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波多野 真 公

のベッド脇にある心拍数を測る機械で

ことに思いをめぐらして下さい。病院

だから皆さんも亡くなる寸前にはこの

ぼれる南無阿弥陀仏となってゆく…。

その人の合わさる掌となり、口からこ

仏となって人々の人生に届いてゆく。

阿弥陀さまと同じように南無阿弥陀

第

ご満座に２５００人が参拝

代専如ご門主が、浄土真宗のみ教え(法灯)を継承されたこと

期

月

日間の最終となるご満座の法要が厳修さ

日から始まった「伝灯奉告法要」
。

を阿弥陀如来と親鸞聖人の御前に奉告され、そのみ教えが広く伝わ

日には、

ることを願って一昨年
５月

座のご法要が円成しました。期間中の法要参拝者総数は延

の総来山者数は延べ

日は２５００人が参拝、阿弥陀堂と御影堂から人

かな時間となりました。

っぱいに笑顔が広がり、和や

声で挨拶されるなど、堂内い

が手話を交えてかわいらしい

のインタビューでは、敬さま

ご門主とお裏方、敬さまへ

に包まれました。

御影堂は参拝者の大きな拍手

ろいで登場され、阿弥陀堂と

さま、前門さまご夫妻がおそ

長男・敬さま、ご長女・顕子

その後、ご門主ご夫妻、ご

した。

れ、石上智康総長が拝受しま

２ページに掲載)をご親読さ

奉告法要御満座の消息」(全文

堂で行われ、ご門主が「伝灯

があふれました。法要の後には、引き続き「ご消息発布式」が御影

ご満座の５月

万４９９６人を数えました。

賛行事も多種にわたって行われ、伝灯奉告法要を縁とした本願寺へ

べ
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万４０１５人。ライトアップによる夜の参拝・特別拝観など協

れ、全
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得至蓮華蔵世界 即証真如法性身
遊煩悩林現神通 入生死園示応化
「阿弥陀仏の浄土に往生すれば
ただちに真如をさとった身となり
さらに迷いの世界に還り、
神通力をあらわして
自在に衆生を救うことができると
述べられた」
とあります。お浄土に往生させていた
だくということは仏さまと同じおはた

も見ながら、さぁ、この心拍が止まっ

そんな世界です。
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巻 頭 言

住職を継承し、もう十年が経過しま
した。
ふり返るとこの十年の間には色々な
ことがありました。
祖母が亡くなり先代住職が亡くなり
相次いで父の兄弟達も亡くなり等・・・
慌ただしく日々が過ぎていったよう
な感じがします。
ある布教使さんの話ですが
「お念仏者の仕事はお浄土に参って仏

たらお浄土だ。仏さまになったらまた

そうしますとこれから益々忙しくな

になることです。なかなか大変ですよ。 らきをさせていただくのであります。

忙しくなるねぇ…と」
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平成 30 年 2 月 5 日

ってまいりますが、有難い事と受け取

合掌
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―発行日―

思わず笑ってしまいましたが、でも、 って日々御念仏させて頂きます。
これ本当のことであります。
正信偈には、

伝灯奉告法要が円成
第２５代専如ご門主
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第 25 代専如ご門主

「ご消息」発布される

総代様

お悔やみ

坪川 信行

坪川総代におかれましては、平成二十九年

十一月二十五日に、九十七歳でご逝去されま

した。坪川総代には四十年近くの間、本覚寺

の護持発展にご協力いただきました。

葬儀の際には、京都御本山より弔慰状の伝

達がありました。当山のみならず宗門の興隆

に多大なご尽力をいただきましたこと心よ

り感謝しつつ、面影を偲び、お念仏申し上げ

内、院号下府 14 件(16 名)

本山記念法要の予算を中心として、宗門の興隆や
振興のためにご懇志いただきました。
ご協力を賜りましたご門信さまにおかれまして
は、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

