ともしび
築地本願寺
東久留米会館
会
報

２０１６（平成２８）年１０月

死」の「四苦」に、「愛別離苦（あい

そして「八苦」とは、
「生・老・病・

苦しみで、老いや病に伏すことで死へ

④死苦…死に対する肉体的・精神的な

か。まず「四苦」とは、人間の苦しみ

はどのような意味があるのでしょう

では、「四苦 八苦」とは元々仏教で

れる言葉です。

た非常に苦しい思いをする時に使わ

で、自分の思い通りにならない時、ま

るでしょう。現代では普段の生活の中

にしたり、耳にされたりしたことがあ

の一つですね。皆さまもこの言葉を口

ます。見出しにある「四苦八苦」もそ

言葉で、仏教語に由来するものがあり

さて、私たちが日常的に使っている

考えさせられました。

れました。災害に対する備えを改めて

れましたが、なんとか持ちこたえてく

老朽化し、大雨による雨漏りが心配さ

害が相次ぎました。当会館も旧本堂が

本列島に上陸し、各地で台風による被

りました。今年は台風が幾度となく日

れから秋の深まりを感じる季節にな

お彼岸を境に朝晩が涼しくなり、こ

ります。身体的・精神的な苦痛を伴う

つくことで人間はたちまち病気にな

誰もが願うものですが、因と縁が結び

③病苦…病むことの苦しみで、健康は

えです。

止めていくかを学ぶことが仏教の教

を自分の問題として、どのように受け

す。老苦と長寿はセットであり、老い

もに能力の衰えを感じていくことで

②老苦…老いていく苦しみで、心身と

えます。

苦しみが起こるため、苦の始まりとい

ており、生まれることによって様々な

ですが、気づいた時にはすでに生まれ

りません。自分が望んだわけではない

しみで、生活していく苦のことではあ

①生苦…この世に生まれることの苦

す。

四苦について味わわせていただきま

８つの苦しみを表しま す。今号では、

（ごうんじょうく）」の４つを加えた

「求不得苦（ぐふとくく）」
「五蘊盛苦

れにしても、寺報の話題作りには毎月

号以降でご紹介したいと思います。そ

四苦以外の苦しみについては、また次

むことにあるのです。「生老病死」の

の人生を積極的に生きていく道を歩

目をそらさず、一度しかない自分自身

仏教のすばらしさは、この事実から

りありません。

のち終えていく身であることに変わ

若きも、健康な人も病に伏せる人もい

ます。いのちもまた同じです。老いも

ほしいと望みますが、番狂わせもあり

味です。私たちは順番通りに変化して

の存在は常に変化しているという意

説かれました。諸行無常とは、すべて

いえる「諸行無常」に基づき、教えを

ました。そして、仏教の根本理念とも

お釈迦さまは出家し、さとりを開かれ

のか？」ということを解決するために

「人はなぜ苦しまなければならない

せん。

として死を避けて通ることができま

四 苦 八 苦

の根本である「生苦」「老苦」「病苦」

四苦八苦しています。

べつりく）」「怨憎会苦（おんぞうえく）」 の苦しみが一層深くなります。誰一人

「死苦」の４つの苦しみを意味します。 のが、病気の苦しみです。
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仏事のＱ＆Ａ
Ｑ．中陰法要は中陰壇の前で？
Ａ．お仏壇の前でお参りする
火葬の後、自宅に戻ってきた亡き人
の遺骨は、葬祭業者らが用意した中陰
壇に安置することになります。中陰壇
には三具足や供物が飾られ、ほかにも
遺影が置かれたりしますので、つい遺
族の目もそちらに向きがちです。
還骨や初七日のお勤めでお参りす
るとたいていの場合、この中陰壇の方
を向いて座られており、壇上のローソ
クや線香にはきちんと火が付き、花も
盛りだくさんに飾られ、さらにおリン
まで用意されていることが少なくあ
りません。
しかし、お仏壇の方にはローソクが
なく、花も枯れているといった調子で、
ほとんど手付かず状態なのです。
おそらくそうした方々は、お勤めは
遺骨の前で行い、そのお経が亡き人へ
の追善回向になると思っておられる
からでしょう。

