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中にあります。先に仏

を意味します。

ぎ」で、春のお彼岸にお供えするのが

られたように、私たちが自分の力で煩

となられた方々が、私

本来は、春秋の１週間の中で仏道修

「ぼたもち」です。これらの違いにつ
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たちを勇気づけてくだ

さい。

いて、こしあん・粒あんで分けるのか、

できないため、阿弥陀さまにこの身を

私たちの今の人生は、

それとも米粒の大小で分けるのか？

お彼岸という期間を通じ、先に亡く

さっていることを改め

お彼岸と聞いてイメー ジするのは、

なられた方々を偲び、私自身の命も老

まかせ念仏し、今私たちがすばらしい

やはりお墓参りであろ うと思います。

い、病に苦しみ死を迎えていかなけれ

と悩んで調べたことがあります。

つまり秋は萩の季節で、あずきの粒

しかし、お彼岸だからお墓参りをしな

ばならないことを自覚し、限りある人

て感じさせていただく

を萩に見立てておはぎを作ってお供

ければならないということはありま

生のなかで、お浄土へ生まれる道を聞

人生を送る道をこのお彼岸に再確認

えし、春は牡丹の季節で、同様にぼた

せん。お墓参りは、心の思い起こった

かせていただきながら、先に浄土へ行

「おはぎ」を漢字で書くと「お萩」と

もちを作ってお供えするのだそうで

時ならいつでも、亡き人の懐かしい気

かれた方々からのはたらきに、私が心

ことが大切です。

す。春は農業の始まる時期、秋は収穫

持ちや、嬉しいこと、悲しいことなど

強さをいただくご縁なのです。
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の時期ということで、古来より農作物
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のでは、と言われています。
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仏事のＱ＆Ａ
Ｑ．亡くなった人は天国へ？
Ａ．浄土に生まれる
葬儀を営む目的の一つに「死後の行
き先を示す」というのがあります。つ
まり、亡き人は、ただ消滅し無価値に
なるのではなく、かたちを超えて普遍
的な価値を持つ 存在と なって今なお、
私たちにかかわり続けてくださると
見ていくのです。その亡き人の落ち着
き場所を示すというのが、葬儀の大切
な役割というわけです。
そんな中で、最近は、亡くなった方
の行き先を「天国」と表現される方が
非常に多くなりました。弔辞などでも
「昇天された」とか「天国に召された」
と述べられているのを聞くことがあ
ります。この天国という言葉、どうも
漠然と使われていて深い意味はない
ようです。しかし、やはり浄土真宗の
葬儀ではふさわしくありません。とい
うより、浄土に生まれることこそが浄
土真宗の教えの根幹であり、阿弥陀さ

まがすべての人びとを救いとるため
に用意してくださった究極の安住場
所なのです。亡き人がどこに行かれる
か、その行き先をしっかりと見定めて
いく、そのためにお聴聞していくこと
が肝要です。天国ではなく、浄土だと
いうことを、言葉
だけでも知って、
使っていただき
たく思います。
このほか、弔辞
でよく述べられ
る言葉に「草葉の
陰で安らかにお

この度、新たに会館のホームページ
を開設いたしました。時代の波に少し
乗り遅れた感もありますが、今までよ
り多くの方々に当会館を知っていた
だくため、開設にいたりました。パソ
コンを使える方はもちろん、苦手な方
も、これを機会に是非ご覧ください 。
※アクセス方法
インターネット上で築地本願寺を
検索し、「分院」ページから閲覧する
か、「東久留米会館」と入力し、検索
すると表示されます。

会館ホームページ開設！

お 知 ら せ

休みください」というのがありますが、
これも浄土に生まれた亡き人の有り
ようとかけ離れていて、ふさわしくあ
りません。浄土に生まれると仏さまに
なって私たちの元に還ってきてくだ
さいます。遠いところに行かれたので
はなく、実はいつでもどこでも、私た
ちの傍らに来て、励まし支えてくださ
るのです。それが浄土に生まれるとい
うことです。
『新・仏事のイロハ』より抜粋

－２－

★キッズサンガ一泊サマースクール

７月３０日（土）～３１日（日）
お寺に泊まろう！とご縁のある子どもたちに呼びかけたところ、なんと４３名の
参加があり、賑やかにお寺で夏休みの楽しい思い出を作ってもらいました。
班活動

おつとめ

ラジオ体操

花火

２日間とも
好天に恵まれ、
写真にあるほ
か、様々な催し
を行い、ケガや
事故もなく、子
どもたちは元
気よく楽しん
でいました。

集合写真

流しそうめん

★盂蘭盆会・永代経法要 ８月７日（日） １３時００分～１７時００分
法要のお勤め、ご講師・白川淳敬師よりご法話をいただき、３１名の皆さまに
お参りいただきました。その後、納涼懇親会を開催して盛り上がりました。
８月のお誕生日の皆さま

法要「仏説阿弥陀経」

白川淳敬師

納涼懇親会
お誕生日おめでとうございます。
これからも元気にお参りください。
我が家の長女も８月で６歳になり
ました。
夏はやっぱり生ビール！
－3－

東久留米会館の

行 事 案 内
—Schedule—

９月の行事予定

９月１０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。

月に１度、朝のお勤めにお参りしませんか？

９月１６日（金） 午前７時～

お供物のおさがりをプレゼントいたします。

千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要

今年で３６回目となる追悼法要です。
戦後７０年以上が経過しましたが、
平和への思いを新たにする法要です。

９月１８日（日） 午後１２時４５分～

ご講師

９月２２日（木） 午後１時～

北村 信也師

（東京都 稱讃寺）
ご参拝の皆さまにはもれなく、
おはぎを差し上げます。

１０月の行事予定
ご講師

西原 龍哉 師

（千葉県 天真寺）

１０月９日（日）

午後１時～

お気軽にお参りください。

ペットボトルを使って工作をします。

１０月１５日（土）

午前１０時～

初めてのお子さまも大歓迎です。

岸田 耕造 様

今月のお仏飯米のご進納

森澤 忠和 様

ありがとうございました。

伝灯奉告 法要参 加 者大募集

先 月 も ご 案内 の と おり 、 １ ０ 月
１ ９ ～２ ０日 に京 都本 願 寺に お い
て、伝灯奉告法要が修行されます。
締 め 切 り は ９ 月 ６ 日で す 。 参 加 を
ご 希 望の 方は お早 目に お 申込 み く
ださい。

編集後記

夏休みを利用し て、 家族で鎌倉
へ行きました。高徳院（鎌倉大仏）
にお参りしましたが、とても暑い
日だったため、子どもにとっては、
終わった後に食べたかき氷の方が
印象に残ったようです。（安）
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