すた

最近のお葬式は︑自宅で営む形が廃れたことによ
り︑大手企業が参入し︑会館やホールで営む事が多
くなってきました︒そのため葬儀屋主導で物事が進
み︑それに伴い費用も高騰化していきました︒近年
は︑その反動で価格破壊が起こり︑費用の透明化が
進んでいます︒それは良いことなのですが︑費用を
安く押さえようとするあまり︑家族葬や直葬という
僧侶抜きの﹁お見送り﹂が主流になってきたのです︒
ほんとうにそれで良いのでしょうか︒
お葬式の肝心は︑仏さまの御教えである法華経や
あんじん
お題目を捧げる事︒そして亡き人に死後の安心を示
し︑寂光の都である霊山浄土に赴く教えを説き聞か
せる引導が何より一番必要なのです︒

解消されてない

ヘビ
年
ええ やから
んち
ゃう

★寒行のお知らせ
１月 日︵火︶ 元町・相
生町方面

１月 日︵水︶ 兵庫・大
開駅方面
１月
日
︵
土
︶
菊
水
・
荒
田方面
１月 日︵日︶ 春日野・
三宮方面

１月
日
︵
水
︶
長
田
・
上
沢方面
１月 日︵木︶ 西代・吉
田町方面
１月 日︵土︶ 西灘・六
甲道方面

１月 日︵日︶ 須磨寺・
板宿方面
１月
日
︵
火
︶
垂
水
・
舞子方面
１月 日︵水︶芦屋 ・
深江方面

常照寺参拝と
カニカニづくし満腹の旅

予告記事
★節分恒例の豆まきの年男年女募集
●2月3日︵日︶午後 時〜
●巳年生まれの方
お供えは１万円
●数え年齢 ・ ・ ・
・ ・ 歳
●年男年女特別祈祷札授与
●行衣授与
●福桝授与
年に１度しかないチャンス︒
是非とも大勢の方で賑やかに
豆まきをしていただいて︑今
年の幸運を盛り上げて下さい︒

★信行会最終講義と修了式
●１月 日︵祝︶午前 時〜
特別研修 立正寺住職 安達瑞功師による法話
・ 時〜 修了式
・ 時〜 運営会議

★唱題のつどい 時間はいずれも 時 半〜
日︵水︶
日︵金︶
日︵土︶
日︵日︶はありません︒
宗祖開祖聖日⁝⁝⁝2月
釈尊涅槃会⁝⁝⁝⁝2月
宗祖降誕会⁝⁝⁝⁝2月
※宗祖開祖聖日⁝⁝⁝1月

・1月
・2月
・3月

日︵金︶
日︵水︶
日︵月︶
※今︑新しい方が増えつつ
あります︒貴方もぜひ

★婦人会奉仕日 時間はいずれも9時半〜
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ですからお寺の本堂で葬儀を営む事が一番良いの
ですが︑その場合は︑お寺への御供え費用がどうし
てもかさんでしまい︑喪主に負担をかけていました︒
もちろん法華経の道場で荘厳な式が営まれることに
は︑計り知れない故人への功徳があるのですが︑信
仰の薄い方には解って頂けません︒かといって本堂
のお供え内規を大幅に下げることは︑自らお寺の価
値を下げることにつながり︑近年はそのジレンマに
悩んでいました︒
ゆい

この度︑お寺のテナントに葬儀本舗﹁結﹂ホール
が出来た事により︑檀家さんの中で経済的に本当に
苦しい場合でも︑当山へお連れして葬儀を営む事が
可能になりました︒従来からおつきあいの深い公営
社も親切に対応してくださりますので︑葬儀に対す
る幅広いアドバイスがお寺で出来ます︒﹁大手葬儀
社等で︑積み立てをしているから⁝﹂という方でも︑
解約してこちらで葬儀を行う場合の方が︑安くて威
儀ある式を営める場合も多々あります︒葬儀に関す
る事は︑遠慮なくお寺へまず相談して下さい︒
各家の事情に応じた提案ができると思います︒

捧げられたことを嬉しく思います︒
2月 日︵日︶
13︑500円

2月 日は身延山の
講中が当山へ来山

！
！

︒
ません
女問い
の
老若男
皆さん
好きな
す！
お祭り
してま
お待ち
参加を

お申し込み・お問い合わせは︑お寺まで︒

◆主催・兵庫県東部伝道センター

！
！

に勤めていただき︑葬儀は私が
導師を勤めさせて頂きました︒
清水上人や山崎上人にもご出仕
いただき︑有縁の者皆で法味を
●日
程
●旅行代金

73 25

◇

◇

◇

編集後記

◇

◇

◇

宮本氏 絶筆原稿です︒
キリスト教の﹁ホスピス﹂
に入院して１カ月︒理念︑
実践報告など申し分ないと
思うが︑ 年近くを経ても︑
実際に患者とむきあうのは
看護労働者︒ホスピスの先
進性に関係なく︑こちらは
ご苦労されているようだ︒
月1日記

テナントとして早や一年︒
去年は年間行事をほぼ撮影
制覇︒最近では檀家さんか
ら声をかけて頂くことも︒
ならば︑撮影の腕も認めら
れたのかな？ 今年は住職
の隠密をフォーカスしたい︒
今年もよろしく︒
︻ 専従カメラマン 徳リン︼

◇

新年明けましておめでとう
ございます︒昨年はダイエ
ット成功ならず︑現在人生
最高体重更新中ですが今年
の目標もダイエット！年末
までには少しでも体重を減
らすべく︑精進してまいり
ます︒本年もよろしくお願
い致します︒
︻清水︼

◇

最近とにかく時間がたりな
い︵泣︶でも次男が暇な時
には〝昼食＆夕食の下ごし
らえ〟をしておいてくれる︒
土日に法事や 行事で私がバ
タバタしている日は本当に
助かります︒半据え 膳 そ
して夕食の後は智孝さんが
食器洗いをしてくれます︒
上げ膳 みんなに助けられ
て生活する毎日です︒
ありがとう♪
︻陽子︼

◇

ジージーっとドラグが唸り
また逆転する︒ポンピング
で巻いても巻いても糸は引
き出され︑カウンターはバ
カになって今何メートルな
のかもよく判らない ︒ 分
ほどの格闘の末ようやく姿
が見えてきた︒船長が叫
ぶ！﹁でかいカンパチやぞ
ぉ〜﹂無事にタモに納まり
拍手の嵐⁝︒
どっと疲れて
放心状態の私
次なる目標は
ブリ１ｍ⁝
ヒラメ ㎝⁝
メバル ㎝⁝
流れゆくもの
それが欲望︒
︻智孝︼
3080

皆さん︑明けましておめで
とうございます︒
今年も宜しくお願い申し上
げます︒

住職

新間 智孝
立 派 に な っ て⁝ ﹂ と 批 判 的 に
見られる人︑また住職の庫裡
も増築しますので﹁智孝サン
は自分の為に︑寺のお金を使
っているやん﹂そう感じられ
る方もあると思います︒
ヘンな言い訳は︑愚の骨頂︒
お会式でのお説教にもあっ
たように︑私の行動は︑お釈
迦さまが見ています︒
自利に浴しているのか︒
利他に尽くしているのか︒
私は住職であり僧侶です︒
お寺の運営や私の生き方その
もの結果が︑吉と出るか凶と
出るか︒私が本当に人の為に
尽くした人生を送っているの
か︑どうなのか︒
私は自分の目標を還暦に定
お寺という場所は︑そうし
た菩薩行を教え勧める場所な めています︒もうあと十年︑
のですから︑自らがそうした その判断は保留にして頂き暖
行動を取らなくてはなりませ かく見守っていただければ⁝
ん︒住職になってからこの二 と心の底からそう願います︒
年間︑特に自分にそう言い聞
私は︑お題目の有り難さを
かせて物事に取り組んでまい
身を以て皆さんに伝える決意
りました︒
をこの巳年に致します︒
来年の開創一三〇周年に向
けて︑昨年は寺債金の募集を
させていただきました︒最低
目標額の三〇〇〇万円を超え︑
ご協力頂きました方には本当
に感謝申し上げます︒納骨堂
の許可も下りて︑準備は整い
ました︒今年はイヨイヨ春頃
着工をメドにお寺の増改築工 今年も宜しくお願いします︒
事に取りかかります︒この不 そして︑太〜く！ 長〜く！
景気な世の中で﹁お寺だけが つながっていくニョロ

