おしゃかさまが
教えてくださいました

参加費・・・１万１千円（本山冥加料・写真・昼食代含）

団体参拝バスツアー参加者募集
日時・・・ １０月１９日(水)）日帰りです

○境内新区画墓地分譲中 新区画墓地好評分譲中
詳しくはホームページ 光照山阿弥陀寺検索 http://kamidaji.com

微風吹動
浄土宗新聞より
残暑のさなかとはいえ、朝夕縁先のすだ
れごしに吹いてくる風に爽やかさを感じ
る頃、「阿弥陀経」のなかの「微風吹動
（みふうすいどう）」という言葉を思い
出す。仏教の生まれたインドは暑熱の国
である。そこで暮らす人びとにとっての
理想郷は、涼しい風の吹き渡る世界、そ
れが極楽浄土の光景となって語り継がれ
てきた▼夏も盛りの七月下旬、長野県の
諏訪湖畔からつづら折れの峠道を車で登
ること約一時間、海抜千八百㍍の霧ヶ峰
高原に達した。ゆるやかな起伏をみせて
広がる一望緑の大地のあちこちから、高
原の涼を楽しむ人たちの笑い声が夏空に
飛びかっていた。どこの家にもクーラー
が常備されるようになったとはいえ、や
はり自然の清気に触れる喜ぴは格別なの
だ▼「法爾（ほうに）の道理と云事あり。
ほのほは空にのぼり、水はくだりさまに
ながる。これらはみな法爾の道理なり」
という法然上人の言葉がある。真理は自
然そのものの姿として現れてある、との
趣旨であり、「法然」というお名前もそ
れに由来しているという▼絵像で見る法
然上人のあのなだらかで広い肩の線がな
んとも言えない、と嘆息していた人がい
る。言われてみると、肩ひじを張って自
己主張を押し通す生き方とは対極的な地
点に自然体で坐っている法然上人の姿に
気づかされる思いがした▼世の中を上手
に渡るための知恵や才覚だけがもてはや
されがちな昨今である。そんな世相のも
とで「自然に生きる」姿勢を保ちつづけ
るのは容易なことではない。それは、厳
しい自己錬磨と省察があってこそ初めて
到達できる境地なのであろう▼お念仏と
は、それが難しい私ども末代の凡夫に現
されたひせすじの道なのだ。無心に唱え
るお念仏のひと声ひと声と共に「微風吹
動」の清気漂う秋がやってくる。（ ）
Y

明るく・正しく・仲よく

慈悲の船に乗る
を具体的に布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧という六度満行を条件といたして
おります。どれを取りましても、私たちが生活をする上で心がけていかなければな
らない大切な徳目ではありますが、これを徹底して成さなければならないとすれば、
その日を生活に追われ、煩悩に迷いながら愛憎無限の人の世に生きております私た
ちが救われて行く道はないのでしょうか。浄土宗を開かれた法然上人も若き時、苦
悩の中から「成しなさんとすれども成し得ず、止めやまんとすれども止まざるをい
かにせん」と嘆かれ、さとりの道をすて、すべての人々が救われていく道を求めら
れました。この悟りの教えに対し、長年血のにじむような勉学努力のすえ、八万四
千といわれる法門の中より発見されたのが、仏の本願により浄土に往生するという
お念仏の教えだったのです。 私たちが自力で三途の川を泳ぎ渡るのではなく、阿
弥陀さまのお慈悲の舟に乗り、彼岸へ往生と渡らさせていただく。そして、この極
楽浄土で修業し、いつの日にか成仏するのが、我々の彼岸へ渡る唯一の道でありま
す。 『観無量寿経』の中に「仏心とは大慈悲これなり」と説かれておりますが、
大慈悲の大とは、すべて平等にという意でございます。阿弥陀さまはこの私を救わ
んがためにこの私にでもできる行、お念仏を選ばれたのです。このみ心をしみじみ
感じながらお念申したいと存じます。
田中信道上人法話より

