本地震」によ
り多くの方が被災されました。お亡くなりになられ
た方とそのご遺族に哀悼の意を表しますとともに、
被災された方にお見舞い申し上げます。また、10 月
の鳥取県中部での地震や 8 月の岩手・北海道での豪
雨などでも大きな被害が出ています。宗門として困
難な状況にある方々に寄り添った活動を続けてまい
りましょう。
本願寺では、昨年 10 月 1 日より本年 5 月 31 日ま
で 10 期 80 日にわたって伝灯奉告法要をおつとめし
ています。すでに 4 期 32 日が終わりましたが、たい
へん多くの皆さまにご参拝・ご協力いただき、法要
をおつとめできていますことは、まことに有り難く、
感謝申し上げたいと思います。
皆さまとともに伝灯奉告法要をおつとめして、浄
土真宗のみ教えが 800 年近くの時を経て私たちに伝
えられて、また、日本だけでなく世界各地に伝わっ
ていることを改めて実感しています。それぞれの時
代の中にあって、浄土真宗のみ教えが一人一人の方
の生きていく依りどころ、支えであったから、今日
まで絶えることなく受け継がれてきたと思います。
親鸞聖人は、さまざまな出来事に悩み苦しむ私た
ちのために、浄土真宗のみ教えをお示しくださいま
した。本年も浄土真宗のみ教えを聞き、南無阿弥陀
仏とお念仏申す日々をともに過ごさせていただきま
しょう。また、ご家族の方などご縁のある方々にみ
教えを伝えられますとともに、伝灯奉告法要へもぜ
ひご参拝いただきたいと思います。

昨年二月にお願い致しました「伝灯奉告法要（宗門総合復興計画）
に伴うご奉加依頼」につきまして第一回の進納期限が過ぎました。重
ね重ねのご奉加依頼で大変申し訳なく思いますが、第二十五代専如ご
門主のご勝縁を宗門をあげて勤めさせていただきたく思いますので、
是非とも御志賜りたくお願い申し上げます。

光淳

お振込される方は ゆうちょ銀行

大谷

（郵便局から 記号１３３４０ 番号１５３２１０３１）

本願寺門主

（他銀行から 店名サンサンハチ 店番３３８ 普通１５３２１０３）

『年頭の辞』

募集要項

●【期間】
平成 29 年 5 月 12 日（金）～5 月 13 日（土） 一泊二日
●【費用】
お一人様 30,000 円（記念写真代とお賽銭は別途となります）
●【宿泊先】
塩田温泉 里湯ひととき夢乃井
●【持参品】
門徒式章・お念珠・健康保険証・その他必要な物
●【申込〆切】 平成 29 年 2 月末日
●【帰敬式】
今回は日程の都合上、受式できません。ご了承ください。
●【行程】
12 日 西別院ほか福井各所＝途中ＳＡ/ＰＡにて休憩＝灘菊酒造（昼食/見学）＝姫路城/好古園
=亀山御坊本徳寺＝塩田温泉夢乃井（宿泊）
13 日 塩田温泉夢乃井＝世界遺産・東寺＝京都ししゅうやかた（昼食）＝☆伝灯奉告法要☆
＝西本願寺＝大津ＳＡ（おみやげ）＝多賀ＳＡ（弁当積込）＝西別院ほか福井各所
✂キリトリ線✂

福井組伝灯奉告法要団体参拝申込書
フリガナ
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初参式
ぶつ ごん こう だいしょう げ し ゃ