さて新年の冒頭に当たり︑
日蓮聖人のお言葉を紹介させ
て頂きました︒人は善いこと
をすれば必ず栄えます︒善い
事とは︑一体なんでしょう︒
それは自分の為にする事では
なく︑人の為に尽くすことで
あります︒近年︑私達は大地
震や大津波等を体験し︑まさ
にこの世は末法と化していま
す︒しかし一方で︑人と人の
繋がりや絆が見直され︑ボラ
ンティアに励む人も多く出ま
した︒こうした行動を仏教で
ボサツ
は菩薩行と呼びます︒
そう普賢菩薩や観世音菩薩の
アノ菩薩です︒

10
カンパチ80cm・バナナ20cm 奇跡の１枚

「B面のまち新開地」を歩
く
アビィロードならぬヘ
ビーロード

61 13

﹁お釈迦さまが見てござる︒
心の中もする事も﹂

と
ん⁝ ナタ！
先や
まだ ているア
し
油断 申込を
お
至急

温泉も
あるよ
！

★定員になり次第〆切︒残りわずか︒
※詳しくはお寺へ問い合わせ下さい︒

むしもち

蒸餅六十枚︑清酒一筒
やまのいも
みかん
閏蕷五十本︑蜜柑二十
串柿一連お送りいただ
き︑ありがとうござい
ました︒
法華経の御宝前にお供
え致しました︒折しも
新春の三日︑法華経の
御宝前を種々の御供え
もので荘厳できました
事を嬉しく思います︒
花は開いてやがて果実
がなり︑月は出てやが
て満月となり︑灯火は
油をさせば明るく輝き
草木は雨が降れば勢い
を増します︒そのよう
に︑人は善いことをす
れば必ず栄えるのです︒
普段でもそうなのです
から︑正月三日のお志
は︑元日に奉納なさっ
たご供養に輪をかけて
功徳が多いことでしょ
う︒蒸餅が満月のよう
に映ります︒委細はま
た後日申し上げます︒
弘安三年︿庚辰﹀
正 月 十一日 日 蓮 花 押
上野殿
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13 16 15 13

！
ゴ！
忘年会にビン

！？
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14 12

18 13 25

！
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今年も寒行が始まりま
す。
近所迷惑だから「はや
く終わってほ
しいナ」と思っている
人もおられる
かも しれ ませ ん。 門づ
けは 2〜 3分
で終わりますが、近所
にあらかじめ
声をかけていただいて
おく事も必要
かもしれません。
一緒に歩いて下さる方
も大いに歓迎。
１日だけでもかまいま
せん。
お寺に午後5時半集合
。希望者は、
ご連絡下さい。
85 37

23

の大騒ぎ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

12

12

万灯講中隊員
大募集！

平和のため

世の人のため

自分のため

心身のため

！
！

30 29 27 26 24 23 20
19 16 15

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

消！
メタボも解
て
っ
祈
を
和
平
こう
みんなで歩

？
！

★冬の京都 団参のご案内★
参加者募集

2012年10月3日（水）

嵐の中の墓参り

先日の日曜日、大荒れの台風の中でお墓の抜魂を行っ
た。雨風共にひどい状況で、石屋が用意してくれたパ
ラソルも開けない。完全防水のカッパを着て長靴を履
くと、衣も袈裟もすべて隠れてしまい、お坊さんなのか石屋なの
か判らない。しかたなく透明のビニールカッパを着て、超っ早や
で読経し木剣を振ったが、それでも全身ビショビショ。喪主の方
は高齢なので車で待機して頂いた。親戚の女性
が傘をさして立ち会ったが、その方も全身ズブ
濡れ。ビショビショとズブ濡れがどう違うかは、
別として、その後の寺へ戻って納骨法要。それ
は今年初のストーブのお出まし。女性が風邪を
引かなければ良いが…お疲れ様でした。

こん
れん
記
日

！
い！

寒修行托鉢 参 加 者 募 集 ！
人生にヨロコビを。
ん〜たのし

清酒一筒・薯 蕷五十本・
柑子二十・串柿一連送給候畢。
法華経御宝前にかざり進らせ候。
春始三日種々の物法華経御宝前
に捧候畢。花は開て果となり、
月は出て必ずみち、燈は油をさ
せば光を増し、草 木は雨ふれば
さかう、人は善根をなせば必ずさ
かう。其上元三の御志元一に も
超へ、十字の餅満月の
如し。事々又々可申候。

謹んで
新年の
お慶びを
申し上げます︒
平成二十五年
元旦 癸巳

宮 本 氏 の逮 夜 祀 り は ︑ 満 中 陰
︵一月二十三日︶まで当山で行
っておりますので︑氏の事をよ
くご存じの方には是非お参り頂
き︑お題目を捧げて下されば幸
甚です︒
合掌

令百由旬内 無諸衰患 受持法華名者 福不可量

24

宮本加光氏︵勤加院精進日光居士︶霊山へ

Vol.6

職員が一人減ったことにより、お寺は三人体制になりました。皆で力を合わせて全力でお寺の運営に当たりますが、事務所が閉まっている等ご不便をおかけする事があるかもしれません。ご容赦下さい。
上記聖語の下に薄く入れてある白地蓮唐草の模様は、京都妙顕寺に伝わる日像上人の錦横被一領である。「上野殿御返事」も日蓮聖人の筆跡で入れたかったが「十字六十枚」までしか叶わなかった。

長らく当山に勤めておりまし
た宮本加光氏が逝去致しました︒
当山への出勤は十月三日が最後
となり︑その後は病気治療に専
念しておりましたが︑十二月七
日六十六歳で旅立ちました︒
折しも宮本氏が事務局として
力 を注 いで お りま し た戦 争 展 の
開催期間中にあたり︑本堂が使
ゆい
えなかったので︑右記﹁結﹂ホ
ールで初めての葬儀が宮本氏と
な りま した ︒通 夜は 法事 のた め
上京していましたので院首上人

〒652ー0816 神戸市兵庫区永沢町 4 −5 −8
（078）
577ー7651
TEL
（078）
575ー2608 FAX
lotus-k@kcc.zaq.ne.jp

2013年（平成25年）1月1日発行
ろおたす通算386号

http://www.kcc.zaq.ne.jp/myohokkein
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飲めや食えや

〜当山のテナントに、セレモニーホールが入居〜

なんと

なんと

葬儀の相談は、まず寺へ
さぁ、つながって行こう！ みんなで花を育てよう！
！
ロータスルート

Vol .６（４）
さぁ、つながって行こう！ みんなで花を育てよう！！
平成25年１月１日
平成25年１月１日
LOTUS ROOT
（１）Vo l . 6

4

1

し

き

日蓮聖人ご入滅七三一遠忌

え

ソッと

成仏の秘訣を教えます︒
お説教にも型があります︒
日蓮宗の話し方の基本方法を
五段法という︒そんな典型的
な話し方で︑藤本静潤上人の
法話は始まりました︒笑いを
とり︑場を和ませ︑短歌やこ
とわざを取り入れて流れにリ
ズムを付ける︒例え話で聴衆
を納得させ︑経文を引いてお
題目の結勧に導く︒成仏する
為には？その秘訣をソッと私
達は︑教えて頂きました︒
来られなかった方に少しだ
けココでコソッと明かすと⁝
出家と家出の違いは何か︒
人の為にする事と自分の為
にする事の違い︵1頁も参照︶
お寺に入る泥棒が御供えや賽
銭を盗むと︑地獄へ堕ちる︒
何故ならその喜捨には︑人々
の願いや欲︑そして罪や障り
が詰まっているから︒日燈上
人というエラ〜イ先人の言葉
を借りれば︑一時の相続︵信
仰︶は一時の仏︒一日の相続
は一日の仏︒百千万億劫の相
続は永遠の仏︒
だから常に信仰
を持ち続けるの
が成仏というこ
となのです︒
毎自作是念と︑
そう常に持つこ
とです︒