ます。葬儀には、帰山総代が出席されました。

本覚寺として ￥19,900,000

伝灯奉告法要御満座の消息
昨年の十月一日よりお勤めしてまいりました伝灯奉告法要は、本日ご満座をお迎えいたしま
した。十期八十日間にわたるご法要を厳粛盛大にお勤めすることができましたことは、仏祖の
お導きと親鸞聖人のご遺徳、また代々法灯を伝えてこられた歴代宗主のご教化によることは申
すまでもなく、日本全国のみならず、全世界に広がる有縁の方々の報恩謝徳のご懇念のたまも
のと、まことに有り難く思います。
昨年の熊本地震から一年を経過し、甚大な被害をもたらした東日本大震災から六年が過ぎま
した。改めてお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に心
よりお見舞い申し上げます。どれほど時間が経過しても心の傷は癒されることなく、深い痛み
を感じてお過ごしの方も多くおられるでしょう。なかでも、原子力発電所の事故による放射性
物質の拡散によって、
今なお故郷に帰ることができず、不自由な生活を余儀なくされている方々
が多くおられます。思うままに電力を消費する便利で豊かな生活を追求するあまり、
一部の方々
に過酷な現実を強いるという現代社会の矛盾の一つが、露わになったということができます。
自分さえ良ければ他はどうなってもよいという私たちの心にひそむ自己中心性は、時として
表に現れてきます。このような凡愚の身の私たちではありますが、ご本願に出遭い、阿弥陀如
来のお慈悲にお摂め取られて決して捨てられることのない身ともなっています。そして、その
大きな力に包まれているという安心感は、日々の生活を支え、社会のための活動を可能にする
原動力となるでしょう。
凡夫の身であることを忘れた傲慢な思いが誤っているのは当然ですが、凡夫だから何もでき
ないという無気力な姿勢も、親鸞聖人のみ教えとは異なるものです。即如前門主の『親鸞聖人
七百五十回大遠忌法要御満座を機縁として「新たな始まり」を期する消息』には、
凡夫の身でなすことは不十分不完全であると自覚しつつ、それでも「世の中安穏なれ、仏
法ひろまれ」と、精一杯努力させていただきましょう。
と記されています。このように教示された生き方が念仏者にふさわしい歩みであり、親鸞聖人
のお心にかなったものであるといただきたいと思います。このことは、ご法要初日に「念仏者
の生き方」として詳しく述べさせていただきました。
今、宗門が十年間にわたる「宗門総合復興計画」の取り組みを進めておりますなか、来る二
〇二三(平成三十五)年には宗祖ご誕生八百五十年、そして、その翌日には立教開宗八百年とい
う記念すべき年をお迎えいたします。
改めて申すまでもなく、その慶讃のご法要に向けたこれからの生活においても、私たち一人
ひとりが真実信心をいただき、お慈悲の有り難さ尊さを人々に正しくわかりやすくお伝えする
ことが基本です。そして同時に、仏さまのような執われのない完全に清らかな行いはできなく
ても、それぞれの場で念仏者の生き方を目指し、精一杯努めさせていただくことが大切です。
み教えに生かされ、み教えをひろめ、さらに自他ともに心安らぐ社会を実現するため、これ
からも共々に精進させていただきましょう。
平成二十九年
二〇一七年
五月三十一日
龍谷門主 釋 即如

御本山(西本願寺) 寄進御礼
伝灯奉告法要 宗門総合復興計画懇志
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初参式
六月十八日
第二十一回、初参式が行われました。

に大変なことなんだなと実感することが
出来ました。

今年の植え替えは四月七日朝九時と予

定しております。お手伝いいただける方

は、当日時間までにお越しください。そ

の際、運搬用一輪車、台車等お貸しいた

だけると作業もはかどり助かります。軍

手、長靴もご用意下さい。作業後には、

満開の桜の下にて簡単な食事を準備して

おりますので、皆さんご参加ください。

サンガ」と合同での開催となりました。キッズサンガというのは、キッズ（Kids）は「子

どもたち」
、サンガ（Sangha）は「仏教徒の集団」の意味があります。ご縁のある大人

たちが全ての子どもと接点を持ち子どもとともに阿弥陀さまのご縁に遇っていこうと

いう、浄土真宗本願寺派が全寺院を挙げて取り組んでいるものです。そんな縁もあって
今回は福井市のお寺のほうからもたくさんのお子さんが
参加しており、境内では例年以上に元気いっぱいな子供
たちが楽しそうに過ごしていました。当日の天気は雨の
予報で、午前中も天気が悪く急遽そうめん流しのレーン
頭上に雨よけを設置しましたが、午後からは天気に恵ま
れて大変素晴らしい日となりました。
そして、今回の法話会の御講師は、福井市・法専寺の

