・東日本大震災支援活動
そ

・第一回五位組大遠忌団体参拝報告
・第二回五位組大遠忌団体参拝募集

悲しみは
二人で分けると
半分になり
喜びは
二人で分けると
二倍になる

たい

し

どう

きょう

六月三日（金）・四日（土）
午前九時半・午後二時より
えい

永代祠堂経法要
とき

※ 昼食にお斎を用意しております

三月十一日午後二時四六
分。国内観測史上最大の大地
震が発生し、それは未曽有の
大津波となって襲いかかり、あ
らゆるものを飲み込み、そし
て奪っていきました。波が引い
た後に残ったのは、信じられな
いほどの何も無い光景。この東
日本大震災の惨状は私たちに
もテレビ等を通して生々しく
伝えられました。
津波は全てを奪い去っていき
ました。いつも一緒だった家族、
楽しい親友達、思い出がいっぱ
いに詰まった家・・・。全てを飲
み込んだ津波が人々に残して
いったもの、それは深い深い悲
しみでした。
今、被災された人々は深い
悲しみを心に抱きながら、そ
れでも前を向いて一日一日を
一生懸命に生きておられます。
対して今、私たちにできるこ
とは何なのでしょうか？
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そ

行列が一時間ほど続きました

終了し、お弁当のみの食事と
なっていたので、皆さん大変喜
んでいただけました。
瓦礫撤去では、民家の裏口
スペースを担当。五人で行った
のですが綺麗に片付いたのは
家全体のほんの一部分。被害
の大きさ、自らの小ささを改
めて感じました。
また若林区と気仙沼市の視
察もしたのですが、見たことの

ない惨状にただ唖然とするし
かありませんでした。
この支援活動の詳細は広済
寺かわら版（ブログ）にアップ
してありますので参考にして
みてください。
五位組では震災支援活動
を長期的に継続していく予定
です。現地活動も含め様々な
形で被災者の方々の支援を
させていただこうと思います。

全てを奪う津波の威力（南気仙沼駅周辺）

第一回五位組
支援活動を行いました
所からの支援物資も積み込ん
で車二台で出発しました。
宿泊場所は浄土真宗本願寺
派仙台別院。現在仙台別院
には「東北教区災害ボラン
ティアセンター」が設置され全
国からボランティアの方々を
受け入れ、支援活動をしてい
ます。
私たち五位組の五
人の今回の活動内
が
容は、炊き出しと瓦
れき
礫撤去。
炊き出しは仙台市
ろく ごう
若林区の六郷中学
校の避難所でさせて
いただきました。献
立は「うどん」です。
ちょうど前日で自衛
隊による炊き出しが
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四月二十五日
（月）から二十八日
（木）までの四日間、
東北大震災支援の
為、宮城県へ行って
きました。参加者は
五位組の僧侶三名
と門徒推進員二名
の全五名。高岡市役
津波に破壊されたガソリンスタンド（若林区）
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東日本大震災支援活動

第一回

修復された御影堂をバックに記念撮影

るか遠くにしか見えなかった
のは残念でしたが、全国から
の参拝者でいっぱいになった御
影堂でのお勤めは感慨深いも
のがありました。
今回の大遠忌開始直前に東
日本大震災が発生。延期の声
もあった中での大法要参拝と
なりましたが、そういった中
だったからこそ、法要に参拝

させていただく本来の意味を
再確認させていただいたよう
に思いま
す。「これ
からお前
はどのよう
に生きて
行 く の
か？」親鸞
聖人の前
で、阿弥陀
様の前で、
嘘偽りのつ
けない前で、
自分自身
に問われ
たように
思います。
このご縁
を大切に
させていた
だきましょ
う。
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五位組大遠忌団体参拝 報 告
させていただきました。
前日の十日朝に高岡を出発
し、まずは親鸞聖人ご修行の
地である比叡山へ。大講堂と
こん ぽん ちゅうどう
根本中堂を参拝させていただ
きました。
比叡の山を下りた後は、い
け あげ
よいよ京都です。蹴上から京
の町中に入ったのですが、途
中のインクラインの桜の見事
なこと。まさに満開で非常に
良いタイミングで京に来られ
たことに感謝。
本願寺へは翌日朝に宿を出
発。午前の法要に参拝させて
いただきました。平成の大修
復が完成した御影堂には仮
設の参拝席が設けられており、
その広さにビックリ。内陣がは

増設され、ものすごい広さの御影堂内

四月十日（日）・十一日（月）
いよいよ四月九日から親鸞
聖人七五〇回大遠忌法要が
始まりました。来年の一月十
六日にかけて計六十五日間、
全一一五座が勤められます。
広済寺が所属する五位組
では始まって間もない四月十
一日に総勢三四九名で参拝
ご しん ねい さま

御影堂にご安置されている御真影様

ご えい どう
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お知らせ
二〇一一年
永代祠堂経法要
六月三日（金）・四日（土）
午前九時半より
午後二時より
御講師
五位組 教願寺
岡西 法英 師
正信偈を読む会
六月十八日（土）
午後四時より
広済寺仏教婦人会
毎月第四土曜日
午後七時半より

第二回

五位組大遠忌団体参拝募集

一回目。第二回目は十一月
です。今度は紅葉が美しい時
期に重なればいいですね。
五〇年に一度の大法要。是
非参拝していただき、自らの
生き方を問い直す尊いご縁
としていただければと思いま
す。

編集後記

散ってしまうかもしれません。
同じように、私の命もいつなく
なってしまうかわかりません。
どうか、今ここで得度の儀式
を執り行って下さい」
人は皆、「今」を生きています。
かけがえのない「今」を大切に
生かせていただきたいものです。

四月の五位組大遠忌団参は
桜満開の中での参拝となりま
十一月十三日（日）・十四日（土）
した。
桜といえば親鸞聖人にこん
な歌が伝えられています。聖
人九歳の春の頃、仏門にお入
りになる時、「もう夜遅いから
明日にしよう」と師の慈円和
尚。その時聖人がお詠みになっ
たのが
あだ
早めに申し込んでおきたいと 「明日ありと思う心の徒桜
よ わ
いう方は広済寺までご連絡く 夜半に嵐の吹かぬものかは」
「この世は無常であり、今を
ださい。
ちょうど桜が満開だった第 盛 り と 咲 く 桜 が 夜 中 の 嵐 で
四月の第一回五位組大遠
忌団体参拝が無事終わり、
第二回目を予定通り十一月
十三日（日）・十四日（月）の一
泊二日で行います。費用は一
回目と同じく三万五千円（予
定）。募集人数は四〇名程度
です。ただし現在すでに二十
六名の方が申し込まれておら
れるので、もう一台バスを増
やし募集人数を増やすこと
も考えております。
詳細は未定ですが、一回目
と違い今回は少人数ですので、
比較的自由に楽しんで頂け
ると思います。
正式な申し込み用紙が出
来次第、ホームページ、また
寺報にてお知らせいたします。
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