←陽子作

ぎを得られるのです︒死に直
面したときには︑財産も家族
も友人も役には立ちません︒

←隆将作

御本尊御供え
二〇一二年 九月
大橋ヒデ子
一〇︑〇〇〇円
片山ハルエ
一〇︑〇〇〇円
十月
岸本智恵子
二〇︑〇〇〇円
教法院 三木天道
一〇︑〇〇〇円
公営社
一〇︑〇〇〇円
編集工房トクヒラ
一〇︑〇〇〇円

早苗

十一月
枝澤 實
一〇︑〇〇〇円
大橋ヒデ子
一〇︑〇〇〇円
片山ハルエ
一〇︑〇〇〇円
岸本 剛一
一〇︑〇〇〇円
田中芙美子
一二︑〇〇〇円
日聖寺 藤本静潤
一〇︑〇〇〇円
一〇︑〇〇〇円
山本

艶子
智孝
久代

満座供養者名
おせがき︵九月︶
青木 久子 ・ 臼井
枝澤
實 ・ 新間
道向 弘子 ／ 小島
お会式︵十一月︶
総
代 ・ 婦 人 会
大橋ヒデ子 ・ 田中芙美子
田中 良枝 ・ 濵口 弘幸

建設志納者
二〇一二年度︵九〜十一月︶
枝澤
實
三〇︑〇〇〇円
大川 正子 三〇〇︑〇〇〇円
大野篤一郎
五︑〇〇〇円
金光州一郎
三〇︑〇〇〇円
佐藤 佳子
一五︑〇〇〇円
新間 智孝
六〇︑〇〇〇円
濵口 弘幸
九︑〇〇〇円
宮本 加光
一〇︑〇〇〇円
吉田和夫︵ぺ︶一〇︑〇〇〇円
本会計より 三〇〇︑〇〇〇円
婦人会バザー 四三︑五五〇円
合 計
八一二︑五五〇円
※増改築に当たり︑志納者を
募っています︒ 万円以上
寄進いただいた方は本願人
です︒

信行志納金

題目カード
寿量品カード
陀羅尼カード

一︑三九二枚
一︑二五六枚
一七八枚

二〇一二年度︵九〜十一月︶
青木 久子
四︑〇〇〇円
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常に思っている私︵仏さま︶
の悲願は︑なんとしても一
切衆生を無上の悟りの道に
入らしめる事︒そして速や
かに私と等しい仏の身とな
っていただく事なのである︒

2012年10月25日（木）

毎に自らこの念を作す
何をもってか衆生をして
無上道に入り速やかに仏身を
成就することを得せしめんと。
お会式にお参りに来られた方には︑
くじ引きやお楽しみプレゼントも
用意しています︒今回は︑１等岡
崎洋さん・２等中尾武司さん・
３等枝澤實さんに当たりました︒
お会式のお参りの人数が少ない︑
今がチャンスですよ︒家族
総出でお越しになれば確率
もグングンアップ︒来年
は是非とも皆様でお参
り下さいませませ︒

お寺のルミナリエ
お会式前日のお寺は︑
百個以上の提灯を点します︒
この提灯にはひとり一人施
主の名前が書かれています︒
もう自分が提灯の施主になった
事を忘れている方もおられるで
しょうし︑また子供や孫の分ま
でされた方もいらっしゃいます
ので︑知らないうちに自分の名
前が書かれた提灯が飾られてい
る場合もあります︒
ぜひ年に１度のこの提灯の飾
り付けをお参りになってご覧頂
きたいと思います︒毎年︑苦労
して飾り付けをしていますが︑
たくさんの方に見ていただけな
いのが残念でなりません︒大勢
の方と一緒にお祖師様へ報恩の
お題目を捧げたいものです︒

功徳無邊盡未來 一切衆生同法食

秋 せがきなう

汗をかくって素晴らしい

ただひとつ︑自分は正しい
人生を歩み続けて来た︒出来
る限りの人に︑慈悲や愛を手
向けてきた︒仏さまに胸を張
って堂々と言えるその自信が︑
死に直面したときに成仏へと
繋がるのです︒ハイ︒
それではお待たせしました︒
みたらしだんご解禁です︒
どうぞ仏様・ご先祖様をお見
送りする最後まで残って下さ
いね︒では︑法要を続けます︒

寺債金より

お会式
当山の仏さまや日蓮聖人は︑
皆様方からみるとすごく高い
位置におまつりされています
ので︑遠い存在に感じておら
れると思います︒そこで少し
でも皆さんに︑お祖師様を身
近に感じて頂きたくこのよう
な形を始めました︒

ネ
いで せん！
さな
ゆら いていま
つ
鈴は

セミ セミナー
ナ
九月二十二日︵祝︶

賽銭箱を荒らしていた犯人に「何をしているんだ！
！」と怒鳴ったら、
「両替してました…」と。
（笑）

？
えっ 本
１
一人

信じ抜くこと♪
それが一番大事ぃ〜♪
一時期お寺を離れてパートに出ていた
時を皮切りに︑私達は色々な相談を受け
る機会が増えています︒最初は私がパー
トで知り合った友達に始まり復職してか
らは︑檀家さんのみでなくネットやたま
たまお寺の前を通った刑期を終えたばか
りの人まで⁝︒
その方達に共通していえるのは﹁信仰
熱心でご先祖を大事にしている﹂という
事です︒私は﹃信仰熱心なのに︑どうし
て悩み事が起こるのだろう﹄と疑問に思
いましたが︑どうも相談者は信仰熱心な
ゆえに〝見えない方〟から助けを求めら
れて︑現世の家族に色々な災いが起こる
ようです︒
熱心な方は︑体調不良になると病院の
みならず︑祈りも捧げます︒しかしそれ
でも一向に好転しない場合︑さらに﹁何
が原因なんだろう﹂と深く考えられます︒
だから〝見えない方たち〟は﹁信仰熱
心﹂な人へサインを送るのです︒そして
先祖供養︒ウチはちゃんとしていると思
っていても︑自分が現世で出会う以前の
古いご先祖が︑﹁自分も供養して欲しい﹂
﹁気づいて欲しい﹂と家族を困らせるの
です︒そんな時には︑ご祈祷ではなく供
養が一番大切なのだと感じるのです︒
先日は︑相談者が帰り際に﹁先祖って
私達を守ってくれるばかりじゃないんで
すね︒怖い存在でもありますね﹂とおっ
しゃった言葉が印象に残っています︒
私の先祖で忘れかけている人はいない
だろうか⁝︒
今︑直葬が流行して生きている者が優
先となり︑供養を疎かにしつつあります︒
お葬式も安くできて良かったと思ってい
る方もあるでしょう︒でもそれが原因で
自分たちの子供や孫︑未来の家族に災い
が降りかからないように⁝と︑願って止
みません︒
南無妙法蓮華経⁝︒
︵陽子︶

霊に禮する麗

12,746,141
計
合

6,060
12月への繰越金

5,400
永代納骨塔芳名版

さぁ日蓮聖人と
綱 がっていこう︒

和

おたいや
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十一月二十三日は︑日蓮聖
人のお会式を営みました︒こ
の日は︑私の住職就任記念日
でもあり︑ちょうど二年が過
ぎました︒一昨年から写真の
ように︑紅白の紐に触れて頂
いています︒この紐は日蓮聖
人の御手から繋がってます︒

平

〜あまりにも幸せすぎて不幸な日本〜

御宝前に献上

ヘ〜 ！ワァ〜
ぁ〜
？

法話

チーン！﹁あーあ
っーたぁーあぁー
んーんーだっ﹂
﹁だぁ〜ぁぁ︑ん
〜んんっごぉ〜お
っ﹂チーン！

当山で葬儀を営み、今年に年回忌法要が当たる檀家宅には、お知らせ葉書を同封しています。法事の申し込みは土日に集中しますのでお早めに。とりこしで法事がお済みの方は、ご容赦下さい。
今年は、三年に一度の総代選挙になります。本願人の方には、投票用紙をお送りいたしますので、期日までにご返送下さい。総代は、住職が決めるのでなく皆さんで推挙いただきます。

