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暑中お見舞い申し上げます
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ワールドカップと梅雨が終わ
ると本格的な夏になります︒夏
になると七・八月は﹁おぼん・
おせがき﹂の時期になります︒
善照寺の年間行事の中でもこの
お盆・施餓鬼が最大のイベント
です︒昔からずうっと行われて
きた行事ですが︑最近になって
昔からのしきたりが変わりつつ
あるようです︒

欧州でもイタリア︑スペインな
どラテン系の国とドイツ︑イン
グランドとはサッカーのスタイ
ルが違っていることなど色々な
ことを見ることが出来て大変お
もしろいと思いました︒

善照寺住職

皆さんご存じないでしょう
が︑私は以前に勤務していたシ
ンクタンク﹁三菱総合研究所﹂
で︑サッカー部に所属していま
した︒そんなこともあって六月
はほぼサッカー観戦漬けの毎日
でした︒サッカーの試合ばかり
でなく日韓の国民性の違いとか

暑中お見舞い申し上げます︒

平成１４年７月１５日
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行徳ではお米やれんこんを作
らなくなり︑﹁せき﹂﹁たん
ぼ﹂﹁はすだ﹂もなくなりまし
た︒お盆に必要な飾り付けもお
店で買わなければ揃わないよう
になりました︒家族構成が変わ
り︑生活スタイルが変わりまし
た︒おじいちゃん︑おばあちゃ
んの頃から行われてきた習慣や
しきたりをそのまま続けていく
ことが段々難しくなってきまし
た︒
そこで︑寺報第３号では﹁お
ぼん﹂と﹁おせがき﹂を特集
し︑法要とかしきたり︵習慣︶
の意味についてあらためて考え
てみました︒また︑新盆供養の
やり方など︑普段は行わない習
慣については標準的な供養の方
法について解説してみました︒
今年のご供養を行うときに参考
になれば幸いです︒
暑さはこれからが本番です︒
皆様が健康でお盆を迎えられま
すよう祈念いたします︒ 合掌

行事予定

平成十四年七月〜九月の善照寺の
年間行事の予定です︒皆様方是非
ともお参り下さい︒

お盆︵おぼん︶
東京地区

棚経 ︵八月十三〜五日︶
お迎え︵八月十三︶
お送り︵八月十五︶

棚経 ︵七月十三〜五日︶
お迎え︵七月十三︶
お送り︵七月十五︶
地元地区

新盆

自宅︵八月一日〜二十五日︶
新盆供養︵施餓鬼に併修︶

施餓鬼会 八月十七日︵土︶
一時 法話
二時 法要

お彼岸秋
入り︵九月 二十日︶
中日︵九月二十三日︶
明け︵九月二十六日︶
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住 職 法 話
月かげの
いたらぬさとは
なけれども
ながむる人の
心にぞすむ

このお歌は浄土宗の宗祖法然
上人のご真作です︒法然上人の
ご真作といわれる和歌のうちで
も代表的な一首で︑鎌倉時代の
勅撰和歌集﹃続千載和歌集﹄に
も選ばれています︒和歌を読む
ときに何故この歌を創ったかを
説明する﹁詞書﹂というものが
示されますが︑この歌には光明
遍照十方世界念仏衆生摂取不捨
の心を﹂と書かれています︒こ
れは観無量寿経という経典の一
部で﹁阿弥陀仏の光明は全世界
をあまねく照らし︑どんな人を
も救い取る﹂という阿弥陀様の
慈悲の心を表したものです︒
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﹁月かげの﹂とは月影です︒で
もそれは影ではなく光です︒阿
弥陀様の救いの光を月の光にた
とえています︒
﹁いたらぬさとはなけれども﹂
つまり阿弥陀様の救いの光は世
界中のあまねく場所を照らして
いるのだが︑
﹁ながむる人の心にぞすむ﹂
い く ら 月が光 り 輝 い て い よ う と
も︑その光を見ようとしない人
には光がないのと同じように ︑
阿弥陀仏の光明にも気づかな
い︒逆に月のない夜でも心に月
を思い浮かべて月光を見 る こ と
が出来るように︑阿弥陀様の救
いの光は望む人には光り輝く︒
信仰の世界では仏心を受け入
れる心が大切ですが︑この歌
は︑月の光を眺める人の心とし
てそれをとらえ︑お念仏を称え
るわたしたちを守りおさめとる
阿弥陀仏の大慈悲を 示 し た 名 歌
といえましょう︒
七月から八月にかけて夏の甲
子園﹁高校野球選手権﹂が行わ

れます︒浄土宗で設立された高
等学校にも上宮高校︑鎮西高
校︑東海高校など野球の強い学
校があります︒甲子園で勝ち進
んでいくとこの法然上人のお歌
を聴くことが出来ます︒これら
の学校の校歌は法然上人の﹁月
影のうた﹂になっています︒
善照寺の本堂でもこのお歌を
見ることが出来ます︒本堂の中
正面の額はこのお歌を変体仮名
で書き示したものです︒