確かに「中陰」の習俗 に基づけば、
そう思うのも無理はないことかもし
れません。すなわち習俗では、死後四
九日間は、死者の行くべき世界（地獄
や天界などの六道）が決まらず、七日
ごとに冥界の裁判官による審理が行
われると言いま
す。その裁判の日
の前に法要を勤
め、その功徳を死
者に振り向けて
「よい世界」に行
ってもらおうと
いうのが、追善の考え方です。
しかし、浄土真宗では、阿弥陀さま
のはたらきによって、亡き人は死後た
だちに浄土に生まれ、追善の必要がな
い仏さまになっておられるのです。ま
た、仮に、まだ 迷って いるとしても、
私たち凡夫に善を振り向けよりよい
世界に行かせる能力は何一つ備わっ
ていません。浄土に生まれさせること
ができるのは阿弥陀さましかおられ
ません。どんな時でも仰ぐべきは阿弥
陀仏なのです。
『新・仏事のイロハ』より抜粋

お 知 ら せ

ご門主様ご著書
『ありのまま、ひたむきに』

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
生き方の根本になる阿弥陀如来の救
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。 （あとがきより ）
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★第３６回千鳥ヶ淵全戦没者追悼法要

９月１８日（日）１３時００分～１４時３０分
当日は小雨の降る中、全国よりおよそ１２００名の参拝があり、非戦平和の思い
を新たにいたしました。当会館からは５名の方が参拝されました。
会館より参拝の皆さま

法要の様子

★秋季彼岸会法要

９月２２日（木）１３時００分～１５時００分
法要のお勤め、ご講師・北村信也師よりご法話をいただきました。
一日を通して大雨の中、２５名の皆さまにお参りいただきました。
法要「仏説阿弥陀経」

９月のお誕生日の方

北村信也師

この度、ご門徒さまにお子さま
がご誕生され、当会館において
初参式を受式されました。
「田口月海（たぐち るか）」
ちゃんです。
ご両親並びにご家族の皆さま、
おめでとうございます。
お子さまの健やかなご成長を
お念じ申しあげます。
当会館では、このような記念法
要を行っております。ご希望の
方はお気軽にご相談ください。
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東久留米会館の

行 事 案 内
—Schedule—

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。

月に１度、朝のお勤めにお参りしませんか？

１０月１６日（日） 午前７時～

お供物のおさがりをプレゼントいたします。

１１月の行事予定
ご講師 吉川 美津子師
テーマは「終活」です。
お気軽にお参りください。

１１月３日（木） 午後１時３０分～

報恩講に向け、仏具のおみがき、
館内・境内の清掃を行います。
皆さまのご協力をよろしくお願い
いたします。

１１月２０日（日） 午前１０時～

ご講師

１１月２３日（水） 午前１０時～
午後１時～

本多 靜芳師

（東京都 万行寺）
親鸞聖人のご命日にあたり、
聖人のご遺徳を偲ぶ法要です。

９月 １０日 境 内 清 掃 お手 伝 い

北川 康雄様 神谷 正弘様 大嶋 弘様

森澤 忠和様 高田 慶彦様 才野木 康雄様

菅野 ヨ シコ 様 神谷 玲 子 様 大 嶋 貢 子様

西ユリ子様 田口 康子様 浅野 由美様

渡辺タキ子様 臼井美代子様 臼井 晴彦様

今月のお仏飯米のご進納

村中 秀行 様 森王 美津子 様
牛之濱 なみ様

ありがとうございました。

編集後記

長女の通園路に はい ちょう並木
があり、季節柄、銀杏が沢山落ち
ています。秋の深まりを感じつつ、
長女は臭いが嫌だとよけながら歩

いています。（安）

東京都東久留米市柳窪５ ８- ３
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