け

四月二日
ぜにんみょうふんだ り

『佛言廣 大 勝 解者 是人名分陀利華』

懇親ゴルフコンペ

第七回大会が昨年五月二十七日に行われ、

花蓮の会

〈意訳〉仏はこの人をすぐれた智慧を得たものであるとたたえ、汚れの

二十名参加の中、優勝は福井市松本の中本英

なさん楽しく聞き入っていらっしゃいました。最後

六月十九日

ない白い蓮の花のような人とおほめになる。」これは皆さんも親しみのあ

今回はカキ氷などもあり、みなさん美味しそうに食

昨年は、記念すべき第二十回目の
け

雄氏。特別参加として平乗寺様、瑞應寺様の

ふ ん だ り

る正信偈の一節です。この『分陀利華』というのは白蓮華のことで、念

両ご住職も楽しんで頂きました。

そうめん流しでは、焼き鳥、鮎の塩焼きの他に、

初参式となりました。
仏の行者、信心の人をほめたたえる語とされて

にみなさん聞き入っておられました。

二人の可愛い赤ちゃんがお参りに

秋には少々規模も小さくなりましたが、年

の先生でしたが、分かりやすく、ありがたいご法話

なりました。

二回目のプレーを楽しんで頂きました。個人

先生を迎えて行われました。まだ年齢も若く、男前

的に段々、体力も落ち、距離も出なくなる反

います。つまり白い蓮の花のような人というのは、

べていました。

阿弥陀さまのご本願をいただく私たちのことなの

今回の納涼法話会の御講師は、大野市の中山法龍

これから明るくお念仏のある環境

喜んでいらっしゃいました。

の中で、お子様が健やかに成長され

ら準備してくださった仏教壮年会の方たちも大変

面、法務員の宮口君はいよいよ調子よく、す

問わず誰もが知っている、曲ばかりでしたので、み

ですね。仏教の象徴ともいえる蓮を泥まみれにな

皆さんの楽しそうな表情を見て、竹切りからなにか

ることを願ってやみません。

流しそうめん。前回より多くの方がお越しになり、

っ飛ばしている様子をみて、うらやましく感

る琴の演奏がとても印象に残っています。老若男女

りながら、一緒に植え替えしてみませんか。

家族でお参り下さい。

じているこの頃です。

そしてなんといっても、啓新高校の生徒さんによ

（道場記）

本年も 8 月 16 日に予定しております。是非、ご

(嶋田記)

には「恩徳讃」の演奏もあり素晴らしかったです。

【本年は四月八日 午前九時から予定しております】

今回も、たくさんの方がお越しになった法話会と

越前市 丸山 稜太 くん
福井市 笠松 聖佳 ちゃん

納涼法話会＆流しそうめん

昨年も、様々な法要や
行事のお手伝いサポート
をしていただき誠にあり
がとうございました。寺
務所一同、心から感謝し
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
ご連絡ください。