ちょっと見つけにくいのですが
善照寺の庭にもこのお歌の石碑
があります︒本堂に向かって右
側︑南無阿弥陀佛と書かれた大
きなお墓︵十六代住職の墓︶の
右側にある石碑です︒円光大師
御詠と題されています︒本堂内
正面の額と同じ書を石碑に彫っ
たものです︒

ついでの時にお探しになって
みて下さい︒

︵住職 進誉達雄︶

お盆・施餓鬼特集

もうすぐ来るお盆休み︒みな
さんはどんなお盆を迎えるので
しょう︒いろいろ計画もあるで
しょうが︑ご先祖や︑一足先に
極楽浄土に向かわれた方々とご
一緒できる時間を︑家族みんな
で大切にしたいものです︒

ご先祖様と一緒にお盆を
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﹁仏説盂蘭盆経﹂という経典
があります︒お釈迦様の弟子に
目連尊者という方がおられまし
た︒厳しい修行によって神通力
を身につけました︒そこで自分
の亡き母がどのように暮らして
いるかを見ることにしました︒
悲しいことに母は餓鬼世界で苦
しんでおりました︒目連尊者は
ビックリしてどうしたら母を救
えるかお釈迦様に助けを求めま

◎お盆の教え

ぜ ん しょ う じ
(3)第３号

前の母は罪が重い︒人に施すこ
とをしなかったので餓鬼道に落

した︒お釈迦様は﹁目連よ︑お

えが説かれています︒家族の

者がその通りに供養した結果︑
母親は餓鬼道から救われたそう
です︒

供養して︑母の追善供養をしな
さい﹂と申されました︒目連尊

あけの七月十五日に多くの僧侶
が集まるから︑諸仏や僧侶達に

ちたのだ﹂と諭されました︒そ
して母を救う方法として﹁雨期

方々︑あるいは親戚︑友達︑知
人など︑さまざまな形でご縁の
結ばれた方々︑そうした極楽浄
土へひと足先に旅立たれた方々
は︑いつも極楽から私たちを見
守って下さっているのですが︑
仏道修行の合間に家族のもとへ
とこられる︑それがお盆なので
す︒ご先祖をはじめとする先亡
の方々を身近に感じられるお盆
は︑年に一度のとても大切な仏
教行事なのです︒

このお話はたんに母親だけで
はなく︑先に亡くなった父母︑
近親者を含めた先祖の霊を供養
することに発展しました︒年に
一度︑先に亡くなった方々が
戻ってくる︒これが﹁おぼん﹂
というものです︒
◎お盆は身近な仏教行事
さて︑﹃阿弥陀経﹄には阿弥
陀さまの極楽浄土に往生すれ
ば︑ご縁のあった︑先に亡く
なった方々と︑そこでもう一度
会えるという﹁倶会一処﹂の教

◎お盆の飾り付け

お客さまを迎える際には︑ど
この家庭でもそれなりの準備と
いうものがあるでしょう︒お盆
にご先祖を迎える際も同じで

す︒まずはお仏壇をきれいに掃
除しましょう︒そう︑特に念入
りに︒お掃除が終わったら仏壇
しょうりょうだな
とは別に精霊棚をおまつりする
のが正式な方法です︒しかし︑
昨今は新盆には精霊棚を作りま
すが通常は仏壇の中に飾り付け
ることが多くなりました︒それ
でも結構と思います︒

精霊棚とは普段お参りしてい
る仏壇とは別に設けるもので︑
机などで棚を作り︑真菰︵まこ
も︶で編んだゴザを敷きます︒
四隅に篠竹を立て真菰の縄を張
り︑ホオズキやキキョウ︑五穀
などを飾ります︒

ここにいろいろなものを並べ
ていきましょう︒まずはお位牌
です︒お位牌は先祖代々のお位
牌︑繰り出し位牌︑夫婦位牌な
どすべてお仏壇から移しましょ

う︒そしてその前の中央に香
炉︑向かって右にロウソク︑左
にお花を並べます︒

次にお供えですが︑仏さまへ
の供養の水である﹁閼伽水︵あ
かすい︶﹂を用意しましょう︒
これは︑仏の国の花である蓮の
葉︵なければ芋の葉などで代用
します︶に水を少し入れ︑ミソ
ハギを数本束ねて添えます︒ま
た︑ナスとキュウリをサイの目
に切って︑洗ったお米と一緒に
蓮か芋の葉にのせた﹁水の子﹂
もお供えしましょう︒
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◎棚経と墓参り
お盆にはお坊さんが来て精霊
棚︵仏壇︶でお経を上げます︒
これは仏様の食べ物を清めるた
めの儀式ですから皆さんの家に
お伺いするわけです︒精霊棚で
お経を称えるので棚経ですが︑
夏の暑い時期なので坊さんに
とっては棚行です︒十三日から
十五日までの間にお伺いしま
す︒東京地区は七月︑行徳地区
は八月です︒十三日はお迎え︑
十五日はお送りになっていま