（300,000） 振込手数料

出（円）
支

12,740,081

支出小計
7,229,591

収入小計

http://hokke.tv/

0
受取利息

12,746,141
計
合

4,000,000
自家壇冥加金

1,000
題目Ｃ

3,000
寿量Ｃ

700,000
永代納骨塔冥加金

（43,550）
婦人会バザーより

5,516,550
９月からの繰越金

寺債申込者数及び金額
………………… 192名 97,000,000円
満期返還及び志納金への振替等
………………… 83名 36,000,000円
寺債金残高…… 109名 61,000,000円

本会計より

0
（469,000） 支払利息

660

志納金寄付

0
借入金返済
812,550
金
納
志

！

信行志納金
支
出（円）
0
志納金へ
0
返還金
支出小計
0
12月への繰越金
26,098,228
合
計
26,098,228

2012年9月1日〜11月30日

2012年9月1日〜11月30日

新しく出来た中央市民病院に、付き添いで昨日初
めて足を踏み入れた。やはり最新医療センターで
ある。受付は時間前から来ていても、銀行と同じ
く番号札制度。支払は全て自動精算機。何より驚いたのは、外
来診療は待たすイライラを解消すべく、今の状況を院内どこに
いても呼び出し機器でお知らせ。「院内でお待ち下さい」「待合
室にお越し下さい」「診察室の前でお待ち下
o
o
BoBooo
さい」と、首からぶら下げた機器がブーブー
と震えて知らせてくる。極めつけは、「診察
室へお入り下さい」診察室の前で待ってる
のだから、扉一枚開けて、
「○○さんどうぞ」
と言えば済むモノをそこまで、機械かい！
！
さすがに「診察終わりました」というお知
らせは、無かったが…。

盆踊りでは無い！
明かりを消しての厳かな唱題行
…でも正座もキツイ唱題行

入（円）
収
収
入（円）
0
志納金より
6,200,000
寺債金
0
受取利息
収入小計
6,200,000
８月からの繰越金
19,898,228
合
計
26,098,228

建設志納金会計9〜11月
寺債金会計9〜11月

パソコンでも
スマホでも
タブレットでも
観られます

2012年12月5日
（水）

最新システム

こん
れん
記
日

…
恐くない
からね〜
怖くない
つね〜
人１本ず
レ？
今回は一
たのはタ
し
食
完
タレまで

「良く持ちたてまつる南無…」

！
？

十月二十日︵土︶

ンソン
聞かなソ

参加費は無料だがお供えをされる方も。

日頃の信行会での力を発揮「鎌田サン」
仏さまにもっと近づきたいと、前から席が埋まらなければ…

日蓮聖人からの
プレゼント→

今年は私にとって、二人の父の大きな年忌に当たります。実父
が50回忌。生まれる4ヶ月前に亡くなっていますので、私を
抱いたことのない父。養父が13回忌。一人暮らしで亡くなり、
発見されたのは１週間近く経ってからでした。孫が全員揃っている時にと、
8月のお盆の合間と昨日の２回に分けて法事を勤めました。私
の子供達も大人になって来ているので、小さい時から与えてい
る数珠も体に合わなくなっています。この際、丁度良い機会だ
ったので、3人にそれぞれ新しい数珠を作って記念に与えまし
た。坊さんにならなくても良いが、「日蓮宗の信仰だけは持
て！」そう言って育ててきました。素直にお経とお題目だけは、
一緒に唱えます。二人の爺も喜んでいると確信します。

20

貴方もこの笑顔の仲間に入りませんか？
「蘆庵」ご主人のみたらし団子プロのワザ
焼きたては「まいう〜」
「今日はクルマちゃうから大丈夫や〜！」

子
たらし団
鉄人のみ
〜
おいしそ
〜
てね〜
お疲れ様
飲んでっ
みなさん

「お水とお焼香…どっちが先だったかしら？」

お会式にお参りに来た人で、桃色の番号札を
持って帰っている方はおられませんかぁ〜？
返却願いま〜す！

2012年9月21日
（金）

記念の数珠

こん
れん
記
日

昨日の草野球は練習だったので、三男とその
友達、そしてその弟を連れて参加した。友達
兄弟は、少年野球の経験者なので案の定、我々おっさん
らとは比べものにならないぐらいに上手い。その二人と
我が親子の４人が、一丸となって臨時チーム「レンコ
ン」を結成し、「マンクス」との紅白試合に挑む。結果は
目に見えていたが、やはり私たち親子が、野球少年の足
をチョ−引っ張り、試合は負けてしまった。しかし私が
知っている彼らの姿は、いつもゲームや携帯に夢中にな
っている顔しか知らない。そんなバー
チャル世代とリアルに大人が、走って、
転んで、叫んで、笑って、一緒に楽し
む姿に悪いわけが無い。帰りの車では、
終始笑顔だった。「明日、寝坊して学
校に遅刻したら、もう連れて行かんゾ
ぉ〜」と釘刺した。
！？

皆さん一生懸命拝読
平和セミナーの告知は一般新聞にも掲載されている。
今回の参加者で半数近くは当山檀家外なのは、朗報♡

お会式

三木天道講師は︑インドと
日本の文化を比較して︑﹁ど
ちらが一体幸せなのか﹂と切
り出されました︒そして﹁日
本人は︑ボタン民族だ！﹂と
叫ばれます︒朝起きたら︑目 ボタンを１日何百回と押して
覚ましを止め︑明かりを点し︑ いる事でしょう︒
湯沸かしのスイッチを入れ︑
便利な物が周りにあるのが︑
テレビのリモコンボタンを押 普通となり﹁有り難い﹂と感
す︒エレベーターも掃除機も じなくなった私達︒本来﹁有
ストーブも︑毎日ボタンを押 り難い﹂とは︑﹁有るのが難
しまくっているこのご時世︒ しい﹂と言うことです︒つま
子供に至っては︑ゲーム機の り無いのが︑あたりまえ︒当 行 っ て い ま す ︒ 詮 を ひ ね れ ば
たり前〜♪ 当たり前〜♪ と 水が出るのも︑スイッチを押
いう﹁あたりまえ体操﹂が流 せ ば ガ ス が 付 く の も 本 当 は 奇
跡的な事なのです︒そして生
まれてきた以上︑老いるのも
病気になるのも︑そして死ぬ
のも当たり前︒健康な状態の
まま︑若さや美貌を維持する
事なんてあり得ない︒それな
のにシワが増えたと嘆き︑ハ
ゲて来たと悩む︒健康そのも
彼岸山主ミニ法話
のへの感謝を忘れている私た
私たちは︑物質的な向上で
ち︒そんな人間を﹁放逸にし
幸せが得られると勘違いして
て五欲に著している﹂と言い
います︒お金持ちになる︒イ
ます︒さぁ︑この経文はドコ
イ車に乗る︒大きな家に住む︒
に出てるでしょう？
しかし外面的な快適さを追求
してもダメ︒限りない物それ
三木天道師の平和セミナー
が欲望︒それでは︑いつまで
は︑前回と同じく 名 ちょっ
経っても心の平和は訪れない︒
と︒人が来ないのが当たり前
〜♪と思って頑張っています︒
ではどうするか？自分さえ
良ければ良いという考え方を
捨て︑周りの人が幸せになる
ように尽くす︒それを続ける
ことが成仏への道です︒たと
え社会全体が苦しい状況にあ
っても自分自身が惑わされる
ことなく人の為に尽くしてい
みんな
れば︑心は乱れないのです︒
！
ええ話
や
そうした素晴らしい行為を続
もっと聞 ねんから
きに来
てや
ける事が心の満足に繋がり︑
自分が死ぬときに大きな安ら
2015年には再び
インドズイホウスクールへの
団参があります。
お楽しみに！
！

こん
れん
記
日
！？

！
！

Vo l .６（２）

平成26（2014）年は当山開創130周年です
立正安国・お題目結縁運動
（３）Vol .６
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し

