えい

たい

し

どう

きょう

願寺住職の岡西法英先生を
お迎えします。毎回いろんな
話を通して、わかりやすく
阿弥陀様のことをお聞かせ
下さいます。
さて、永代経についてです
が、永代経
と は 亡 き
方々をはじ
め と し た
様々なご縁
によって仏
様のみ教え
（お経）に出
遇わせてい
ただいている
ことに感謝
し、そして
それを永代

永代祠堂経法要が勤まります
六月三・四日 午前・午後
薫風さわやかな季節とな
りましたが、当寺においても
例年の如く、永代経が勤ま
ります。日時は六月三日
（木）・四日（金）、両日ともに
午前九時半・午後二時より
となっておりま
す。計四座勤め
られるこの法要
では、報恩講で
とき
おなじみのお斎
も 婦 人 会 の
方々が用意して
くださいます。
是非ゆっくりと
お聴聞なさって
ください。
御講師には、
高岡市内島、教

にわたって伝えていこうとい
う願いのもとに勤まる法要で
す。今私がこうして仏様のみ
教えに出遇わせていただいて
いるのも先人の様々なおはた
らきがあるからでしょう。そ
のことに感謝し、今、そうし
て私に届いている仏様のみ教
えをしっかりと聞いていきた
いものですね。そしてその教
えを後の世の人々にも途絶
えることなく伝えていくのが
永代経です。それは今の私に
亡き方々が願われていること
でもあります。何よりもま
ず今この私が仏様の教えを
聞かせていただくというのが
永代経なのです。仏教行事
は数多くありますが、それだ
け先人の方々は様々なご縁
をもってこの私に仏教に出
遇ってくれよとはたらいてく
ださっておられるのでしょう。
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五位組
親鸞聖人 ７５０回大遠忌 お待ち受け法要

迎えすることができました。
法要は、この度新たに制定
されました宗祖讃仰作法・音
楽法要をお勤めいたしました。
コーラスの合唱団も参加して
いただいたこの法要は、今まで
とは異なった新しい法要の形
として、満堂の中、大変厳か
に勤められました。
記念法話には、
広島県より福間
義朝先生をお迎
えしお聴聞させ
ていただきました。
時間を忘れてし
まうほどに楽し
く、そして有り難
いお話に、初めて
お聴聞された
方々にも次回ま

たお寺に来てみた
いという声を多く
いただきました。
そしてチャリ
ティーバザー＆オークション
においても、多くの方々の
ご協力によって、地元福祉
作業所等へたくさんの支援
をさせていただくことがで
きました。
この度の法要はご門徒の
方々を始めとした多くの
方々のご協力によってこのよ
うに盛大に勤めることができ
ました。また準備・後片付け
等の裏方にまわってくださっ
たご門徒の方々も多数おら
れます。本当にありがとうご
ざいました。皆さん一人ひと
りの心の内に、親鸞聖人のみ
教えが届くご縁となったこと
だと思います。
そして来年はいよいよ京都
西本願寺にて七百五十回大

第二会場の広間では、大画面モニ
ターで法要の様子を中継しました

遠忌が勤まります。五位組か
らも団体参拝をさせていただ
く予定です。日時は来年四月
十日（日）から一泊二日。是
非皆さんで参拝させていただ
きましょう。また予定が合わ
ないという方も、五十年に一
度の大法要です。大法要は来
年四月から再来年の一月にか
けて五十六日間、計一一〇座
が勤まりますので、是非京都
西本願寺の大法要のご縁に
遇っていただければと思います。
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満堂の中、盛大に勤まりました
去る四月十一
日、長光寺にお
いて五位組親鸞
聖人七百五十回
大遠忌お待ち受
け法要が勤まり
ました。七百人
以上の参拝者が
集い、盛大にお

音楽法要の様子

き

おん

平成２２年５月１７日
広済寺寺報
第５号
そ

今、私が同じ地に立っている
ことに思わず身が引き締
まった。そう思うとお釈迦
様は、仏跡だ
けにおられ
たのではなく、
今、私が歩い
ている道すが
らも同じよ
うに歩いてお
られたと思
うと、単に仏
跡を巡ったこ
とだけでなく、
仏様に遇えたように感じた。
印度は、文化、気候、価値観、

