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往 生 浄 土
梅雨らしく、毎日ジメジメした天候
が続いております。お寺におりますと
湿気がひどく、とても蒸し暑く感じま

②死ぬこと。

①仏の浄土に生まれること。

ます。そして「正覚のはな」とは、
「あ

土に生まれた方々」という意味になり

「如来浄華の聖衆は」というのは、
「浄

の仏にさせましょう」という阿弥陀さ

なたが命終わるときには、必ずさとり

③あきらめて、行動をやめ、おとなく
すること。
④どうにもしようがなく、困り果てる

良い案があればご享受いただきたい

快適に過ごされ ていま すでしょうか。

は、やはり「仏の浄土に生まれること」

せていただくものにとって大事なの

とあります。私たちお念仏の道を歩ま

られたということは、

お心を蓮華の花に譬え

また、阿弥陀さまの

まのお心を蓮華のように花開いてい

ものです。

です。往生とは、死ぬことではなく、

私たちのような煩悩の

こと。

さて、浄土真宗の教義における大切

浄土に往き生まれていくということ

汚れに染まらないなが

す。皆さまは、この梅雨の時期をどう

な３つの柱として、
「他力本願」
「悪人

なのです。親鸞聖人は、阿弥陀さまの

けしょう

ることを譬えられたものです。

正機」「往生浄 土」があります。その

がんぎょう

に私たちに向けられているのであり、

つまり、阿弥陀さまの救いは、まさ

です。

と根付いておられるの

の汚れた心にしっかり

らも、その根は私たち
しょうじゅ

お徳を讃えるご和讃において、

しょうがく

しゅじょう

衆 生 の願 楽 ことごとく

正 覚 のはなより化生して

「如来 浄 華の 聖 衆は

にょらいじょう け

中で今号では「往生浄土」について味
わわせていただきます。
「往生」という言葉を聞くと、やは
り連想されるのが「死」であると思わ
れます。時代劇 で、「往生際の悪い奴
だ」と言うシーンをご覧になったこと

しばしばありま す。例えば、「ここへ

まうという意味でも使われることも

って身動きが取れなくなり、困ってし

さまの花（救い）から生まれられたの

のもとにおられる方々は、みな阿弥陀

このご和讃は、
「浄土の清らかな蓮華

と詠まれました。

と受け入れること、これが信心を得た

陀さまの救いのはたらきをしっかり

私たちにとって大事なことは、阿弥

るのだと示されているのです。

なく、浄土に生まれていくことができ

その救いによって誰一人もれること

来る途中に道が渋滞して往生した」と

です。それは、私たちが浄土に生まれ

姿であり、お念仏を申しそれぞれの人

まんぞく

か、「急に雨が降って 往生した」など

たいという願いを満たされた姿です。

生を大切に歩んでいくことなのです。

すみやかにとく満足す」

です。では、辞典を引いて最初に出て

という意味になります。

があるでしょう。また、途中で行き詰

くる意味はどうでしょうか。
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仏事のＱ＆Ａ
Ｑ．葬儀の祭壇は何を表す？
Ａ．浄土を表している
葬祭業者と葬儀の打ち合わせをす
る時に、祭壇の形や規模の話が出ると
思います。その際、祭壇の中央最上部
には南無阿弥陀仏の名号（ご本尊）を
奉懸し、また故人の遺影等で名号が隠
れないように配慮していただきたい
のです。
祭壇は、ご本尊を奉懸することによ
って、実はお仏壇となるのです。浄土
真宗の葬儀は、阿弥陀さまの大悲を仰
ぎ、救いのはたらきにゆだねていく儀
式です。したがって、葬儀のお飾りも
阿弥陀さまが中心であり、その一つは
浄土の情景を表しているのです。
具体的に言いますと、中央上部に平
等院鳳凰堂を思わせるミニ建物が設
える場合があります。そこは、亡き人
の遺影を飾るところではなく、阿弥陀
さまのお住まいである浄土の宮殿、あ
るいは説法されている講堂を表して
います。