き

日蓮聖人ご入滅七三一遠忌

え

ソッと

成仏の秘訣を教えます︒
お説教にも型があります︒
日蓮宗の話し方の基本方法を
五段法という︒そんな典型的
な話し方で︑藤本静潤上人の
法話は始まりました︒笑いを
とり︑場を和ませ︑短歌やこ
とわざを取り入れて流れにリ
ズムを付ける︒例え話で聴衆
を納得させ︑経文を引いてお
題目の結勧に導く︒成仏する
為には？その秘訣をソッと私
達は︑教えて頂きました︒
来られなかった方に少しだ
けココでコソッと明かすと⁝
出家と家出の違いは何か︒
人の為にする事と自分の為
にする事の違い︵1頁も参照︶
お寺に入る泥棒が御供えや賽
銭を盗むと︑地獄へ堕ちる︒
何故ならその喜捨には︑人々
の願いや欲︑そして罪や障り
が詰まっているから︒日燈上
人というエラ〜イ先人の言葉
を借りれば︑一時の相続︵信
仰︶は一時の仏︒一日の相続
は一日の仏︒百千万億劫の相
続は永遠の仏︒
だから常に信仰
を持ち続けるの
が成仏というこ
となのです︒
毎自作是念と︑
そう常に持つこ
とです︒

←陽子作

ぎを得られるのです︒死に直
面したときには︑財産も家族
も友人も役には立ちません︒

←隆将作

御本尊御供え
二〇一二年 九月
大橋ヒデ子
一〇︑〇〇〇円
片山ハルエ
一〇︑〇〇〇円
十月
岸本智恵子
二〇︑〇〇〇円
教法院 三木天道
一〇︑〇〇〇円
公営社
一〇︑〇〇〇円
編集工房トクヒラ
一〇︑〇〇〇円

早苗

十一月
枝澤 實
一〇︑〇〇〇円
大橋ヒデ子
一〇︑〇〇〇円
片山ハルエ
一〇︑〇〇〇円
岸本 剛一
一〇︑〇〇〇円
田中芙美子
一二︑〇〇〇円
日聖寺 藤本静潤
一〇︑〇〇〇円
一〇︑〇〇〇円
山本

艶子
智孝
久代

満座供養者名
おせがき︵九月︶
青木 久子 ・ 臼井
枝澤
實 ・ 新間
道向 弘子 ／ 小島
お会式︵十一月︶
総
代 ・ 婦 人 会
大橋ヒデ子 ・ 田中芙美子
田中 良枝 ・ 濵口 弘幸

建設志納者
二〇一二年度︵九〜十一月︶
枝澤
實
三〇︑〇〇〇円
大川 正子 三〇〇︑〇〇〇円
大野篤一郎
五︑〇〇〇円
金光州一郎
三〇︑〇〇〇円
佐藤 佳子
一五︑〇〇〇円
新間 智孝
六〇︑〇〇〇円
濵口 弘幸
九︑〇〇〇円
宮本 加光
一〇︑〇〇〇円
吉田和夫︵ぺ︶一〇︑〇〇〇円
本会計より 三〇〇︑〇〇〇円
婦人会バザー 四三︑五五〇円
合 計
八一二︑五五〇円
※増改築に当たり︑志納者を
募っています︒ 万円以上
寄進いただいた方は本願人
です︒

信行志納金

題目カード
寿量品カード
陀羅尼カード

一︑三九二枚
一︑二五六枚
一七八枚

二〇一二年度︵九〜十一月︶
青木 久子
四︑〇〇〇円
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常に思っている私︵仏さま︶
の悲願は︑なんとしても一
切衆生を無上の悟りの道に
入らしめる事︒そして速や
かに私と等しい仏の身とな
っていただく事なのである︒

2012年10月25日（木）

毎に自らこの念を作す
何をもってか衆生をして
無上道に入り速やかに仏身を
成就することを得せしめんと。
お会式にお参りに来られた方には︑
くじ引きやお楽しみプレゼントも
用意しています︒今回は︑１等岡
崎洋さん・２等中尾武司さん・
３等枝澤實さんに当たりました︒
お会式のお参りの人数が少ない︑
今がチャンスですよ︒家族
総出でお越しになれば確率
もグングンアップ︒来年
は是非とも皆様でお参
り下さいませませ︒

お寺のルミナリエ
お会式前日のお寺は︑
百個以上の提灯を点します︒
この提灯にはひとり一人施
主の名前が書かれています︒
もう自分が提灯の施主になった
事を忘れている方もおられるで
しょうし︑また子供や孫の分ま
でされた方もいらっしゃいます
ので︑知らないうちに自分の名
前が書かれた提灯が飾られてい
る場合もあります︒
ぜひ年に１度のこの提灯の飾
り付けをお参りになってご覧頂
きたいと思います︒毎年︑苦労
して飾り付けをしていますが︑
たくさんの方に見ていただけな
いのが残念でなりません︒大勢
の方と一緒にお祖師様へ報恩の
お題目を捧げたいものです︒

功徳無邊盡未來 一切衆生同法食

秋 せがきなう

汗をかくって素晴らしい

ただひとつ︑自分は正しい
人生を歩み続けて来た︒出来
る限りの人に︑慈悲や愛を手
向けてきた︒仏さまに胸を張
って堂々と言えるその自信が︑
死に直面したときに成仏へと
繋がるのです︒ハイ︒
それではお待たせしました︒
みたらしだんご解禁です︒
どうぞ仏様・ご先祖様をお見
送りする最後まで残って下さ
いね︒では︑法要を続けます︒

寺債金より

お会式
当山の仏さまや日蓮聖人は︑
皆様方からみるとすごく高い
位置におまつりされています
ので︑遠い存在に感じておら
れると思います︒そこで少し
でも皆さんに︑お祖師様を身
近に感じて頂きたくこのよう
な形を始めました︒

ネ
いで せん！
さな
ゆら いていま
つ
鈴は

セミ セミナー
ナ
九月二十二日︵祝︶

賽銭箱を荒らしていた犯人に「何をしているんだ！
！」と怒鳴ったら、
「両替してました…」と。
（笑）

？
えっ 本
１
一人

信じ抜くこと♪
それが一番大事ぃ〜♪
一時期お寺を離れてパートに出ていた
時を皮切りに︑私達は色々な相談を受け
る機会が増えています︒最初は私がパー
トで知り合った友達に始まり復職してか
らは︑檀家さんのみでなくネットやたま
たまお寺の前を通った刑期を終えたばか
りの人まで⁝︒
その方達に共通していえるのは﹁信仰
熱心でご先祖を大事にしている﹂という
事です︒私は﹃信仰熱心なのに︑どうし
て悩み事が起こるのだろう﹄と疑問に思
いましたが︑どうも相談者は信仰熱心な
ゆえに〝見えない方〟から助けを求めら
れて︑現世の家族に色々な災いが起こる
ようです︒
熱心な方は︑体調不良になると病院の
みならず︑祈りも捧げます︒しかしそれ
でも一向に好転しない場合︑さらに﹁何
が原因なんだろう﹂と深く考えられます︒
だから〝見えない方たち〟は﹁信仰熱
心﹂な人へサインを送るのです︒そして
先祖供養︒ウチはちゃんとしていると思
っていても︑自分が現世で出会う以前の
古いご先祖が︑﹁自分も供養して欲しい﹂
﹁気づいて欲しい﹂と家族を困らせるの
です︒そんな時には︑ご祈祷ではなく供
養が一番大切なのだと感じるのです︒
先日は︑相談者が帰り際に﹁先祖って
私達を守ってくれるばかりじゃないんで
すね︒怖い存在でもありますね﹂とおっ
しゃった言葉が印象に残っています︒
私の先祖で忘れかけている人はいない
だろうか⁝︒
今︑直葬が流行して生きている者が優
先となり︑供養を疎かにしつつあります︒
お葬式も安くできて良かったと思ってい
る方もあるでしょう︒でもそれが原因で
自分たちの子供や孫︑未来の家族に災い
が降りかからないように⁝と︑願って止
みません︒
南無妙法蓮華経⁝︒
︵陽子︶

