今年の春は、桜があちらこちらで早く満開し
春のひとときを楽しませてくれました。けれども
最近は梅雨にも関らず、大した雨もなくダムの
貯 水池も蓄えが厳しいとのことです。それでも突
然の豪 雨で大きな被害を受けられた地方もあ
り、雨が少ない時は恵みの雨ですが、多く降れば
やはり都合が悪いと勝手に思っ
ている我が身であ
ります。
自然は人間の思い通りにはなりません。生き
ていることの根元は自然にあるのだから、自然の
はたらきに感謝し、何度も何度も振り返り、当
たり前ではないのに当たり前にしていることに気
付かねばならないのでしょう。
教えの中では
「「「「
自然というはもとよりしからしむるるるるということ
なり 弥陀仏はははは自然のようを知知知知らせん料料料料なり」」」」
と云われました。自然とは、私たち 人間に本当
のことを教える智慧であります。知識で解 釈す
るのではなく、あるがままそのままの事 実にめざ
め、受け 入れねばなりません。利 用するばかり
でなく、限りある事を知らねばならないでしょ
う。
昨今、家屋も密閉性が高く、一年中快適な
生活が出来るようにもなりました。しかし違う
側面からみると風通しが悪く、日差しも少なく、
外の音も遮断されているこの暮らしは、自然の
恵みを感じ触れ合うことができず、現代 人の考
えにも影響を及ぼしているのではないでしょうか。
家族間の関係も薄くなり、一緒に食卓を囲
むことも食べ物が違っ
ているので自然に考え方も
継承することが難しくなっ
ているように思います。
お葬式においても良い悪いではなく、ご縁ある方

皆に迷惑を掛けないようにと形式 的になり、亡
き人との関わりを知る事なく行われるようです。
その後、事 実を知っ
た亡き人の友 人が寂しい思い
をしておられる現実であります。
よっ
て人間関係が徐 々に薄くなり、老うほどに
孤独になっ
ていくと否がおうにも考えてしまいま
す。そうならない為にも、友 人を沢 山作り、会話
をし、また家族間でも互いの違いを理解し、歩ん
でいきたいものです。

物が豊富になり、使い捨ての時代に、もっ
たいな
いという物を大 切にする心、自 分でできることは
自 分でするというようなことが少なくなり、常に
何かに依存して自 分自身をいつも見失っ
ているよ
うに感じられます。
そこで江戸時代、永く平和を継続された徳 川
家康の遺 訓を記します。

「「「「
人人人人のののの 一生はははは、、、、重重重重きききき荷荷荷荷をををを負負負負うて、、、、遠遠遠遠きききき道道道道をををを行行行行くくくく
がががが如如如如しししし、、、、急急急急ぐべからず、、、、不自由をををを常常常常とととと思思思思えば不不不不
足足足足なし。。。。心心心心にににに望望望望みみみみ起起起起こらば困窮したる時時時時をををを思思思思いいいい
出出出出すべし。。。。堪忍はははは無事長 久のののの基基基基なり」」」」

と。「
便利で速く」「
簡単に」の時代にもう 一度
先師の言葉によっ
て省みたいものです。

久遠寺 住職
髙 山元智

合掌
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筆者は北海道のお寺の坊守さまで幼稚園の
園長をしておられました。有る日突然の痛
みを覚え、それがガンの宣告でありました。
そこから苦 悩の日 々を送っ
ていた時、八十歳
の父親からの手紙が届きました。
「
あなたは 一体何をドタバタしているのか。生
死はお任せ以外にはないのだ。人知のおよば
ぬことは全てお任せしなさい、生死はあなた
が考えることではない。自 分でどうにもなら
ぬことをどうにかしようとすることはあなた
の傲慢である。ただ事 実を大 切に引き受け
て任せないさい」と。
彼女は今までの人生を振り返り、代わっ
ても
らうことのできない誰にも責 任を転嫁できな
い自 分の人生であることに初めて気 付かされ
ました。私のものではないいのちに感謝され、
「
ガンになっ
てみたらあそこ、ここと如来様のご
説法が自然に聞こえてまいります」
で
「
ガンは私の見直し人生のヨーイドンの GUN
した。私は今スタートします。
」
と申されたのです。

『
仏に遇うということ』の 一部を紹介いたし
ます。
鶴と亀はめでたい時によく使われます。そ
して、長生きしたいという象徴でもありま
す。しかし鶴と亀がすべっ
たというのですか
ら、人生の目的は鶴と亀のように永く生
きることではなく、自 分自身に出遇うため
であっ
たのです。
生死のカゴの中をのた打ち 回るしかなかっ
た私に、そこから出る事のために私の人生
があっ
たのだ、とそこに私の歩んでいく方向
と目的が示され、一歩ずつが念 仏によっ
て
与えられてくるのではないでしょうか、と。

広島県のお寺のご息 女として生まれ、京
都 女子大の創設者であり、教えの中に生か
されて生きていることを 歳の生 涯を以て
全うされた方の言葉です。

「
草かご」という詩の 一部に記されており、
聞法によっ
て身も歓び、心も喜ばれた方で
あります。

子供が苦しい時、悲しい時、嬉しい時、お母
さんと呼ぶ声は、一緒に喜んで苦しんでく
れ、すべて解決してくれることを知っ
ているか
ら呼ぶのでありましょう。仏様も 「
名を呼べ
ば救っ
てやるぞ」との声が「
南 无阿弥陀仏」で
あり、称える声は仏様に救われたという確
信がある故に、称えずにはいられない自力 ・
他力の分別を越えているのでしょう。

たとえば手 術の時にお医者様に対して自
分の浅い知識を捨て「
お願いします。お任せ
します」との決断は自 分の今の在り方を喚
び覚ます声なのでありましょう。
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久遠寺 掲示板
の