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・
聖地参拝 等 レクリエーションも

著
本願寺門主 大谷光淳

たくさん

「ありのままに、
ひたむきに」

いつも婦人会の方々に

小さな小さなおばあさんだった。その体に合わせてしつらえたかのよう

寺だより

っています。朝早くから、

な、小さな小さなお家だった。半間ほどの小さな玄関を上がってすぐ左手

は裏方として支えてもら
人数分のたくさんお斎を

その頃私はお寺に戻ったばかりだった。報恩講参りも初めてだった。当

に四畳半の仏間。中にあるのは小さな茶箪笥と小さなお仏壇だけ。

ご門徒のみなさま、そし

然初めてお伺いするところばかり。しかも前の年に住職が病気で倒れ、正

作っていただいたりと、
て寺務所一同、心から感

直お寺の中もてんやわんやの状態だった。

土でまたお遇いしましょう。倶会一処。

ったけれど、今はお念仏の声となって私たちのそばにいてくださる。お浄

悔は先に立たない。明日という日はない。この世で会うことはかなわなか

あさんから仏様の話を聴きたかった。あの時少しでも居座っていれば。後

のままそこでお葬儀を出したようだ。とても淋しい、気持ちがした。おば

なられたみたいですよ、新聞に名前載ってました、と。施設で亡くなりそ

ある日寺務所で雑談していたら誰かが言った。そういえば〇〇さん亡く

だった。

は近所中にふれてくださっていたのだと聞いたのは、随分後になってから

ったようだ。その方はとてもお念仏に熱心で、報恩講のお参りがある日に

に入られたと聞いた。ご主人が亡くなり子供もおらず天涯孤独の身の上だ

翌年、おばあさん宛に出した報恩講の案内葉書が戻ってきた。噂で施設

いかけた。

いていかなければ。ごめんなさいね、また来年・・そう言って私は後を追

う外に出てしまった。置いて行かれては右も左もわからない。とにかくつ

めてお会いするその方と私は少し話がしたかったのだが、法務員さんはも

たお茶もそこそこに、それでは！と法務員さんは席を立ってしまった。初

わらなければならない。その日は特に忙しかった。読経が終わると出され

その日の法務員さんはとにかく急いだ。決められた軒数を一定時間でま

謝しております。

主な活動内容

法話会、報恩講 等
教区・組行事参加
別院清掃奉仕、
みのりのつどい、茶席

永平寺町内の方を中心に活動して

等

花まつり、降誕会、永代経、

本覚寺年中行事の協賛。

仏教婦人会
おります。

日常生活の中で、悩みや苦しみをかかえな
がら生きていかなければならない私たち
にとって、時代は違っても親鸞聖人の生き
方は、多くの人々を惹きつける魅力あるも
のと思います。親鸞聖人の生き方の根本に
ある阿弥陀如来の救いのはたらきをより
多くの人々にお伝えし、みなさまがそのは
たらきに出遇うことで、生かされているい
のちを尊び、喜びの中で生きていかれるこ
とを願っています。――本書あとがきより

仏教壮年会
おすすめの一冊
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聖地参拝
築地本願寺を中心に関東の聖地を
巡ってきました。何かと話題の築地
ではありますが関東のお念仏の中心
地であります。真宗門徒の尽力によ
って本堂再建のために海を埋め立て
て土地を築きました。それが「築地」
という地名の由来となっているそう

のひとつでした。

椅子でお参りができ、時代を先取り

した設計に感服いたしました。

次に訪れた増上寺から見上げる東

築地本願寺は、大正十二年の関東

大震災で焼失し、昭和九年に再建さ

浅草寺では、沢山の方が着物姿で

京タワーは圧巻で、お寺と東京タワ

真宗寺院の造りでステンドグラスや

散策されていましたので、日本も捨

れた建物で、本堂の外観は「インド

パイプオルガンも設置された和洋折

てたものではないと感服しておりま

ーがよくマッチして見えました。

衷の斬新な設計になっており、平成

したが、よく見ると全て外国の方で

様式」の石造り、内部は、伝統的な

二十六年に国の重要文化財に指定さ

皆様とともに楽しいひと時を過ご

ビックリいたしました。

以前本覚寺におられた高田さんが

すことが出来ました。また機会があ

れております。

築地本願寺で働いておられ、私達を

りましたら、是非、参加させていた

です。築地市場も元々は寺内町だっ
ますが先人達の信心の賜であります。

出迎えていただき、夕食会では、本

だきたいと思います。有難うござい

たそうです。名残こそ薄れてはおり
歴史を知ってから参拝すると感慨深

覚寺でのよもやま話に花が咲き、築

いものがありました。

年六月六日～七日に開催された本覚

今回、御縁があって、平成二十八

様の「とらや」の羊かんを一人一人

迎えて下さり、おみやげに東京駅仕

にご一緒されたお裏方の妹さんも出

又、前に「さつまかくれ念佛の旅」

ました。

ました。

「東京築地本願寺
聖地参拝に参加して」
守

寺の東京築地本願寺聖地参拝に参加

築地本願寺では、公子様の導師の

におみやげいただきました。
北陸新幹線を利用しての東京築地

もと讃仏偈を読誦し、パイプオルガ

させていただきました。

齊 川

地本願寺になお一層の親近感を覚え

二日目は浅草寺、スカイツリーな
ど東京の名所も回りましたが前日の
夕食会や二次会での楽しいお酒がい
つまでも残り、感想を書けるほどに
は覚えてはいられなくてᶅ、唯々楽
しかったということだけは間違いあ
りません。

本願寺参拝と増上寺、東京スカイツ

ンの演奏も聴くことが出来ました。

本年は聖地参拝はお休みですが五

リー、浅草寺を巡る一泊二日のコー

お寺も椅子になりつつある現在、

月には御本山の伝灯奉告法要にお参
しみたいと思います。ご参加お待ち

スで、西洋の建築様式を取り入れた

築地本願寺の内部は、建設当時から

りします。是非、皆さまとともに楽
しております。

（宮口記） 築地本願寺は、一度は訪れたい聖地
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Ｑ＆Ａ
月参りやご法事に行かせてもらう
と、ご門徒の方々から色々な質問を
受けます。その中でも特に多く聞か
れる疑問を今回はいくつかお答えし
たいと思います。