霊に禮する麗

12,746,141
計
合

6,060
12月への繰越金

5,400
永代納骨塔芳名版

さぁ日蓮聖人と
綱 がっていこう︒

和

おたいや
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十一月二十三日は︑日蓮聖
人のお会式を営みました︒こ
の日は︑私の住職就任記念日
でもあり︑ちょうど二年が過
ぎました︒一昨年から写真の
ように︑紅白の紐に触れて頂
いています︒この紐は日蓮聖
人の御手から繋がってます︒

平

〜あまりにも幸せすぎて不幸な日本〜

御宝前に献上

ヘ〜 ！ワァ〜
ぁ〜
？

法話

チーン！﹁あーあ
っーたぁーあぁー
んーんーだっ﹂
﹁だぁ〜ぁぁ︑ん
〜んんっごぉ〜お
っ﹂チーン！

当山で葬儀を営み、今年に年回忌法要が当たる檀家宅には、お知らせ葉書を同封しています。法事の申し込みは土日に集中しますのでお早めに。とりこしで法事がお済みの方は、ご容赦下さい。
今年は、三年に一度の総代選挙になります。本願人の方には、投票用紙をお送りいたしますので、期日までにご返送下さい。総代は、住職が決めるのでなく皆さんで推挙いただきます。

（300,000） 振込手数料

出（円）
支

12,740,081

支出小計
7,229,591

収入小計

http://hokke.tv/

0
受取利息

12,746,141
計
合

4,000,000
自家壇冥加金

1,000
題目Ｃ

3,000
寿量Ｃ

700,000
永代納骨塔冥加金

（43,550）
婦人会バザーより

5,516,550
９月からの繰越金

寺債申込者数及び金額
………………… 192名 97,000,000円
満期返還及び志納金への振替等
………………… 83名 36,000,000円
寺債金残高…… 109名 61,000,000円

本会計より

0
（469,000） 支払利息

660

志納金寄付

0
借入金返済
812,550
金
納
志

！

信行志納金
支
出（円）
0
志納金へ
0
返還金
支出小計
0
12月への繰越金
26,098,228
合
計
26,098,228

2012年9月1日〜11月30日

2012年9月1日〜11月30日

新しく出来た中央市民病院に、付き添いで昨日初
めて足を踏み入れた。やはり最新医療センターで
ある。受付は時間前から来ていても、銀行と同じ
く番号札制度。支払は全て自動精算機。何より驚いたのは、外
来診療は待たすイライラを解消すべく、今の状況を院内どこに
いても呼び出し機器でお知らせ。「院内でお待ち下さい」「待合
室にお越し下さい」「診察室の前でお待ち下
o
o
BoBooo
さい」と、首からぶら下げた機器がブーブー
と震えて知らせてくる。極めつけは、「診察
室へお入り下さい」診察室の前で待ってる
のだから、扉一枚開けて、
「○○さんどうぞ」
と言えば済むモノをそこまで、機械かい！
！
さすがに「診察終わりました」というお知
らせは、無かったが…。

盆踊りでは無い！
明かりを消しての厳かな唱題行
…でも正座もキツイ唱題行

入（円）
収
収
入（円）
0
志納金より
6,200,000
寺債金
0
受取利息
収入小計
6,200,000
８月からの繰越金
19,898,228
合
計
26,098,228

建設志納金会計9〜11月
寺債金会計9〜11月

パソコンでも
スマホでも
タブレットでも
観られます

2012年12月5日
（水）

最新システム

こん
れん
記
日

…
恐くない
からね〜
怖くない
つね〜
人１本ず
レ？
今回は一
たのはタ
し
食
完
タレまで

「良く持ちたてまつる南無…」

！
？

十月二十日︵土︶

ンソン
聞かなソ

参加費は無料だがお供えをされる方も。

日頃の信行会での力を発揮「鎌田サン」
仏さまにもっと近づきたいと、前から席が埋まらなければ…

日蓮聖人からの
プレゼント→

今年は私にとって、二人の父の大きな年忌に当たります。実父
が50回忌。生まれる4ヶ月前に亡くなっていますので、私を
抱いたことのない父。養父が13回忌。一人暮らしで亡くなり、
発見されたのは１週間近く経ってからでした。孫が全員揃っている時にと、
8月のお盆の合間と昨日の２回に分けて法事を勤めました。私
の子供達も大人になって来ているので、小さい時から与えてい
る数珠も体に合わなくなっています。この際、丁度良い機会だ
ったので、3人にそれぞれ新しい数珠を作って記念に与えまし
た。坊さんにならなくても良いが、「日蓮宗の信仰だけは持
て！」そう言って育ててきました。素直にお経とお題目だけは、
一緒に唱えます。二人の爺も喜んでいると確信します。
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貴方もこの笑顔の仲間に入りませんか？
「蘆庵」ご主人のみたらし団子プロのワザ
焼きたては「まいう〜」
「今日はクルマちゃうから大丈夫や〜！」

子
たらし団
鉄人のみ
〜
おいしそ
〜
てね〜
お疲れ様
飲んでっ
みなさん

「お水とお焼香…どっちが先だったかしら？」

お会式にお参りに来た人で、桃色の番号札を
持って帰っている方はおられませんかぁ〜？
返却願いま〜す！

2012年9月21日
（金）

記念の数珠

こん
れん
記
日

昨日の草野球は練習だったので、三男とその
友達、そしてその弟を連れて参加した。友達
兄弟は、少年野球の経験者なので案の定、我々おっさん
らとは比べものにならないぐらいに上手い。その二人と
我が親子の４人が、一丸となって臨時チーム「レンコ
ン」を結成し、「マンクス」との紅白試合に挑む。結果は
目に見えていたが、やはり私たち親子が、野球少年の足
をチョ−引っ張り、試合は負けてしまった。しかし私が
知っている彼らの姿は、いつもゲームや携帯に夢中にな
っている顔しか知らない。そんなバー
チャル世代とリアルに大人が、走って、
転んで、叫んで、笑って、一緒に楽し
む姿に悪いわけが無い。帰りの車では、
終始笑顔だった。「明日、寝坊して学
校に遅刻したら、もう連れて行かんゾ
ぉ〜」と釘刺した。
！？

皆さん一生懸命拝読
平和セミナーの告知は一般新聞にも掲載されている。
今回の参加者で半数近くは当山檀家外なのは、朗報♡

お会式

三木天道講師は︑インドと
日本の文化を比較して︑﹁ど
ちらが一体幸せなのか﹂と切
り出されました︒そして﹁日
本人は︑ボタン民族だ！﹂と
叫ばれます︒朝起きたら︑目 ボタンを１日何百回と押して
覚ましを止め︑明かりを点し︑ いる事でしょう︒
湯沸かしのスイッチを入れ︑
便利な物が周りにあるのが︑
テレビのリモコンボタンを押 普通となり﹁有り難い﹂と感
す︒エレベーターも掃除機も じなくなった私達︒本来﹁有
ストーブも︑毎日ボタンを押 り難い﹂とは︑﹁有るのが難
しまくっているこのご時世︒ しい﹂と言うことです︒つま
子供に至っては︑ゲーム機の り無いのが︑あたりまえ︒当 行 っ て い ま す ︒ 詮 を ひ ね れ ば
たり前〜♪ 当たり前〜♪ と 水が出るのも︑スイッチを押
いう﹁あたりまえ体操﹂が流 せ ば ガ ス が 付 く の も 本 当 は 奇
跡的な事なのです︒そして生
まれてきた以上︑老いるのも
病気になるのも︑そして死ぬ
のも当たり前︒健康な状態の
まま︑若さや美貌を維持する
事なんてあり得ない︒それな
のにシワが増えたと嘆き︑ハ
ゲて来たと悩む︒健康そのも
彼岸山主ミニ法話
のへの感謝を忘れている私た
私たちは︑物質的な向上で
ち︒そんな人間を﹁放逸にし
幸せが得られると勘違いして
て五欲に著している﹂と言い
います︒お金持ちになる︒イ
ます︒さぁ︑この経文はドコ
イ車に乗る︒大きな家に住む︒
に出てるでしょう？
しかし外面的な快適さを追求
してもダメ︒限りない物それ
三木天道師の平和セミナー
が欲望︒それでは︑いつまで
は︑前回と同じく 名 ちょっ
経っても心の平和は訪れない︒
と︒人が来ないのが当たり前
〜♪と思って頑張っています︒
ではどうするか？自分さえ
良ければ良いという考え方を
捨て︑周りの人が幸せになる
ように尽くす︒それを続ける
ことが成仏への道です︒たと
え社会全体が苦しい状況にあ
っても自分自身が惑わされる
ことなく人の為に尽くしてい
みんな
れば︑心は乱れないのです︒
！
ええ話
や
そうした素晴らしい行為を続
もっと聞 ねんから
きに来
てや
ける事が心の満足に繋がり︑
自分が死ぬときに大きな安ら
2015年には再び
インドズイホウスクールへの
団参があります。
お楽しみに！
！