また、故人の遺影や法名の周辺には
たくさんの花が飾られます。これらの
花は浄土に咲く花です。これらの活き
活きとした花はいのちの輝きを表し
ているのです。
亡き人は、花
に象徴される
多くの輝くい
のちに包まれ
て浄土に救わ
れていかれる
のです。荘厳壇
の花々は、亡き
人 に 、「寂 し く
ないよ・いつも
一緒だよ」と温かく語りかけてくれて
いますし、別れを悲しむ私たち遺族に
対しても「安心 してく ださい。ほら、
こんなに多くのいのちに護られてい
ますから…」と、励ましてくれている
ようです。
そのほかの灯明やお香や供物も、阿
弥陀さまのお心のこもった浄土の情
景の一つひとつなのです。
『新・仏事のイロハ』より抜粋

お 知 ら せ

第２５代専如門主

東京教区ご巡回並びに

築地本願寺ご巡拝のご案内

専 如 ご 門 主様 は 、
昨年より全教区の
ご巡回・並びに直
轄寺院・直属寺院
のご巡拝を始めら
れており、このた
び法統継承報告並
びに伝灯奉告法要
に向けて、東京教
区ご巡回並びに築地本願寺ご巡拝さ
れます。
ご門主様とのふれあいを通じて、浄
土真宗のみ教えを広く伝える機縁と
なるよう、是非ご参拝ください。

期日
時間
場所
備考

平成２８年７月７日（木）
１３時３０分より１６時まで
築地本願寺
参拝を希望される方は、
当会館までご連絡ください。
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★宗祖降誕会・奉讃会総会 ６月５日（日） １３時００分～１７時００分
法要「正信念仏偈作法」、ご講師・宮本義宣師のご法話をいただきました。
その後奉讃会総会を行い、４７名の皆さまとともに懇親会で盛り上がりました。
法要「正信念仏偈作法」楽入

ご講師・宮本義宣師

杉浦主任挨拶

永年表彰
奉讃会総会に引
き続き、永年表
彰を行いまし
た。
大嶋前会長は、
15 年の永きに
亘り会長を務め
られました。
神谷さん、石田
さんは晨朝勤行
の精勤に対する
表彰です。
神谷さん、大嶋さん、石田さん

今月のお誕生日の皆さま

主管と長男も誕生日を迎えました。

★キッズサンガ子ども会 ６月１８日（土） １０時００分～１２時００分
オリジナル念珠を作ろう！と呼びかけ、参加した１２名の子どもたちと一緒に
腕輪念珠を作りました。それぞれに集中して念珠作りを楽しみました。
おつとめ

作ったお念珠で記念撮影

仏さまのお話

念珠作りに苦戦するかと思いきや、
意外と手早く上手にできました。
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念珠作り

東久留米会館の

行 事 案 内
—Schedule—

７月の行事予定

７月２日（土） 午前９時～

境内の草取りを中心に行います。
皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。
※雨天時は中止となります。
ご講師

毛利 祥真師

（神奈川県 立徳寺）

７月１０日（日） 午後１時～
お気軽にお参りください。

月に１度、朝のお勤めにお参りしませんか？

７月１６日（土） 午前７時～

７月３０日（土） 午後２時～
３１日（日） 午前 11 時まで

お供物のおさがりをプレゼントいたします。

お寺でたくさんの友だちと泊まって、
ゲームや花火、仏さまのお話を聞く
一泊サマースクールを開催します。

８月の行事予定
ご講師

白川淳敬 師

（東京都 正法寺）
お盆の法要です。ご自宅への

８月７日（日）

午後１時～

お参りもご希望の方は伺います。

新堀 栄介 様

今月のお仏飯米のご進納

北川 康雄 様
神谷 正弘 様

掃除機（
ルンバ）寄贈

菅野 ヨシコ 様

ありがとうございました。

編集後記

月末に山口県の自坊に 帰省し、１才
になった長男の初参式（生まれて初め
て仏前奉告する儀式）をしてまいりま
した。当日、天候は良かったものの、
長男の機嫌は雨模様で、大泣きする
中での初参式でした。
何はともあれ、無
事に終わってホッと
しました。（安）
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