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人生一生
酒一升
あるかと思えば
もう空か
めい

七月三十一日（土）・八月一日（日）
れい

黎明講座

九月二十三日（木）

秋季彼岸会

今回から毎号の法語を掲
載していきたいと思います。
え？これは法語じゃなくっ
て酔っ払った私が書いたもの
ですって？違います。じゃあ
住職？いいえ、違います。この
法語はあるお寺の掲示板に
書いてあったものなのです。
お酒を飲んでいる時って楽
しいものですよね。まだある、
まだまだたっぷりあると思っ
ていても気づけばもうほとん
どないっていう経験は私だけ
ではないと思います。
その時になって我に返ってみ
ても時すでに遅し。人は生ま
れれば死に向かって確実に歩
んでいるものなのです。
ましてやこの世は諸行無常。
いつ死を迎えるかなんて誰に
もわかりません。
誰ですか？「まだ仏教を聞
く年にはなってないよ」なぁん
て言っているのは。
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今号の内容

今号の法語
法座のご案内
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http://kosaiji.net/ となりま
した。それに伴いメールアド
レスも info@kosaiji.net に変
更しました。
このホームページは、広済
寺からのお知らせを皆さん
にいち早くお伝えすること
を目的としております。そ
して広済寺に関する各種行
事などもこのホームページを
見れば全て分かるよ
うにするつもりです。
またこの『広済寺寺
報』もバックナンバー
(既刊号)を含めてい
つでもご覧いただけ
るようにしておりま
すので、是非ご活用
ください。

でした。普段目にすることの
ないテレビの中の世界が目の
前にやってきます。お父さん
いっ しょ
がた
お母さん方も一緒になって
せい えん
おく
ぜ ひ
声援を送られます。是非、お
かい じょう
つ
子さんをお連れになり会場
こ
くだ
にお越し下さい。
しょう さい
詳細はホームページに子ど
も大会のチラシをアップして
らん
おきますのでそちらをご覧
あ
こう
と
ください。お問い合わせは広
さい
済寺までお願いします。

ふ だん

夏休み子ども大会

あつまれ仏のこども
そ

五位組

七月二十七日(火)午前
つち や
九時より、福岡町土屋の
みん しょう
珉照寺さんにおいて五位
組夏休み子ども大会が
かい さい
開催されます。毎年開
催しているこの大会も今
むか
年で第十二回を迎えるこ
とができました。
ほとけさま
まい
まず仏様にお参りをして、
しば い
ゲームや紙芝居、みんなで
歌を歌ったりします。
こう れい
そしてここ数年恒例となっ
びー えむえっくす
ているのが自転車のＢＭＸ
ショーです。世界でもトップ
ふく
クラスの選手を含め、仏のこ
たち
ため
ども達の為、全国からやって
も
さく ねん
きてくれます。昨年は雨模
よう
様でしたが、カッコいいジャン
なん ど
プを何度も見せてくれて子
くぎ づ
供たちはまさに目が釘付け
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広済寺ホームページ誕生
今年四月に『広済寺かわら
版(ブログ)』開設、六月に『広
済寺ホームページ』開設と、
人知れず着々と進んでいた
この広済寺ネットデビュー計
画もついにこの七月をもって
とりあえずの完成となりま
した。別々に存在していたブ
ログとホームページを一体化
し 、 URLも 新 し く 作 成 し て

トップページ
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同仏教婦人会です。
結成されたのは昭和三十
五年八月二十九日のことで
した。記録によると、追悼法
とき
要のお斎代が米三合、もし
くは六十円という時代も
あったようです。五十年とい
う年月の長さを感じますね。
今回の御講師には宮木美
弥子師をお迎えし、笑いが
絶えない楽しい法座となり
ました。
この平等仏教婦人会には
どなたでもご参加いただけ
ます。興味を持たれた方は
ぜひ当寺までお問い合わせ
ください。ご一緒に百周年
を目指しましょう(笑)