こん
れん
記
日
！？

！
！

Vo l .６（２）

平成26（2014）年は当山開創130周年です
立正安国・お題目結縁運動
（３）Vol .６

2

3

すた

最近のお葬式は︑自宅で営む形が廃れたことによ
り︑大手企業が参入し︑会館やホールで営む事が多
くなってきました︒そのため葬儀屋主導で物事が進
み︑それに伴い費用も高騰化していきました︒近年
は︑その反動で価格破壊が起こり︑費用の透明化が
進んでいます︒それは良いことなのですが︑費用を
安く押さえようとするあまり︑家族葬や直葬という
僧侶抜きの﹁お見送り﹂が主流になってきたのです︒
ほんとうにそれで良いのでしょうか︒
お葬式の肝心は︑仏さまの御教えである法華経や
あんじん
お題目を捧げる事︒そして亡き人に死後の安心を示
し︑寂光の都である霊山浄土に赴く教えを説き聞か
せる引導が何より一番必要なのです︒

解消されてない

ヘビ
年
ええ やから
んち
ゃう

★寒行のお知らせ
１月 日︵火︶ 元町・相
生町方面

１月 日︵水︶ 兵庫・大
開駅方面
１月
日
︵
土
︶
菊
水
・
荒
田方面
１月 日︵日︶ 春日野・
三宮方面

１月
日
︵
水
︶
長
田
・
上
沢方面
１月 日︵木︶ 西代・吉
田町方面
１月 日︵土︶ 西灘・六
甲道方面

１月 日︵日︶ 須磨寺・
板宿方面
１月
日
︵
火
︶
垂
水
・
舞子方面
１月 日︵水︶芦屋 ・
深江方面

常照寺参拝と
カニカニづくし満腹の旅

予告記事
★節分恒例の豆まきの年男年女募集
●2月3日︵日︶午後 時〜
●巳年生まれの方
お供えは１万円
●数え年齢 ・ ・ ・
・ ・ 歳
●年男年女特別祈祷札授与
●行衣授与
●福桝授与
年に１度しかないチャンス︒
是非とも大勢の方で賑やかに
豆まきをしていただいて︑今
年の幸運を盛り上げて下さい︒

★信行会最終講義と修了式
●１月 日︵祝︶午前 時〜
特別研修 立正寺住職 安達瑞功師による法話
・ 時〜 修了式
・ 時〜 運営会議

★唱題のつどい 時間はいずれも 時 半〜
日︵水︶
日︵金︶
日︵土︶
日︵日︶はありません︒
宗祖開祖聖日⁝⁝⁝2月
釈尊涅槃会⁝⁝⁝⁝2月
宗祖降誕会⁝⁝⁝⁝2月
※宗祖開祖聖日⁝⁝⁝1月

・1月
・2月
・3月

日︵金︶
日︵水︶
日︵月︶
※今︑新しい方が増えつつ
あります︒貴方もぜひ

★婦人会奉仕日 時間はいずれも9時半〜
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ですからお寺の本堂で葬儀を営む事が一番良いの
ですが︑その場合は︑お寺への御供え費用がどうし
てもかさんでしまい︑喪主に負担をかけていました︒
もちろん法華経の道場で荘厳な式が営まれることに
は︑計り知れない故人への功徳があるのですが︑信
仰の薄い方には解って頂けません︒かといって本堂
のお供え内規を大幅に下げることは︑自らお寺の価
値を下げることにつながり︑近年はそのジレンマに
悩んでいました︒
ゆい

この度︑お寺のテナントに葬儀本舗﹁結﹂ホール
が出来た事により︑檀家さんの中で経済的に本当に
苦しい場合でも︑当山へお連れして葬儀を営む事が
可能になりました︒従来からおつきあいの深い公営
社も親切に対応してくださりますので︑葬儀に対す
る幅広いアドバイスがお寺で出来ます︒﹁大手葬儀
社等で︑積み立てをしているから⁝﹂という方でも︑
解約してこちらで葬儀を行う場合の方が︑安くて威
儀ある式を営める場合も多々あります︒葬儀に関す
る事は︑遠慮なくお寺へまず相談して下さい︒
各家の事情に応じた提案ができると思います︒

捧げられたことを嬉しく思います︒
2月 日︵日︶
13︑500円

2月 日は身延山の
講中が当山へ来山

！
！

︒
ません
女問い
の
老若男
皆さん
好きな
す！
お祭り
してま
お待ち
参加を

お申し込み・お問い合わせは︑お寺まで︒

◆主催・兵庫県東部伝道センター

！
！

に勤めていただき︑葬儀は私が
導師を勤めさせて頂きました︒
清水上人や山崎上人にもご出仕
いただき︑有縁の者皆で法味を
●日
程
●旅行代金

73 25

◇

◇

◇

編集後記

◇

◇

◇

宮本氏 絶筆原稿です︒
キリスト教の﹁ホスピス﹂
に入院して１カ月︒理念︑
実践報告など申し分ないと
思うが︑ 年近くを経ても︑
実際に患者とむきあうのは
看護労働者︒ホスピスの先
進性に関係なく︑こちらは
ご苦労されているようだ︒
月1日記

テナントとして早や一年︒
去年は年間行事をほぼ撮影
制覇︒最近では檀家さんか
ら声をかけて頂くことも︒
ならば︑撮影の腕も認めら
れたのかな？ 今年は住職
の隠密をフォーカスしたい︒
今年もよろしく︒
︻ 専従カメラマン 徳リン︼

◇

新年明けましておめでとう
ございます︒昨年はダイエ
ット成功ならず︑現在人生
最高体重更新中ですが今年
の目標もダイエット！年末
までには少しでも体重を減
らすべく︑精進してまいり
ます︒本年もよろしくお願
い致します︒
︻清水︼

◇

最近とにかく時間がたりな
い︵泣︶でも次男が暇な時
には〝昼食＆夕食の下ごし
らえ〟をしておいてくれる︒
土日に法事や 行事で私がバ
タバタしている日は本当に
助かります︒半据え 膳 そ
して夕食の後は智孝さんが
食器洗いをしてくれます︒
上げ膳 みんなに助けられ
て生活する毎日です︒
ありがとう♪
︻陽子︼

◇

ジージーっとドラグが唸り
また逆転する︒ポンピング
で巻いても巻いても糸は引
き出され︑カウンターはバ
カになって今何メートルな
のかもよく判らない ︒ 分
ほどの格闘の末ようやく姿
が見えてきた︒船長が叫
ぶ！﹁でかいカンパチやぞ
ぉ〜﹂無事にタモに納まり
拍手の嵐⁝︒
どっと疲れて
放心状態の私
次なる目標は
ブリ１ｍ⁝
ヒラメ ㎝⁝
メバル ㎝⁝
流れゆくもの
それが欲望︒
︻智孝︼
3080