久遠寺 正門に
設置してある
掲 示板法 語は
月に二回ほど
更新しており
ます。
法 語に合わせ
て当寺住職の
味わいをお楽
しみ 下さい。

久遠寺の浄台蓮

㈱大脇様 より境 内ベンチ を
三脚ご寄 進して頂き ました！
有難う 御座いました！！

久遠寺ホームページリニューアル！
URLはそのまま→http://www.kuonji.net/

おおおお盆盆盆盆って何何何何？？？？

（
第

号引用）

「
開山堂出版より」

お 盆 の正式 名称は 「
盂蘭盆」と いい、
イ ンド 語 のウラ ンバ ナに漢字をはめた
も のです。 『
盂蘭盆経』の目連尊者 の
物 語が よく話され ることが 多 いよう で
す。
お釈迦様 の弟 子であ った神通力第 一
の目連様はあ る時亡くな った 母 の様 子
を見 てみました。す ると、 母は哀し い
事 に餓鬼道 に堕ち ていたそう です。優
しか った 母が なぜ と思 い、ど うしたら
母を救えるかをお釈迦様に尋ねました。
す るとお釈迦様は 「
目連よ、汝 の母 の
罪は重く、 一人 の力 では救う ことは で
きな い。救 いたければ、大勢 の僧侶を
招き、百味 の盆を供え供養しなさ い」
と。そうす ると、 母はたちまち救われ
僧侶は皆揃 って踊り歓喜した そう です。

イ ンド 語 のウラ ンバナ の意味 は 「
倒
懸 」 で逆さま に吊り下げられた苦しみ
とあります。しかし、お釈迦様 の本当
の真意は、目連様 の考え自体が 逆さま
であり、少しくら い修行し供養し ても
母を救お うとす る考えが 間違 いであ る
と 云われ ています。実は母はす でに救
われ ている、そ の母から人間 の生 死無
常 であ ることを 母を通し て教えられ て
いく ことが 真意な のです。僧侶たちが
踊り喜んだ 「
踊躍歓喜」と いう のが 盆
踊り の始まりと 云われ ています。そし
て、真宗 ではお 盆を 「
歓喜会」と呼び 、
本当 の教えに遇 い喜ば し い法会 のこと
を いいます。

親 ・先祖 のご 恩 ・教えから自らを省
みる大切な時期 であります。是非ご 家
族揃 ってお参 り致しまし ょう。 合掌
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久遠寺の
久遠寺の蓮が、咲き揃いました！！
いました！！

6

6

G・ぷんだりーか法話ライブ中☆
月末 に、 「
高 田派青年 の集
い愛知大会」 と いう全 国 の高
田派若手僧侶を対象とした大
会が 開催 され、実行委員長と
し てのお役 目を勤 めさ せ てい
ただ きました。実行委員会を
立 ち上げ、半年 間 に数十 回も
の会議を重 ね、 百名を超 え る
参加者を募 ることが でき盛会
とす ることが できました。 こ
の経験 は、本当 に自 分は周り
に支 えられ ていることを実感
し、今後 の自 分自身 への糧 と
な った ことは言うま でもあ り
ま せん。 写真 は、ご講師をお
願 いした法話 ライブ を され る
G・ぷんだ り ーか様。 と ても
感動します ！
今年度、、、、当山報恩講 へお招招招招きききき
致致致致しました ので、 そ の際 には
是非ご 来寺 下さ い。
衆徒 髙山信雄
南 无阿弥陀仏

今後の予定

真宗 入門法話会㉜

和讃 のこころ

～本 願～

歓喜会 （
お盆 ）

墓参 り

讃仏会 （
お彼岸 ）

～副題未定～

和讃 のこころ

真宗 入門法話会㉝㉝㉝㉝

☆皆様 の御参詣を 心より
お待 ちし ております。

是非皆様 お揃 いで ご参詣 くださ い。

久遠寺本堂 平和公園墓地 久遠寺本堂

墓参 り

☆皆様 の御参詣を 心より
お待 ちし ております。

報恩講

午後 一時始経
午後 二時頃 ～
午前 九時半 ～
午前 十 一時 ～
午後 三時頃

是非皆様 お揃いで御参詣ください。

☆お勤 め
☆法話
☆茶会
☆非時
☆ライ ブ

平和公園墓地

久遠寺
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8月10日（土） 7月19日（金）
午前8時～
午後1：30～

9月未定
午後1：30～

9月23日（月）
午前8時30分～

10月19日（土）
午前・午後

研修旅行 へへへへ！！！！

2

月中旬 に関 西方 面 へ研
修旅行 へ行 って参りまし
た。 そ の目的 は、、、釋
撤宗 さんにお会 いす る為
です。皆様、釋撤宗 さん
てご存知 ですか ？
「いきな り始 め る仏教生
活」 を筆 頭に数 々の著作
を され、また認知症 の
方 々のグ ループ ホームを
改修した古 民家を運営し
てお られます。他 にも
数 々の肩書をお持 ち です
が、現代仏教 のリーダ の
一人 であ ることは間違 い
な い でし ょう。
そ こ で釋先生 のお寺をお
尋ねし て、お話と フリー
ト ーク の充実した 時 間
を過ご さ せ ても らいまし
た。 この有意義なお話を
必ずお寺 に落 とさな く て
は！頑張ります。

釋撤宗先生

浄台蓮一番のり！
浄台蓮のハチス
大賀蓮一輪目
輪王蓮・初開花！
浄台蓮のつぼみ

◎ 久遠寺ＨＰ＆blogも随時更新中です。是非お時間のある時にご覧ください。
◎ 寺報記事も随時募集中です。ご協力お願い致します。
◎ お経本・お念珠は大切なものです。床に直接置かないように気を付けましょう。

