・八月一日(水)は夏休み子ども大会！
・仏事のＱ＆Ａ ～お仏壇～
・九月九日(日)にダーナ・バザー開催！

逆境を
生き抜く人は
尊い
だが順境に
酔わない人も
また有り難い
めい

七月三十一日（火）・八月一日（水）
れい

黎明講座

九月二十二日（土）

秋季彼岸会

人生において「逆境」がなかっ
たという方はおられないのでは
ないでしょうか。辛い時も苦し
い時もそれを乗り越えていけ
る人は尊い方なのだと思いま
す。苦しみの中でも、自分を
省みるのはもちろん、まわりの
方への感謝の心も忘れないから
生き抜いていくことができるの
でしょう。
対して、逆境の反対である
「順境」とは、物事が都合よく
運んでいる境遇のこと。自分に
とって物事が上手くいっている
時のことですね。
このような「順境」の時にも、
自分の姿を省みることができ
るでしょうか？またまわりの
方への感謝を忘れずにいること
などできるでしょうか？順境
に酔っ払ってしまうのが私です。
逆境も順境も越えて(如何な
る時でも)、ものを見ていく目
を持ちたいものですね。
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五 位 組夏休み子ども大会開催 ！
そ

８月１日（水） 午前９時より
広済寺（高岡市 笹川）
ゲーム・自転車ショー・紙芝居など
日時
会場
内容

いよいよ八月一日(水)が近づ
いて参りました。第十四回目
を数えるこの五位組夏休み子
ども大会がこの度広済寺にて
開催されます。受付開始は九
時より、そして九時半に開会
を予定しております。
参加対象は小学生。毎回広
範囲にわたって様々な小学校
から参加してくださっていま
す。
参加費などはありません。
持ってくるものは、お経の本

とお念珠。まだ
持っていないという
子には毎回どちら
もプレゼントさせて
もらっています。
子ども会の内容
は、ゲームに自転
車ショー、紙芝居
など。ゲームでは毎
回学年を越えて楽しく盛り
上がっています(写真参照)。
自転車ショーは恒例のＢＭ
Ｘショー。今回も世界大会優
勝経験者である
石川県の宇野陽
介さんをはじめ
とするＢＭＸラ
イダー達が来て
くださいます。
地面でクルクル
回ったり(写真参
照 )、 ジ ャ ン プ 台
を使ったトリック

ジャンプに、子ども達のみな
らずお父さんお母さん方も
大興奮。私も楽しみにしてい
ます♪
詳しい内容は「広済寺ホー
ムページ」をご覧ください。チ
ラシをはじめ、昨年の子ども
大会の様子も動画でアップさ
れていますので是非アクセスし
てみてください。
お問い合せは広済寺まで。
当日参加も大歓迎です。参
加申込みなどは必要ありま
せん。お待ちしております♪
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第１４回

このダーナ・バザーの「ダー
ナ」とはインドの言葉で「お布
施」のことです。このイベント
の収益金は富山県内の福祉
作業所さん、そして東日本大
震災への支援金などに使われ
ます。皆さんご協力の程よろ
しくお願いいたします。

九月九日（日）午後二時より

仏 事 の 疑 問 Ｑ ＆ Ａ ダーナ･バザ ー開催！
妙好人の善太郎さんという
どう ぎょう
方に、ある同行が「あなたの
家に寄せていただきたいので
すが」とたずねられたのだそ
うです。すると善太郎さんは
「善太郎の家は何処へ行っても
ありません。善太郎は如来さ
まの家に住まわせていただい
ております」と答えられたの
だとか。
あなたの家の中心はどこで
すか？

来たる九月九日(日)午後二
時から午後四時にかけて、第
十九回ダーナ・バザーが開か
れます。
砂糖・乾物などの食品類か
ら、食器などの日用雑貨品、
そしてタオル・寝具などなど
様々な物品を格安価格にて
販売致します。
今回の会場は西本願寺高岡
会館(高岡教務所)です。瑞龍
寺さん近くの八丁道沿いに位
置します。外観は木造のお寺
の雰囲気ではなく、コンクリー
ト造りの建物なのでご注意く
ださい。駐車場は教務所横な
どに十分用意しておりますが、
開始当初は混雑が予想され
ますのでご了承ください。
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質問 お仏壇っていつからあるの？
家々にお仏壇が置かれだし
たのは六七五年の天武天皇の
頃。「諸国家毎に仏舎を設け、
仏像及び経文を安置し以て
三宝(仏・法・僧)を供養すべ
し」との詔勅がでたと『日本
書紀』に記載されています。
実際に広まったのは江戸時代。
キリスト教の禁圧政策からだ
といわれています。
浄土真宗のお仏壇には必ず
阿弥陀さまがご安置されて
います。私の毎日の生活の依
りどころとなるのがお仏壇な
のです。心豊かな生活をと願
いながら家族中が心を合わ
す阿弥陀さまを中心とした
生活が、真宗門徒としての生
活態度なのでしょう。

八丁道沿いにある西本願寺高岡会館
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お知らせ
二〇一二年
黎明講座
七月三十一日（火）
午前五時半より
御講師
氷見組 法順寺
圓山 清 師
八月一日(水)
午前五時半より
御講師
奈良組 光雲寺
久堀 勝敏 師
第十四回 五位組
夏休み子ども大会
八月一日(水)
午前九時より
広済寺
場所

両講合同夏期講座
八月三日(金)
午後一時より
こぶし荘（舞谷）
場所

広済寺護持会総会
八月五日（日）
午後二時より
盂蘭盆会
八月十五日(水)
午後二時より
十六日(木)
午前九時半より
午後二時より
第十九回ダーナ・バザー
九月九日(日)
午後二時～四時
西本願寺高岡会館
場所

秋季彼岸会
九月二十二日(土)
午後二時より
御講師
新湊組 覚円寺 若院
青木 哲隆 師

編集後記

正信偈を読む会
毎月第三土曜日
先日富山県も梅雨明け宣言
午後四時より
され、いよいよ暑い夏が始まり
広済寺仏教婦人会
ました。梅雨明けと同時に猛
毎月第四土曜日
暑日となり、それまでの梅雨の
午後七時半より
気候がまるで嘘のようです。
ところでこの「梅雨」ですが、
※月参りについて
八月十四日・十五日・十六 元は中国からきた言葉で、漢
ばい う
日の三日間はお休みさせ 字も「黴雨」と書いたそうです。
ていただきます
梅雨の季節は雨の日が多く、
ジメジメとした湿気の高い日が
続きます。「黴雨」とは「黴(カ
ビ)」が生えやすい時期の雨のこ
と。「梅」の字を用いるよりも
しっくりきますが、カビの語感

の悪さから「梅雨」と書くよう
になったとのことです。
思えばこの梅雨の時期は人
間にとってこそ過ごしにくい季
節ですが、カビなどのあらゆる
生き物にとっては最高の季節
なのでしょう。あふれる生命を

写真右…昨年の黎明講座にて
お話しされる久堀先生 感じる季節でありました。
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