の後、懇親会と表彰式が行われました。今年も六月頃に予定しております。初め

初参式は、尊いご縁によって恵まれた

比留間 清葉ちゃん

え替え作業に参加させていただき、本当

毎年恒例の納涼法話会＆流しそうめん。今回は福井組のお寺の子供会主催の「キッズ

ざいました。今回三年目にして初めて植

磯山大行先生を迎えて行われました。以前は御本山の式

て行われました。参加者は二十名で、優勝

新しい命を阿弥陀如来の御前にて、ご

板倉
坂 羽菜ちゃん

ていただけました。ご協力ありがとうご

務部に勤務しておりましたが、現在は自坊のほうで法務

は福井市板垣の岩井敏明氏でした。コンペ終了後は本覚寺本堂にて短い勤行。そ

家族、また縁ある方々そろってお祝い
し、感謝する式です。今回は四人の元

平泉寺
小柳 聡史朗くん

気なお子さんがお参りに来ました。

野岡
東二ツ屋 日下 玲輝くん

えが行われ、十数名の方がお手伝いに来

をしておられるそうです。声がとても大きく、声も聴き

ての方も大歓迎です。是非、皆様のご参加お待ちしております。

昨年も、お寺の境内にある蓮の植え替

取りやすく、話の中にも例話などを交えて、私たちにも

今回で第八回となる本覚寺懇親ゴルフコン

四月八日
花蓮植え替え

分かりやすいご法話をしていただけました。

ペが六月九日にフクイカントリークラブに

懇親ゴルフコンペ

～花蓮の会～
納涼法話会＆流しそうめん＆キッズサンガ
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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

いつも婦人会の方々に
はお世話になっておりま
す。中でも永代経・報恩講
法要のときは朝早くから、
お斎の準備に来て下さり、
毎回美味しい食事をあり
がとうございます。
ご門徒のみなさま、そして
寺務所一同、心から感謝しております。