Ｑ、法事は何のためにする？
Ａ、法事は、亡き人を縁に勤められ
ることから、亡き人のために勤める
ものと思っている人がいます。しか
し、亡き人は如来さまのお救いによ
って、すでにお浄土に参られている
ので、亡き人のために善をふり向け
る（追善）必要もなければ、またそ
んなことができる、りっぱな私でも
ないでしょう。
法事というのは「仏法の行事」と

れが法事です。

Ｑ、白の蝋燭と、赤の蝋燭の使い分

勤行とお給仕を相続することの決意

も守ることの出来ないこの私を必ず

「法」に生きるのです。戒律の一つ

救い、浄土へ迎えるという阿弥陀さ

を表明する儀式です。

一方、すでにご本尊があって、古

まのはたらき、それを「法」と呼ぶ

私たちは、阿弥陀さまの法の中に

いお仏壇から新しいお仏壇にお移し

ど、ご本尊を別の場所にお移しする

生かされています。だから、私たち

のです。

場合は、仏様に座を遷っていただく

浄土真宗が名告るのは、
「戒名」では

する場合やお仏壇を修理に出す時な

Ａ、白の蝋燭は、普段の月参り、

ので「遷座法要(式)」と言います。

けは？

一般的な法要、三回忌までの年忌法

なく「法名」になります。

なわち、法事の場に参集した家族、

ない、私自身のためのものです。す

仏法要(式)」と言います。
「お正念」

ご本尊をお迎えする時の法要を「入

Ａ，浄土真宗では、お仏壇に新しい

Ａ、報恩講は、浄土真宗のみ教えを

Ａ、仏教徒としての名前をあらわす

まれる一年でもっとも重要な法要で

親鸞聖人の、そのご苦労を偲んで営

開いて私たちにお示し下さった宗祖

言葉として「戒名」が有名ですが

す。

私たちは、先祖の年忌法要には割

る人の名前です、
「戒名」を名告るか

「戒名」というのは、戒律に生き

親鸞聖人のご恩に感謝し、聖人が

願われているのも先祖の方がたです。

所に人生を歩むように」と私たちに

がたが心から慕われたのが親鸞聖人

らには、戒律を守らなければなりま

お示し下さった如来さまのご本願を

あれは、「法名」であって、「戒名」

せん。戒律というのは、仏教徒とし

仰いで、お念仏申す人生に改めて気

であり、また「聖人のみ教えを依り

て立派に生きていく上でのいろいろ

づかせてもらうのが報恩講です。

は、戒律に生きるのではありません。

な規律です。しかし私たち浄土真宗

ではありません。

思い込んでいる方が時々おられます。 合、気を配りますが、その先祖の方

が、
「釋〇〇」というのを「戒名」と

浄土真宗に「戒名」は存在しません

のですか？

Ｑ、
「戒名」と「法名」は、どう違う

精抜」とは言いません。

なので、浄土真宗では、
「お精入」
「お

縁者の一人ひとりが仏法を自分のこ

を入れるということではなくて、深

Ｑ、報恩講ってなんですか？

要などに用います。
赤の蝋燭は、報恩講のお参り、七
回忌以降の年忌法要に用います。

ととして聞き味わってこそ、意義あ

厚の仏縁をよろこび、仏壇を安置し

Ｑ、お仏壇に、お正念を入れる？

るものとなるのです。亡き人を偲び

て心のよりどころとし、日々報謝の

いうことで、この仏法は、ほかでも

つつ、この私が仏法を聞く行事。こ

本覚寺々報
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平成二十九年
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

年回法要表
平成二十八年歿
平成二十七年歿
平成二十三年歿
平成 十七 年歿
平成 十三 年歿
平成 七 年歿
平成 五 年歿
平成 三 年歿
昭和 六十 年歿
昭和四十三年歿