皆さん︑明けましておめで
とうございます︒
今年も宜しくお願い申し上
げます︒

住職

新間 智孝
立 派 に な っ て⁝ ﹂ と 批 判 的 に
見られる人︑また住職の庫裡
も増築しますので﹁智孝サン
は自分の為に︑寺のお金を使
っているやん﹂そう感じられ
る方もあると思います︒
ヘンな言い訳は︑愚の骨頂︒
お会式でのお説教にもあっ
たように︑私の行動は︑お釈
迦さまが見ています︒
自利に浴しているのか︒
利他に尽くしているのか︒
私は住職であり僧侶です︒
お寺の運営や私の生き方その
もの結果が︑吉と出るか凶と
出るか︒私が本当に人の為に
尽くした人生を送っているの
か︑どうなのか︒
私は自分の目標を還暦に定
お寺という場所は︑そうし
た菩薩行を教え勧める場所な めています︒もうあと十年︑
のですから︑自らがそうした その判断は保留にして頂き暖
行動を取らなくてはなりませ かく見守っていただければ⁝
ん︒住職になってからこの二 と心の底からそう願います︒
年間︑特に自分にそう言い聞
私は︑お題目の有り難さを
かせて物事に取り組んでまい
身を以て皆さんに伝える決意
りました︒
をこの巳年に致します︒
来年の開創一三〇周年に向
けて︑昨年は寺債金の募集を
させていただきました︒最低
目標額の三〇〇〇万円を超え︑
ご協力頂きました方には本当
に感謝申し上げます︒納骨堂
の許可も下りて︑準備は整い
ました︒今年はイヨイヨ春頃
着工をメドにお寺の増改築工 今年も宜しくお願いします︒
事に取りかかります︒この不 そして︑太〜く！ 長〜く！
景気な世の中で﹁お寺だけが つながっていくニョロ

さて新年の冒頭に当たり︑
日蓮聖人のお言葉を紹介させ
て頂きました︒人は善いこと
をすれば必ず栄えます︒善い
事とは︑一体なんでしょう︒
それは自分の為にする事では
なく︑人の為に尽くすことで
あります︒近年︑私達は大地
震や大津波等を体験し︑まさ
にこの世は末法と化していま
す︒しかし一方で︑人と人の
繋がりや絆が見直され︑ボラ
ンティアに励む人も多く出ま
した︒こうした行動を仏教で
ボサツ
は菩薩行と呼びます︒
そう普賢菩薩や観世音菩薩の
アノ菩薩です︒

10
カンパチ80cm・バナナ20cm 奇跡の１枚

「B面のまち新開地」を歩
く
アビィロードならぬヘ
ビーロード

61 13

﹁お釈迦さまが見てござる︒
心の中もする事も﹂

と
ん⁝ ナタ！
先や
まだ ているア
し
油断 申込を
お
至急

温泉も
あるよ
！

★定員になり次第〆切︒残りわずか︒
※詳しくはお寺へ問い合わせ下さい︒

むしもち

蒸餅六十枚︑清酒一筒
やまのいも
みかん
閏蕷五十本︑蜜柑二十
串柿一連お送りいただ
き︑ありがとうござい
ました︒
法華経の御宝前にお供
え致しました︒折しも
新春の三日︑法華経の
御宝前を種々の御供え
もので荘厳できました
事を嬉しく思います︒
花は開いてやがて果実
がなり︑月は出てやが
て満月となり︑灯火は
油をさせば明るく輝き
草木は雨が降れば勢い
を増します︒そのよう
に︑人は善いことをす
れば必ず栄えるのです︒
普段でもそうなのです
から︑正月三日のお志
は︑元日に奉納なさっ
たご供養に輪をかけて
功徳が多いことでしょ
う︒蒸餅が満月のよう
に映ります︒委細はま
た後日申し上げます︒
弘安三年︿庚辰﹀
正 月 十一日 日 蓮 花 押
上野殿

10
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忘年会にビン
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今年も寒行が始まりま
す。
近所迷惑だから「はや
く終わってほ
しいナ」と思っている
人もおられる
かも しれ ませ ん。 門づ
けは 2〜 3分
で終わりますが、近所
にあらかじめ
声をかけていただいて
おく事も必要
かもしれません。
一緒に歩いて下さる方
も大いに歓迎。
１日だけでもかまいま
せん。
お寺に午後5時半集合
。希望者は、
ご連絡下さい。
85 37

23

の大騒ぎ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

12

12

万灯講中隊員
大募集！

平和のため

世の人のため

自分のため

心身のため

！
！

30 29 27 26 24 23 20
19 16 15
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消！
メタボも解
て
っ
祈
を
和
平
こう
みんなで歩
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★冬の京都 団参のご案内★
参加者募集

2012年10月3日（水）

嵐の中の墓参り

先日の日曜日、大荒れの台風の中でお墓の抜魂を行っ
た。雨風共にひどい状況で、石屋が用意してくれたパ
ラソルも開けない。完全防水のカッパを着て長靴を履
くと、衣も袈裟もすべて隠れてしまい、お坊さんなのか石屋なの
か判らない。しかたなく透明のビニールカッパを着て、超っ早や
で読経し木剣を振ったが、それでも全身ビショビショ。喪主の方
は高齢なので車で待機して頂いた。親戚の女性
が傘をさして立ち会ったが、その方も全身ズブ
濡れ。ビショビショとズブ濡れがどう違うかは、
別として、その後の寺へ戻って納骨法要。それ
は今年初のストーブのお出まし。女性が風邪を
引かなければ良いが…お疲れ様でした。

こん
れん
記
日

！
い！

寒修行托鉢 参 加 者 募 集 ！
人生にヨロコビを。
ん〜たのし

清酒一筒・薯 蕷五十本・
柑子二十・串柿一連送給候畢。
法華経御宝前にかざり進らせ候。
春始三日種々の物法華経御宝前
に捧候畢。花は開て果となり、
月は出て必ずみち、燈は油をさ
せば光を増し、草 木は雨ふれば
さかう、人は善根をなせば必ずさ
かう。其上元三の御志元一に も
超へ、十字の餅満月の
如し。事々又々可申候。

謹んで
新年の
お慶びを
申し上げます︒
平成二十五年
元旦 癸巳

宮 本 氏 の逮 夜 祀 り は ︑ 満 中 陰
︵一月二十三日︶まで当山で行
っておりますので︑氏の事をよ
くご存じの方には是非お参り頂
き︑お題目を捧げて下されば幸
甚です︒
合掌

令百由旬内 無諸衰患 受持法華名者 福不可量

24

宮本加光氏︵勤加院精進日光居士︶霊山へ

Vol.6

職員が一人減ったことにより、お寺は三人体制になりました。皆で力を合わせて全力でお寺の運営に当たりますが、事務所が閉まっている等ご不便をおかけする事があるかもしれません。ご容赦下さい。
上記聖語の下に薄く入れてある白地蓮唐草の模様は、京都妙顕寺に伝わる日像上人の錦横被一領である。「上野殿御返事」も日蓮聖人の筆跡で入れたかったが「十字六十枚」までしか叶わなかった。

長らく当山に勤めておりまし
た宮本加光氏が逝去致しました︒
当山への出勤は十月三日が最後
となり︑その後は病気治療に専
念しておりましたが︑十二月七
日六十六歳で旅立ちました︒
折しも宮本氏が事務局として
力 を注 いで お りま し た戦 争 展 の
開催期間中にあたり︑本堂が使
ゆい
えなかったので︑右記﹁結﹂ホ
ールで初めての葬儀が宮本氏と
な りま した ︒通 夜は 法事 のた め
上京していましたので院首上人

〒652ー0816 神戸市兵庫区永沢町 4 −5 −8
（078）
577ー7651
TEL
（078）
575ー2608 FAX
lotus-k@kcc.zaq.ne.jp

2013年（平成25年）1月1日発行
ろおたす通算386号

http://www.kcc.zaq.ne.jp/myohokkein
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飲めや食えや

〜当山のテナントに、セレモニーホールが入居〜

なんと

なんと

葬儀の相談は、まず寺へ
さぁ、つながって行こう！ みんなで花を育てよう！
！
ロータスルート

Vol .６（４）
さぁ、つながって行こう！ みんなで花を育てよう！！
平成25年１月１日
平成25年１月１日
LOTUS ROOT
（１）Vo l . 6
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