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深まってまいります。食欲の秋・スポ

秋のお彼岸も過ぎ、これからは秋が

方は大変羨ましい限りです。恥ずかし

ても、このように接することができる

愛語は実践目標の一つです。誰に対し

るでしょうか？ 仏教 徒として、和顔

優しい言葉で接することができてい

皆さまは、人に対して穏やかな顔で

財施（ざいせ）…お金や食物などを施

仏教でいう「布施」は三つあり、①

する姿があります。

い顔をしてみたりそうでなかったり

は自分の都合によって相手に対し、い

家族に対する時だけでなく、私たち

和 顔 愛 語
ーツの秋・読書の秋などと言われてい

すこと、②法施（ほうせ）…仏さまの

そして、日常生活のなかで誰もが実践

ながら、私自身を振り返ってみると、

先日、家族で夕食を頂いている時、

できる布施として「無財の七施（むざ

ますが、皆さまは何の秋でしょうか？

ふと長女に目を向けると膝を立てて

いのしちせ）」という言葉があります。

教えを説くこと、③無畏施（むいせ）

また日本を代表する秋の味覚とし

食べていました。そこで、一回目は「行

そして、この無財の七施のなかには、

身近な家族にさえ和顔愛語が実践で

て、サンマがあります。しかし、今年

儀が悪いからやめよう ね。」と優しく

和顔施（わげんせ）や言辞施（ごんじ

私は、なんとい っても 食欲の秋です。

は今までにない不漁ということで、値

注意しました。そうすると、椅子に座

せ）など、和顔愛語と同じ意味を持つ

…恐怖心を取り除くこ ととあります。

段も高くなっています。焼きサンマが

り直して食べ始めました。そして、し

施しがあります。和かな微笑みのある

きていないように思います。

好物の私としては、食べられないのは

ばらくするとまた膝を立てていたの

顔で接し、思いやりのこもった優しい

秋の味覚を頂きながらの晩酌は最高

残念ですが、今年は諦めることになる

で、今度は少し強めに 注意しました。

言葉をかけること。簡単なようで、意

ですね。

でしょう。

もしやまた同じことをするのでは

す。阿弥陀さまがおさとりを開かれる

慈愛に満ちた優しい言葉を意味しま

穏やかな顔つきのことで、
「愛語」は、

てくるお言葉です。
「和顔」は、優しく

「仏説無量寿経」というお経の中に出

げんあいご）」と読みます。これは、

も思いましたが、後には引けず気まず

ました。少々きつく言いすぎたかなと

れたことで長女は泣き始めてしまい

厳しく叱りつけました。すると、怒ら

何とやら…これ には流石に腹が立ち、

予想通り膝を立てたのです。仏の顔も

とです。

て考えされられるこ

言葉の大切さを、改め

す。和顔愛語というお

つけることもありま

言葉一つで相手を傷

ないか、と思いさらにしばらくすると、 外と難しいものです。

さて、冒頭の言葉は「和顔愛語（わ

前、法蔵菩薩として修行に励まれてい

い空気が流れる ことに なったのです。

笑顔ひとつで救われ る時もあれば、

た時のお姿のひとつです。
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仏事のＱ＆Ａ
Ｑ．仏壇は家族が亡くなって
から必要？
Ａ．家族の生死に左右されず、

死」という悲しみを縁としてお仏壇を
求められる方が多いのも事実でしょ
う。しかし、だからと言って、お仏壇
は「亡き人が入られるところ」と決め
つけてしまうと、本来の意味がわから
なくなる恐れがあります。
お仏壇は、実体として亡き人が「入
るところ」なのではなくて、亡き人の