仏 事 の疑 問 Ｑ ＆ Ａ

宗派では漢字二文字と定め
ています。ですがこの二文字
よりもみなさんによく見てい
ただきたいのがこの上につく
「釈」の一字なのです。
この「釈」の字、実はお釈迦
様の「釈」の字をいただいてい
ます。それはお釈迦様の弟
子であるということをあら
わしているのです。
つまり法名「釈（尼）◯◯」
とは、仏さまのみ教えに生き
るもののあかしであり、そこ
から考えれば、死んでからの
名前などではなく、この迷い
の世界の中で光となる「仏さ
まのみ教えに生きていくもの
としての今現在の名前」とい
うことなのです。

質問 法名とは亡くなってからの
名前なんですか？

今回は法名について話して
みたいと思います。最近ご門
徒さんから、「法名は死ぬ為
の準備。死んだ後のことを考
えるともうそろそろ法名も
らっておこうかな」というよ
うな声を聞きます。恐らく
この方にとって法名とは、死
んでからの名前という捉え方
なのでしょう。もちろん、亡
くなった後、その方の法事な
どではその法名を用いますの
で「亡くなってからの名前」で
あることは間違いとは言えま
せんが、恐らく法名の大切な
意味が伝わってないように思
います。
に
法名とは「釈(尼)◯◯」と書
きます。釈（尼）の次は私共の
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平等仏教婦人会が
結成五十周年を迎えました
六月二十七日(日)に平等
仏教婦人会結成五十周年記
念式典、併せて物故者総追
悼法要が当寺において勤め
られました。
平等仏教婦人会とは、現
在、広済寺・本正寺・善教
寺・永念寺・教願寺による合

総追悼法要の様子
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お知らせ
二〇一〇年
第十二回 五位組
夏休み子ども大会
七月二十七日(火)
午前九時半より
珉照寺(福岡町土屋)
場所

黎明講座
七月三十一日（土）
午前五時半より
御講師
氷見組 法順寺
圓山 清 師
八月一日(日)
午前五時半より
御講師
奈良組 光雲寺
久堀 勝敏 師
広済寺護持会総会
八月一日（日）
午後二時より

バザーへ 行 こ う

盂蘭盆会
ＮＧＯ団体ＪＶＣ(国際ボラン
八月十五日(日)・十六日(月) ティアセンター)と県内福祉作
午後二時より
業所さんへの支援を目的とし
て高岡教区寺族青年会が主
第十八回ダーナ・バザー
催しております。
八月二十二日(日)
食料品から日用品、工芸品
午後二時～四時
に至るまで幅広い品々を格安
場所 本願寺井波別院
価格にて販売します。併せて、
秋季彼岸会
県内の福祉作業所さんの自
九月二十三日(木)
主製品も販売いたします。
午後二時より
その収益金は、ＪＶＣ、福祉
御講師
作業所さん、そして今年は昨
新湊組 覚円寺 若院
年度の自然災害による被災
青木 哲隆 師
地への支援金にあてられます。
広済寺仏教婦人会
毎回多くの方々で賑わいま
毎月第四土曜日
す。掘り出し物もありますよ。
午後七時半より
今回は初めて砺波方面での
開催ということもあり、会場
にご注意下さい。場所は大谷
派瑞泉寺さんではなく、その
近くの本願寺井波別院(西別
院)となります。詳しくは後
日、ホームページにてお知ら
せします。
八月二十二日(日)、午後二
時から四時まで、南砺市の本
願寺井波別院にて第十八回
ダーナ・バザーが開かれます。
二年に一度のこのバザーは、

編集後記

『広済寺寺報』もおかげ様
で早一年を迎えました。
この一年は広済寺の各法要
の意義を各号で触れてきま
したが、それも一巡したとい
うことで、今号からは表紙に
法語を掲載することにしま
した。まだレイアウトに難が
ありますが少しづつ改善して
いきたいと思っています。
さて、『広済寺ホームペー
ジ』についてですが、素人作
業の為なんとかここまでの形
にできた、というのが実状で
す。不備も多くあると思い
ます。もっとこんな風にした
ら等のアイデアがあれば是
非教えて下
さい。よろし
くお願い致
します。
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