でセットで揃っているようで
す︒白い提灯を用意しそこに戒
名紙を貼って到着する場所を明
るくします︒精霊棚の飾り付け
をしてお供物を供えます︒これ
らの準備を七月中に行い八月一
日から二十五日までご供養しま
す︒実際に帰ってこられるのは
十三〜十五日の三日間ですか
ら︑その前後は待ちわびる気持
ちや︑名残惜しむ気持ちを表す
期間でしょう︒墓参りは通常の
お盆と同じ日に行います︒

◎新盆の供養
﹃救抜焔口餓鬼陀羅尼経﹄とい
う経典があります︒ あるとき阿
難尊者がひとりで瞑想している
時︑見るからに恐ろしい餓鬼が

す︒お送りが十六日の地方も多
いのですが行徳地域では十五日
にお送りします︒

極楽浄土に往生して初めて迎
えるお盆が新盆です︒新盆は極
楽浄土から初めて家族の元に
返ってくるので旅支度が必要に
なります︒旅支度︵お米︑帽

現われました︒ そして阿難尊者
に向って︑お前は三日後に死ん
で餓鬼道に落ちると告げたので

新盆については詳しい資料を
寺で配布しています︒今年新盆
を迎える方はいらっしゃって下
さい︒

次にナスとキュウリで作った
牛と馬を用意しましょう︒マコ
モで作ったものでも結構です︒
これはご先祖さまの乗り物で

子︑履き物︑ござ︑ちり紙︑手
ぬぐい︑扇子︑線香︑お小遣
い︶を用意します︒仏具屋さん

◎施餓鬼︵おせがき︶

す︒速い馬でさっと来ていただ
き︑遅い牛でゆっくり帰ってい
ただく︒一緒に過ごす時間を少
しでも長く︑という素朴な情が
うんだ習慣なのでしょう︒最後
に季節の野菜や果物︑お団子や
お餅︑そうめん︑あるいはご先
祖の好物などを供えましょう︒
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す︒これを聞いた阿難は恐れお

ののき︑どうすれば︑その苦から
免れるかと鬼にたずねましたと

ころ︑
﹁汝もし一切の餓鬼に飲食
を施し︑わがためにご三宝を供

養すれば︑汝も救われ︑われもま
た餓鬼の苦から免れて天上に救

われる﹂
︒そこで阿難は︑釈尊の
教えを受け︑餓鬼に施食し︑十万
偈を供養して餓鬼道に落ちる難
から救われたというお話です︒

この話にちなんで︑ 多くの仏
教寺院では餓鬼に施す供養 ︵施

餓鬼会︶を行っています︒お盆が
皆様に縁のある方々の供養なら
ば︑施餓鬼は誰にも供養されて

いない方々の供養です︒ 縁のあ
る人々の供養だけではいけない
というのが施餓鬼の最も大切な
教えです︒

善照寺では八月十七日が施餓
鬼会です︒塔婆を建て有縁の
方々と無縁の霊の供養をしま
す︒この時あわせて新盆の塔婆
供養も行っています︒

︵住職記︶

お山での修行︵一︶

住職である父が二度目の脳梗
塞の発作を起こして入院し︑も
う長くは持たないだろうと宣告
されたのは︑私が大学四年の秋
でした︒浄土宗の僧侶になるに
は三年半かかります︒父が長く
ないかもしれないとなってやっ
と︑修行に行こうという決心を
固めました︒幸い父は奇跡的な
快復を見せましたが︑修行に行
く予定は変わりませんでした︒
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春になり大学院に進学した私
は︑希望であったネズミを使っ
たホルモンの研究をはじめまし
た︒研究の世界に足を踏み入れ
たばかりですので︑いろいろと
うまくいかないことが山積みで
したが︑そんな中いよいよ夏が
到来し︑私はうまくいかない研
究を一時中止して︑京都の大本
山金戒光明寺へ︑三週間の修行
に出かけたのです︒
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一枚刈りの頭を帽子で隠し︑
大きなスーツケースに経本やら
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お袈裟やらお数珠やらを詰めて
新幹線に乗り込んだ私は︑
ちょっとした旅行気分だったか
もしれません︒
窓の外を流れる景色
に︑旅に特有の解放感
と不安感を感じており
ました︒東京を過ぎる
と︑窓の外は緑の山々
に変わり︑日本とはこ
んなにも緑の多い国で
あったかと驚かされま
す︒