主な活動内容
本覚寺年中行事の協賛。

う念願いたします。

本覚寺年中行事の協賛。

花まつり、降誕会、永代経、

保存版としてご活用下さいますよ

本山・教区・組の行事参加。

法話会、報恩講 等

徒宅に配布しておりますので、永久

(連研、研修会、聞法のつどい等)
教区・組行事参加
別院清掃奉仕、

みのりのつどい、茶席 等

簡単に書いてあります。全てのご門

ゴルフ大会。納涼法話会・流しそ

福井組教学伝道部

永平寺町内の方を中心に活動して

土真宗の教義のことを分かり易く

うめん。

「私たちの 浄土真宗」

仏教婦人会
おります。
の為の一冊です。日常の仏事や、浄

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
たくさん・・・

福井組で発行した、浄土真宗門徒

仏教壮年会
おすすめの一冊

寺だより

お寺の旅行で京都のご本山に行った時のこと。帰りのバスまで時間があ

るのでしばしの自由行動となった。今一度ご本堂にお参りする人、ブック

センターで本を見る人、お茶所で一服する人、門前町に足を延ばす人、そ

れぞれだ。私がいつも感心するのはお土産の量。家族・親戚、お友達やご

近所さんにも配るのか、皆さんいつも両手いっぱいの買い物をされる。そ

してご本山にも京都銘菓をはじめ結構な土産物が置いてあるのだ。八つ橋

やお漬物の大きな袋を抱えておられる姿は微笑ましい光景だ。

さて時間も近づいて来たので出発を促しにその辺を見て回った。一人の

ご婦人がレジのところにおられたので「そろそろ時間ですよ。いい物はあ

りましたか」とお声がけするとその方はにっこり笑ってこう答えられた。

「ええ、息子夫婦にいいお念珠を一つ買っていってやろうと思ってね」

なんと品のいい買い物だろうだと思った。お念珠は家にあるものをなん

となくそのまま使っていることも多い。若いご夫婦も家にあるものをなん

となくお使いなのだろうが、仏事などのお付き合いも増える中、しっかり

したいい『マイ念珠』を持ってきちんとした姿でお参りしてほしいという

親心であろう。その心遣いが嬉しく、私まで気持ちが温かくなった。

昔は子供が結婚したり独立する時一生もののお道具を誂えて持たせた

りした。新しい所帯にお仏壇を入れるのも親の役目だった。もはやそんな

時代ではないのは重々承知しているが、そうすることで伝わる何かがある
のだと思う

実はここ数年私の中で「品のいいお金の使い方」がテーマになっている。

「お金をどう稼いだかより、どう使ったのかによって語られる人生もあ

る」と以前何かの文章で読んだ。お金をきれいに使うというのは実は結構

難しいことのように思う。品よく使って品よく生きたいと思う今日この頃
である。
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平成二十九年五月十二日～十三日
を思い浮かべながら呑む一杯は格別

の思いや苦労、完成するまでの工程

灘菊酒造のお酒です。造っている方

出てくるのは先程説明してもらった

そして、昼食会場へ移動し、そこで

へ。

本覚寺前住職の里「亀山御坊本徳寺」

て一度行ってみたいと思っていた、

たくさんのご門徒の方から話を聞い

そして、私が本覚寺に来て以来、

し、温泉で汗を流したあとは夕食の

たことでございます。

一度お会いしてみたかったなと思っ

前住職は、どんな方やったんやろ、

この由緒あるお寺から本覚寺に来た

伝灯奉告法要参拝
に京都の本山、西本願寺で、宗祖親

「亀山御坊本徳寺」は、蓮如上人の

宴会です。一人でも多くのご門徒の

そして、宿泊先の塩田温泉に到着

鸞聖人から数えて第二十五代となる、 でした。

意向により、中世本願寺の西国地方

ったところです。当初は英賀に寺内

ばれ、一向一揆の西日本の拠点とな

られたので、大変有意義な時間を過

初めてお話しさせていただく方もお

うとバタバタとお酌回りしたのです。

昼食後は、総工事期間五年半に及

十九名で参拝してきました。一昨年

町を形成しその繁栄を築きましたが、 ごすことが出来ました。

大谷光淳ご門主の就任を全国の門信

の秋から勤められており、全国各地

二日目、午前中は、平成六年に世

の拠点として造られた一家衆寺院で、 方に名前と顔を覚えて帰ってもらお

から多くのご門徒がお参りされてい

その後現在の亀山に移築されたそう

界遺産に登録された真言宗の根本道

んだ「平成の大修理」を終えた、世

ました。

です。大変立派な建物で、色々見学

場「東寺」へ。そして午後から、い

徒に披露する伝灯奉告法要に、福井

法要参拝はスケジュールの二日目

させてもらい、中でも新撰組が京都

よいよ本願寺での伝灯奉告法要へ参

石山大坂本願寺と瀬戸内海航路で結

でしたので、一日目はまず、兵庫県

の屯所として使っていた当時の刀傷

拝。

界文化遺産の姫路城へ。

にある灘菊酒造の見学、昼食から始

の跡などが、とても印象に残ってい

組から約一六〇名、本覚寺からは四

まりました。灘菊酒造の歴史から、

ます。

つくりになった「正信念仏偈」を中

今回の法要は、宗祖親鸞聖人がお

どういう工程でお酒が完成するのか
を教えていただけました。

心に構成された「奉讃伝灯作法」の

も綺麗で池もあり、心を落ち着かせ

た池泉回遊式日本庭園で、緑がとて

た。好古園は姫路城を借景に造られ

の二つに分かれての散策となりまし

姫路城グループと、好古園グループ

今回は年配の方も多くおられたので、

そして、ご転座が終わると再びお勤

堂と御影堂とをご転座になられます。

の間に、ご門主様、前門様が阿弥陀

正信念仏偈の「依経段」と「依釈段」

様、阿弥陀堂にはご門主様が着座し、

お勤めが進行。最初は御影堂に前門

二つのお御堂を中継で繋ぎ、同時に

お勤めでした。御影堂と阿弥陀堂の

てくれました。

めが始まります。この「ご転座」の
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ートルの五重塔は現存する日本の古