お彼岸

ある子供さんが、お父さんにこのような質問をしたそうです。「お父さん、人間
が死んだらみんな仏さまになるの」、お父さんはこの薮から棒の質問に「なぜ」と
聞き返すと、「だってテレビを見ていると死んだ人のことを刑事さんが、仏の身元
が分かったか、と言っていたよ」。さあ皆さん方なら何とお答えなさるでしょうか。
二つの道 死んですぐ仏と成るのであれば、それまでに悟りを得る修行をし、成就
した人でなければなりません。ところが私たちはどうでしょうか。仏と成る修行ど
ころか、お経にも『一人一日の中に八億四千の念あり、念々の中の所作これ皆三途
の業なりと』とありますように、人間一日の中には、八億四千と数えきれない程の
色々な思いがあり、それらの思い行いというものは大方三途、（地獄・餓鬼・畜生
の三悪道）に落ちてしまうような事ばかりであります。このように自己を謙虚に見
つめると、死んでも仏になれない、ということになります。一般には亡くなった人
を尊んで「仏さん」と称しているのですから、目くじらたてて間違いだと言うつも
りはありませんが、お釈迦さまも「人の中にありて、彼岸に至るもの少なし。此岸
にある人々は、ただ岸に沿いて右往左往するのみ」と仰せなのです。ところで、彼
岸に至る道には、大きく二通りの受け取り方があります。一つは今申し上げました
「成仏」すること、もう一つは「往生」することです。成仏するための修業、これ

○８００年御遠忌記念総本山知恩院

過去を追わざれ

１０月12日です 午後２時から
於 阿弥陀寺
詳しくは、℡0744-27-3278まで
お気軽にご参加下さい

次回の練習会は

※詳しくは、本文、日程表をご覧ください

未来を願ざれ
およそ過ぎ去った
ものは
すでに捨てられた
のである
また 未来は、
まだ到来していない
過ぎたことで
クヨクヨしない
これからのことに
ビクビクしない
今朝、
目がさめたら
真っさらの
自分のいのち
今日も
いのちキラキラ
生きていこうよ

平成二十三年
十一月十一日（金）入行
～ 十五日 火(）満行

勝部正雄上人

五重相伝会
勧誡師

阿弥陀寺 住職
総代世話人一同

℡0744-27-3278に。
詳しくは

○納骨堂 ☆納骨は、随時受け付けています。

無料です

詠唱練習会
始めました
受講者募集中 受講料

☆ 平成二十三年十一月十一日金）入行～十五日
(火）満行 五 重 相 伝 を 開 筵 い た し ま
す。多数の善男善女のお申し込み
をお待ちいたします。※生前戒名
（寿号）授与します。

藤井法空
世話人一同
合掌
住職

秋季彼岸法要は、
9月22日（木）に
お勤めいたします。

Fax40-7600)
★発行日・平成23年9月10日★第99号★発行・光照山 阿弥陀寺(℡0744-27-3278

法然上人八百年ご遠忌記念

五重相伝開筵

五重相伝会とは、浄土宗の教えの神髄、
つまりは専修念仏の教えを正しく身に
つけ、阿弥陀さまのみ光のもと、人間
としての正しい生活の基礎を身につけ
ていただき、誤りなく次代へと伝えて
いくための法会で、勧誡師上人の勧誡
（お説教、法話）を聴いて頂き、また
礼拝回向、式をとおして身に実践して
頂きます法会です。今年は、法然上人
８００年御遠忌の記念の年でもありま
す。数多くの善男善女の入行をお勧め
申し上げます。

お寺からのお知らせ（秋彼岸会号）
平成23年 仏歴2554年

法然上人八百年ご遠忌記念
五重相伝会
法然上人八百年ご遠忌記念

ただ一向に念仏すべし

阿弥陀寺だより
お寺からのお知らせ｢白菊｣
(４)

お寺からのお知らせ｢白菊｣

(2)

9月22日（木） 秋彼岸会法要
まだま だ、残 暑の今 日この 頃では ござ います が、ど うにか 暑
さもお さまり そうな 感じで 、今吹 いてい る風は 私たち に微か
な秋の 訪れを 感じさ せてく れます 。お彼 岸を迎 えます ともう
一年の 三分の 二が過 ぎ去ろ うとし ている ことに 驚かさ れます 。お釈 迦様が 、説
かれる 仏教の 根本、 諸行無 常の響 きを感 じさせ られ

うので ありま す。浄 土三部 経の「 阿弥陀 経」に 、極

★お彼岸の日程・・・
随
時
一 般 塔 婆 申 込 み 受付
１２：３０
開
白

楽は美 しく七 宝の池 があり 功徳水 が満ち 溢れ、 金砂

詠唱奉納

ます。 私たち は、年 輪を重 ねてい くにし たがい 不安
に苛ま れるも のです 。だか らこそ 安穏た る日々 を願

が敷き 詰めら れ、曼 荼羅華 が雨の ように 降り注 いで

１：０0

法

話

いる、 と説か れてお ります 。この 世に極 楽を望 むべ

２：０0

休

憩

くもあ りませ んが、 せめて 来世に 思いを 馳せ、 その
ために 功徳を 積み心 を乱す ことな く歩ん でいく こと

☆ ２ ： 30

おつとめ塔婆

によっ て、道 は開け ていく のであ ります 。心を 実ら
す秋の お彼岸 をお暮 らし下 さい。
今年も、秋の彼岸法要会のご案内を申し上げます。秋の彼
岸は、実り、恵みの秋。天地の恵みに感謝し、また、今ある