※印は地区によって

「段ボールのお仏壇」

一九九五年一月の阪神・淡路大

同じように、倒壊したり、建って

はいてもとても住めないお家の中か

ら、掛け軸や過去帳を持ち出して避

難所生活を送られたご門徒が多くお

朝に夕に手を合わせ、心の支え

のない人間の歴史があるのです。

その日まで営まれていたかけがえ

なく崩壊した家々の一軒一軒に、

を奪い去っていきました。跡形も

ない激しい大地の揺れが、すべて

かれた小さな段ボールのお仏壇でし

もらったのは、避難所での枕元に置

は粗末すぎるでしょうか」と見せて

ている場合もあります。
「こんなので

けようにも、お寺そのものも被災し

に苦慮されているのです。お寺に預

大切なものだからこそ、その扱い

られます。

としてきたお仏壇も、崩れ落ちた

た。

震災では、わずか一分間にも満た

家もろとも、瓦礫の下に埋もれて
しまいました。

二階に寝ていてかろうじて命だ

けは助かったというご門徒が、避

難所生活を続けながら、残がいと

なったお家の中から、何とか阿弥

陀さまの掛け軸を掘り出そうとさ

れていました。過去帳はお仏壇の

心配はいりません。粗末なお仏壇

外へ放り出されていたので、すぐ

に拾うことが出来たけれど、掛け

というのはないのです。段ボールで

っしゃる所は立派なお仏壇なのす。

軸まではなかなかということです

「なぜ、そこまでして」と問う

段ボールの中の阿弥陀様は変わらぬ

あれなにであれ、阿弥陀さまのいら

と、
「そりゃ、やっぱり大切なもの

が、これは危険な作業です。
尚、年忌の申し込みの際は、

智慧と慈悲の光を放たれます。
わず目頭が熱くなりました。

ですから」とおっしゃいます。思
法名・会場を
必ずお知らせ下さい。

（『御堂さん』より転載）

氏名・住所・電話番号・年回の種類と

皆様でお参りしましょう。

されないところもあります
平成二十九年度の年回法要表です。
お仏壇の過去帳・お位牌でご確認
下さい。
亡き人を偲びつつ、この私が仏法
を聞く行事。これが法事です。

本覚寺行事予定
平成 29 年
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◆修正会
一月一日・二日

一月一日

一月十五日 午後二時

◇御年頭
◆御正忌
二月五日

午前十時

◇門徒大会

流杯の儀

三月十二日

物故者法要・そば会

◆仏壮・仏婦合同報恩講

五月十二・十三日
参加希望の方
ご連絡下さい

三月三十一日

◆伝灯奉告法要参拝
六月中

別途申込

◇勝山支坊太子講

◇懇親ゴルフコンペ
六月十八日 午後一時

花蓮植え替え

◆降誕会・初参式
六月三十日

仏婦

四月八日 午前九時

◇勝山支坊永代経
永代経前

午後六時より読経

◆花蓮の会

◆清掃奉仕

七月十四日

開闢法要

四月九日 午後一時半

◇掛所盆参り

七月十五日・十六日

別途ご案内

◇花まつり

◆永代経

八月十六日 午後四時

仏婦

保育園児・幼稚園児・
小学生、参加自由

◇納涼法話会

報恩講前
十月四日・五日・六日

午後十一時四十分頃～

◆清掃奉仕
◇報恩講

十月二十一日
十二月三十一日

◆勝山支坊報恩講
◇除夜会

【 感謝録 】

(敬称略)

光明寺

上北野

大月

菅谷

東二ツ屋

牧口

上浄法寺

東古市

布市

諏訪間

布市

東古市

新在家

春江

小塩辻

横垣

北四ツ居

前田

斉川

冨田

清水

竹中

野澤

菊川

天谷

青木

黒田

竹澤

北川

酒井

水上

朝田

鹿野

中出

塚谷

英子

嘉長

幸二

勲

秀男

雄一

嘉門

元信

喜代美

巌

義明

康夫

義明

清雄

勇次

啓信

光治

徹雄

お供え（米・野菜・果物・菓子等）

丸岡

寄贈（蝋燭・拝敷）

ご奉仕

仏教婦人会

永代経、報恩講前清掃奉仕
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 大和田御同行

松岡末政御同行

報恩講前 大月御同行

年 末

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

今年のお正月は、北陸では珍し
く雪もなく寒くもなく、とても過
ごしやすいお正月となりました。
福井県に来て早二年が経ち、少
しずつではありますが、ご門徒の
方々に「攝受さん、攝受さん」と
名前で呼んでいただき、お話しす
る機会が増えてまいりました。本
当にありがたいことです。これか
らも宜しくお願い致します。

ここに第二十八号をお届けし
ます。

皆様方の寺報原稿をお待ちし
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