主伝灯奉告法要」という大変貴重な

ました。そして、
「第二十五代専如門

いながら無事、参拝することが出来

もありましたが、皆様に助けてもら

参拝に行かせていただき、至らぬ点

今回、初めてご門徒の方々と法要

見える姫路城を見学し、天守群を中

午後一時に天を舞う白鷹のように

ゆっくり歩きながら楽しめました。

四十三年創業の趣のある酒造風情を

造に到着し昼食を取りました。明治

館を出発し、お昼に姫路市の灘菊酒

午前七時に本覚寺前のふれあい会

され、園児の花束贈呈があり、ご門

その後、大谷宗家の皆様がご入堂

と雅楽が響きわたり感慨深いものが

た伝灯奉告法要は、御堂全体に声明

信念仏偈と念仏和讃により構成され

お昼に本願寺に到着し、午後の正

顔でハキハキと答えているのを見て

法要にご門徒の方々と共に参拝する

心に櫓や門、土塀、石垣など防御に

主様がお言葉を述べられ、全員で恩

際に両堂で演奏される雅楽曲は、今

作られたもので、金属製パイプを円

ことができ、私にとって忘れられな

創意をこらしたのが印象的でした。

塔中最高の塔で、全体の形が素晴ら

筒状に配して木枠で囲み、両手の鉢

い、とても有り難いご縁となりまし

午後三時に亀山御坊本徳寺を参拝

最後になりましたが、今回の伝灯

寺～伝灯奉告法要(本願寺)の一泊二
日のコースでした。

で枠を叩いて奏でる「響灯」と、オ

た。最近は若い世代の仏教離れが心

し、新撰組が京都の駐屯地として使

奉告法要をお世話下さった皆様に心

とても感心させられました。

ルガンを楽器に加えて演奏されてい

配されてきています。この法要をご

用した当時の刀傷も見学することが

よりお礼申し上げます。

回の伝灯奉告法要を記念して新たに

て、とても綺麗な音色が両堂に響き

縁に、一人でも多くの方から、次の

出来ました。また、本覚寺ご住職の

徳讃を斉唱し終了となりました。

ありました。

しくすごいなと感じました。

渡っていました。

世代にお念仏が受け継がれていくこ

参加して良かったと思いました。

方々と親しく和やかに話し合いでき

到着し、宴会場では多くのご門徒の

午後五時に塩田温泉「夢乃井」に

ってご聴聞できました。

分かり易くご説明頂き、親近感をも

寺、一向一揆などについてご丁寧に

従兄とお聞きしております本徳寺ご

住職より、蓮如上人や大坂石山本願

とを願うばかりです。

(攝受)

「専如門主伝灯奉告法要
団体参拝に参加して」
長谷川廣雄

今回ご縁があり、第二十五代専如

また、法要終了後には「伝灯のつ
どい」と称して、ご門主様のお言葉

門主伝灯奉告法要団体参拝に参加さ

発し、午前十時に真言宗の根本道場

を頂いたり、ご家族へのインタビュ

貸し切りバスを利用しての本覚寺

であり、真言宗全体の総本山でもあ

二日目は午前八時に塩田温泉を出

ご門主になるであろう敬(たかし)さ

～灘菊酒造～姫路城～亀山御坊本徳

る東寺を参拝しました。東寺の象徴

せていただきました。

まへの質問コーナーでは、まだ五歳

寺～塩田温泉夢乃井～世界遺産・東

ーなどもありました。中でも、次の

という年齢ながら、手話を交えて笑

として親しまれている総高五十五メ
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一
回忌

周忌
平成二十四年歿

平成二十八年歿

平成二十九年歿

年回法要表

三
回忌

平成三十年

七

年歿

平成 十八 年歿
八
年歿

十三 回忌
平成
六

平成 十四 年歿

※二十三回忌
平成
年歿

十七 回忌
二十五回忌
四

昭和六十一年歿

平成

三十三回忌

昭和四十四年歿

※二十七回忌
五十 回忌

早めのご連絡をお願いいたします。

法名・会場を必ずお知らせ下さい。

氏名・住所・電話番号・年回の種類と

尚、年忌の申し込みの際は、

皆様でお参りしましょう。

※印は地区によって
されないところもあります
平成三十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。