い青い頭の︑互いに見も知らぬ
若者たちが︑黙ってご飯を食べ
ておりました︒その夜は︑知り
合いになった仲間たちと︑煩悩
グッズ︵ジュースやらお菓子や
ら煙草やら︶を買いそろえたの
でした︒もちろんあとで没収さ
れましたが⁝︒
そんなにのん気でいられたの
は︑もちろんその日までだった
のです︒
本番は次の日から︒父に教

いルールを言い渡されます︒移
動はすべてお念仏を唱えなが
ら︒食事中も正座で︑私語厳

わっておきながら︑衣の着方も
満足にわからぬ私でしたが︑む

小学生の頃に行った
きりの京都は︑駅が立
派に改築されており︑
案内所で寺の場所をた
ずね︑重いスーツケー
スを引きずって︑言われたバス
に乗り込みます︒バスを降り

禁︒冷房もなく︑厚い衣を着せ
られ︑長時間うごかずに講義を
聞き続けます︒大学で二年間の
内容を︑三週間×三回で学ぶの
ですから︑まさに朝から晩まで
講義が続きます︒

りやり衣を着込み︑まずは開講
式で足をしびれさせます︒
続いて鬼教官たちから︑厳し

て︑京都の暑い日射しの下︑重
いスーツケースと一緒に石段を
登り︑大きな山門をくぐって︑
﹁会場﹂と書かれた看板のある
建物を何とか見つけたのはちょ
うど夕餉の時刻でした︒初々し

講義の合間はお勤めです︒は
じめてお勤めをする人も多く︑
厳しい指導員から何度もやり直
しを命ぜられます︒足首と膝の
痛みはいつも最高潮でした︒

同じことが毎日繰り返し続き
ました︒一週間が異様に長く︑
刑務所とはこんなものかと勝手
に想像したものです︒

一週間が経ったとき︑私たち
は初めて﹁阿弥陀堂﹂という建
物に連れて行かれました︒阿弥
陀さまの大仏が鎮座しており︑
畳が敷いてあるだけです︒

仏前に整列させられたあと︑
指導員の僧がひとり︑口を開き
ました︒このことは今でも忘れ
られません︒

﹁いままで一週間︑毎日やって
きたけれども︑おまえたちの中
で︑本当に阿弥陀さまを信じら
れる者は︑おるか﹂

私が覚えている限り︑誰ひと
り手を挙げませんでした︒

＝つづく＝
︵副住職 声誉達彦︶

事 業 報 告

三月二十九日副住職学位取得

副住職今岡達彦は大学院後期
課程︵博士課程︶に学んでいま
したが︑この日全課程を修了︑
博士論文の審査を受け東京大学
より博士︵理学︶号を授与され
ました︒
四月一日副住職初出勤

六月廿三日故水野武様の七回
忌法要が行われ施主水野登久子
様より導師用袈裟・衣一式︑脇
導師用袈裟・衣二式が寄付され
ました︒

訃報
五月廿八日 平松金生様
三月十七日法伝寺前住職遷化
喪主 押切
平松弘子様
湊法伝寺前住職境法順師が遷 六月六日 小川まさ様
化されました︒
喪主 湊新田 小川勝利様
六月七日 青山千代様
春彼岸以降お亡くなりになっ
喪主 本行徳 青山末吉様
た檀信徒の方々は次の通りで
南無阿弥陀佛
す︒皆様もご一緒に冥福を祈り ご寄付
ましょう︒
三月三十日 中村ハツ様
喪主 湊新田 中村 満様
四月廿四日 青山ウメノ様
喪主 伊勢宿 青山 登様
五月七日 田中比奈子様
喪主 妙典 田中 修様

編 集 後 記

六月二十一日︑米国からマサ
チューセッツ工科大学︵ＭＩ

Ｔ︶の講師と大学院生の方々が
善照寺に来訪されました︒浄土
宗の教えと善照寺について︑住
職から学生達に説明があり︑皆
様熱心に聞いておられました︒

私も娘と一緒に勉強がてらご

一緒させていただきました︒英

語で教義を説明する

のはなんと難しいこ

とかと思いながら

︵副住職室久美英︶

ました︒

交流に︑わくわくし

ちょっとした異文化

見て︑善照寺にての

らのお客様の様子を

き入っている米国か

も︑住職の説明に聞

住職の説明を聞くＭＩＴの学生

副住職今岡達彦は独立行政法
人放射線医学総合研究所に就職
し四月一日に初出勤しました︒
勤務場所は稲毛です︒

四月五日住職増上寺説教
住職今岡達雄は毎年四月
に行われる大本山増上寺
﹁御忌会﹂で千名近い檀信
徒の前で大殿説教を行いま
した︒御忌会は法然上人の
命日のご供養で︑善照寺で

は初念仏会で行っているも
のです︒増上寺では四月上
旬に行われます︒

大本山増上寺大殿で説教する住職
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