二千年以上も遠き昔、仏教
を伝えて下さった先人の
方々、三蔵法師より中国へ、
そして日本へ伝わり、今、日
本に生きる私に教えが届い
ていることに深く感慨を覚
えた。またもしもう一度印
度へ誘われたら即座にＯＫと
は言えない私だが、阿弥陀
様のお導きによりご縁を頂
いた今回の旅を素直に喜び
感謝したい。

霊鷲山にて記念撮影
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坊守のつれづれ日記
かず通り、入
国早々、風土
の違いに驚き、
途 端 に カ ル
チャーショック
に陥る。どう
なるのか心配
になったが、天
性の楽観的性
格の為、和食
にありつけたこ
とで事無きを得た。
お釈迦様が悟りを開かれた

生活様式等、全てが私達の
生活と異なることも確実に
実感し、私が今、当たり前の
ように生活していることを深
く顧みる機会となった。
多くの仏教徒が思いを馳
せた釈尊三大聖地を巡拝し、

ガンジス河にて沐浴する人々

跡、沢山のお経を説かれた跡、
しょ てん ほう りん
初転法輪の跡地等、行く
先々で感動、感激する。反面、
変わり果てた遺跡よりも、車
窓から見る田畑や草原風景
の方が、お釈迦様在世当時の
姿を残しているように思え、

りょう じゅ せん

～ 坊守、インドに行く ～
海外旅行に少なからず抵
抗を持っていたが、「今がチャ
ンス」と背中を押され初の出
国となる。行き先は「釈尊三
大聖地巡拝」と称し、印度へ。
今まで見聞きしていた仏教発
祥の地に一抹の不安を持って
の旅となる。百聞は一見に如

インドに広がる原風景
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お知らせ
二〇一〇年
広済寺仏教婦人会
五月二十二日（土）
午後七時半より
永代祠堂経法要
六月三日（木）・四日（金）
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
平等仏教婦人会
結成五十周年記念式典
併 物故会員総追悼法要
六月二十七日（日）
午前十一時より
御講師 宮木美弥子 師
※ 昼食のお斎代 千円

仏教豆知識
今回は前頁に出てきた「仏
教○大聖地」ということにつ
いて少し紹介させていただき
ます。
よく言われるのが、「仏教
四大聖地」です。これは仏教
において最も重要な四つの聖
地のことで、
①ルンビニー（釈尊が生まれ
た所）
②ブッダ・ガヤー（釈尊が悟
りを開かれた所）
③サールナート（釈尊が初め
て法を説いた所）
④クシーナガル
（釈尊が亡くな
られた所）
の四つを指しま
す。
今回坊守が訪

れたところは、ルンビニーを除
いた三大聖地でした。ルンビ
ニーはインドではなくネパー
ルにあるので他の仏跡に比べ
少し離れているのです。
この四大聖地にさらに四ヵ
所を増やして「八大聖地」と
いうこともあります。この中
には皆さんご存知の祇園精
舎も含まれます。「祇園精舎
の鐘の声、諸行無常の響きあ
り」で始まる『平家物語』に
よって有名ですが、実はこの
祇園精舎には鐘が無かったそ
うです・・・。しかしそれではい

かんと日本人が一九八一年
に建てた鐘楼が今は
存在しております。
そうして今日もまた、
日本人の夢見る祇
園精舎の鐘が遠く
インドから響いてい
ることでしょう。

編集後記

今号は「仏事の疑問Ｑ＆Ａ」
はお休みさせていただきまし
た。法名についての記事にな
ることを一部のご門徒さん
にはお伝えしていたのですが
急遽変更となり申し訳あり
ませんでした。次号に転載と
なりますのでもうしばらくお
待ち下さい。
さて、そして緊急掲載と
なったのが前頁の「坊守のつれ
づれ日記」です。今年二月に
行ってきたばかりのインドに
ついて、つれづれにまかせて書
いたようです。如何でしたで
しょうか？インドの魅力、そ
して仏教の魅力が少しでも伝
われば幸いです。またそのう
ち、そこはかとなく書き付く
れば、掲載致しますので楽し
みにお待ち下さい。
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