お 知 ら せ

１１月３日（金）１３時半より

公開講座 開催

日 時

東久留米会館 本堂

テーマ 落語で学ぶ相続・遺言・後見

会 場

えばよいでしょうか。また、亡き人の

参加費 無料

お仏壇とは、字のごとく、仏さまが

「願いを聞く場」でもありますし、
「仏

を、行政士・ここ

家ごとに仏壇を安置する
いらっしゃる壇のことです。仏さまと

となってつねに私を見守ってくださ

ろ亭久茶氏が、落

どこの家庭でも起

は、浄土真宗の場合、特に断りがなけ

る亡き人の心に出遇う場」でもありま

語風に面白く解説

「尊さや真実心に触れるところ」と言

れば阿弥陀仏をさします。つまり、阿

す。つまり、亡き人も私も、ともに仏

します。

し、真実を仰ぐのは生きている私たち

要になる」と思われることです。しか

誰かが亡くなって初めてお仏壇が必

長男であろうが 、末っ 子であろうが、

と思われた方も 、一人 住まいの方も、

も、家族の皆が心通わすことが大切だ

ですから、亡き人を偲ぼうとする方

平 成 ２ ９ 年 の 年 回 表

７回忌

平成２３年

１３回忌

平成１７年

１７回忌

平成１３年

２３回忌

平成 ７ 年

２５回忌

平成 ５ 年

２７回忌

平成 ３ 年

３３回忌

昭和６０年

５０回忌

昭和４３年

（ご法要のお申し込みをお忘れなく）

平成２７年

－２－

こりうる相続問題

弥陀という真理・真実を表す仏さまが

さまに包まれ、心の温もりを味わわせ

です。いろいろな悩み事を抱え、悲し

人間、どんなスタイルであっても、生

３回忌

おられる場がお 仏壇と いうわけです。

みや怒りに心乱す私たちに、真実の安

きる依りどころとなってくださる仏

平成２８年

ていただく場がお仏壇なのです。

らぎを与えようとされているのが仏

さまをお迎えするために、まずはお仏

１周忌

よく勘違いをされるのは、「家族の

さまです。その仏さまに、
「私」が出遇

壇を自分たちの生活空間に置いてく
新・仏事のイロハ』より抜粋

ださい。

うの場がお仏壇です。
もちろん、お仏壇を通して亡き人に
遇うこともできます。現に、「家族の

年回表

平成２９年

★境内清掃

９月９日（土） ９時～１１時
残暑のなか、１４名の方にお手伝いいただき、境内の草取りを行いました。
草刈り機や手作業で雑草はほとんどなくなり、きれいな境内になりました。

細かい所は手作業で草取り

広い所は機械で除草

おまけ

子ども達も一所懸命？
草取りをしました。

北川 康雄様 大嶋 弘 様 菅野 ヨ シ コ様 田口 康子様 西 ユ リ 子様 大嶋 貢子様
高田 テ ル ハ様 才 野 木 康雄様 加藤 吉長様 村井 保夫様 西 久 保 秀雄様 西 久 保 悦子様
飯島 悠 様 あべ りおん様
お手伝いいただき、有難うございました。

★秋季彼岸会法要

９月２３日（土） １３時～１５時
午前中の雨もお昼前にはあがり、２９名の皆さまが参拝されました。
法要では正信偈をお勤めし、ご講師・毛利祥真師よりご法話をいただきました。
曇り空の外観

９月の誕生日の皆さま

法要「正信念仏偈作法」

ご講師・毛利先生は、
主管と大学時代からの
同級生で、今では全国
で活躍される布教使で
す。今回は、お彼岸に
関わるお話しをレジュ
メや絵を用いてお話を
いただきました。
（写真右上）
９月の誕生日の方は、
お一人様でした。これ
からも元気でお参りく
ださい。（写真左）
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毛利 祥真師

お供物のおはぎ

東久留米会館の

行 事 案 内
—Schedule—

１０月の行事予定
ご講師

村上 弘樹師
（山梨県 真光寺）

１０月１５日（日） 午後１時～
どうぞ、お気軽にお参りください。

１０月１６日（月） 午前７時～

月に１度、朝のお勤めにお参りしませんか？
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

１１月３日（金） 午後１時３０分～

ご講師

こころ亭久茶氏

テーマ

落語で学ぶ相続・遺言・後見

ご家族・お友達などお誘いいただき、
是非、ご参加ください。
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。

１１月１９日（日） 午前１０時～

ご協力よろしくお願いいたします。

１１月２３日（木） 午前１０時～
午後１時～

ご講師 山崎 龍法師
（東京都 法善寺）
親鸞聖人の御命日にあたり、聖人の
ご遺徳を偲び、感謝する法要です。

様 田口 康子
様 浅野 由美
様 村中 秀行
様 熊谷 武
様
様（清酒）
様
様
様
様

今月のお仏飯米のご進納

菅野ヨシコ
西 ユリ子
渡辺タキ子
奥川 眞三
岸田 禮子
高田 慶彦

ありがとうございました。

編集後記

風呂場を修理することになり、２
日間程、近所の銭湯に通うことにな
りました。大人は、家の風呂が使え
ないと不便に思いますが、子ども達
は、広いお風呂に入れると大喜び。
ただし長男は、まだおむつが取れて
いないので、残念ながら広いお風呂
は未経験に終わりました。（安）

東京都東久留米市柳窪５ ８
- ３
-０
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