本回向
４：００

終

詠唱奉納
月影 彼岸等

了

追善

私達の命の育んでいただいた、ご先祖様に報恩のご供養をし

今回もテープ等に合わせ

たいものです。お彼岸をお迎えするには、まずお仏壇の清掃

て行います。

をし、仏具などの手入れも終えておきましょう。また花も季

法

節のものをお供えします。中日にはおはぎを、お供えしま

話

す。さらにお彼岸の期間中、お霊膳やお菓子、果物などをお
供し、ご先祖の供養しましょう。そして、家族揃って仏壇に

お楽しみに

手を合わせ、また、ご先祖様のお墓参り、お寺参りをして、いただきたいと思います。

当山の彼岸法要会は、９月２２日（木）です。
当日、午後一時から一席、一時間の、法話もございます。お誘い合わせのお参りをお待ち申し
上げます。

称ふれば 我も仏も無かりけり
南無阿弥陀仏 南無阿弥陀仏 (西行)

(3)

お寺からのお知らせ｢白菊｣

三世地蔵尊と地蔵盆
以前から比べますと 小規模になりましたが 地蔵盆 三世地蔵尊
を有志の方々の協力を得まして 町内の地蔵盆に合わせまして８月２２
日にお祀りをいたしました。近隣近在の子供たちのお参りを頂きまして、にぎ
にぎしくとりおこなうことができました。お手伝い賜りました方々、ご苦労様、
有り難うございました。
★お願い★ 今まで、地蔵盆をお世話していただいた方々が、高齢によ
りお世話いただくことが難しくなって参りました。8月2２日、一日のみのお祀り
となりました。お世話いただくお方ございましたら、よろしくお願い申し上げま
す。 合掌

おひがん
○けふもまた

こころの鉦をうち鳴し

うち鳴しつつあくがれて行く(牧水)

ほとんどの仏教行事は年一回ですが、このお彼岸は春と秋と年二回、
しかも一週間つとめられます。
春のお彼岸は厳しく寒い冬に耐え、暖かい日差しに大地の芽生えを
感じ、秋のそれはようやく残暑もおさまり、やがてくる澄んだ秋晴れと自
然のめぐみに生きる喜びを満喫します。しみじみと時のうつろい、ゆたか
な季節感を味わえる行事といえます。しかしそれは逆にいえば、厳しい
自然条件があって初めて、おだやかな、暖かい、良い季節を味わえるということではないでしょうか。
広い世界の中には、一年中ポカポカと暖かい国もあるでしょう。真冬でもそんなに寒くない国もあり
ます。真夏でもジメジメせず暑くない地域もあります。いつもいつも適当な暖かさ、エアコンディショナ
ーが適確に作動しているような自然条件、そういうところ、そういう国だったらと思いますが、実際は
そうではありません。そうそううまくゆくものではありません。 私たちの一生も結局は同じことでは
ないでしょうか。
若い時、元気な時の時間は長く、病気や苦しい時の一日は二十四時間の半分くらい
で過ぎてくれたらと考えますが、そうはいきません。良い時も悪い時も同じ時間で過ぎ、楽しいことも
苦しいことも、みなごちゃまぜになって過ぎてゆくのが私たちの一生です。「日日是好日」という心境
になかなかなれないのが、私たちの実際の姿ではないでしょうか。しかしどんな時にも、私の最後あこ
がれてゆくところはここだ、という確たるものがあれば、凡夫の心も少しは進んでゆきます。
法然上人は「聖道門の修行は智恵をきわめて生死をはなれ、浄土門の修行は愚痴にかえりて極
楽にうまるとしるべし」とおっしゃいました。
私の還ってゆくところは、あのお陽さまが沈んでゆく西方極楽浄土である。まちがいなく生まれて、
やがてこの私も仏と成らせていただけるという確信が、今日の私の一日を励ましてくれます。そういう
大安心があって初めて、どんなことがあっても、つらい時も苦しい時も「けふもまた」というあらたな気
持で「心の鉦をうち鳴しうち鳴し」て生きてゆけるのではないでしょうか。
私のあこがれてゆく先はさとりの世界、浄らかな国です。ゆめ、地獄・餓鬼・畜生に落ち戻ってはな
りません。ゆたかな自然のめぐみの中で、心静かにお念仏に精進していただくのがお彼岸です。