「不思議な縁によって生きるもの」

昔から、言い伝えられる和歌があり

ことではないようなのです。不思

議にも条件がそろって、今日まで

たどりついたということなので

す。

親子、兄弟、夫婦、親類、友人、

ます。

「世の中に わがものとては

職場、地域の人々、まわりの自然、

不思議な縁なのです。

陽や、月や、全部のことが本当に

犬も猫も、虫も、風も、空も、太

なかりけり 身をさえ

土に返すべければ」

自分のものだ、自分のものだと言っ

ているが、自分のものなど、世の中に

はひとつもありはしない。お金も、土

地も、財産も、夫や、妻や、子どもは

もちろん、いざというときは、何ひと

つ自分といっしょについてきてくれ

るものはない。いや、それどころか、

唯一自分のものだと思っている、この

体さえ自然界に返していかねばなら
ないものではないか。

本当に偶然、たまたま条件がそろっ

たから生まれてきたし、いまも生きて

おれます。一つでも間違った条件にな

れば、もう生きていることは不可能な

そういう中で、不思議にも自分が

これまで存在できたことに、深い感

のです。

そう思うと、これまでよく生きてき

のだから、立派なことはできないけ

動・感謝の思いがわき、こうして命

毎日毎日、空気を吸い、水を飲み、

れど、できる限り、せいいっぱい努

たものだなあ、という感じがいたしま

たくさんのいのちを食べて、これがあ

め励んでいく人生を歩んでいきた

をいただき、生かせてもらっている

たりまえだと思って生きております。

いものでございます。

す。

しかし、必ずしもそれがあたりまえな
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平成 30 年 本覚寺行事予定

◇御年頭

◆修正会
一月一日・二日

一月一日
流杯の儀

三月四日

一月十五日 午後二時

◆仏壮・仏婦合同報恩講
三月三十一日
花蓮植え替え

◆御正忌

◇勝山支坊太子講
四月七日 午前八時

保育園児・幼稚園児・
小学生、参加自由

二月五日 午前十時

◆花蓮の会
四月八日 午後一時半

別途ご案内

◇門徒大会

◇花まつり
計画中

物故者法要・総会・
そば会

◆聖地参拝

六月十七日 午後一時

六月中

別途申込

参加希望の方
ご連絡ください

◇懇親ゴルフコンペ
◆降誕会・初参式

仏婦

六月三十日
永代経前

◇勝山支坊永代経
◆清掃奉仕

午後六時より読経
開闢法要

七月十四日
七月十五日・十六日

別途ご案内

◇掛所盆参り
◆永代経

八月十六日 午後四時

十月四日・五日・六日

午後十一時四十分頃

仏婦

◇納涼法話会

◇報恩講

十月二十一日

報恩講前

◆勝山支坊報恩講

十二月三十一日

◆清掃奉仕

◇除夜会

【 感謝録 】

(敬称略)

お供え(米・野菜・果物・菓子等)
北四ツ居
塚谷 徹雄
横垣
中出 光治
小塩辻
鹿野 啓信
春江
朝田 勇次
新在家
水上 清雄
東古市
酒井 義明
諏訪間
竹澤 義明
布市
黒田 巌
東古市
青木 喜代美
上浄法寺
天谷 元信
牧口
菊川 嘉門
大月
清水 勲
上北野
冨田 ミナコ
瀬領
横田 明芳
鯖江
與佐岡 賢治
経塚
中村 隆篤
寄贈(蝋燭)
光明寺 斉川 嘉長

ご奉仕
永代経、報恩講前清掃奉仕
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 東二ツ屋御同行

松岡末政御同行

報恩講前 乙坂今北御同行

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

早いもので、本覚寺に来て三年

が経とうとしています。今年の雪

の量にはビックリしました。環境

の違う北陸の地でこうして過ご

せているのも皆様のおかげでご

（攝受）

ざいます。またこれからもよろし

くお願い致します。

ここに第二十九号をお届けし

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

