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新年のご挨拶を申し上げます
2010（平成 22）年という新しい年を迎えました。
みなさまいかがお過ごしでしょうか。
当山安楽寺は、昨年 2009（平成 21）年に住職
の代替わりを行い、十七世住職として法名釈克己
がその任に就きました。これまで連綿として受け
継がれてきた法灯を護持しつつも、時代の願いに
応える新しい寺門の経営に務める所存です。
私たちは今、百年に一度という厳しい社会情勢
の中にあって、希薄となってしまった人間関係や
世知辛くなってしまった世の中の営みに“いのち”
の危機感を覚えずにはいられません。

「安楽寺」だよりを発行します

今こそ親鸞聖人がお示しくださった“み教え”
このたび、門信徒のみなさんにお寺からお伝え

に導かれ、阿弥陀如来に等しく願われていると知

したいことを 季刊誌「安楽寺だより」として発行す

らされて、この時代この社会を共に生きる御同朋

ることにいたしました。 その時々に感じたことな

として、お念仏の歩みを重ねて参りましょう。

ども織り交ぜて書き綴っていくつもりです。
これまでのご縁を大切にしていきたいと思って

お寺には どうぞ いつでも お参りください。

いますので、これからもよろしくお願いします。

本年もよろしくお願いいたします。

《あれこれ抄》

▼「はがき通信」を前住職

が始めたのは一九九八年の

九月でした。それから十年

間、毎月欠かさずみなさん

にお届けしてきました。▽

さて、住職を継職したとこ

ろ、お寺からのお便りをな

かなか復活させられず、何

人かの方から催促をいただ

きました。毎月だと難しそ

うなので、季刊誌として「安

楽寺だより」をお届けする

ことにします。▽写真など

を使って読みやすい誌面を

心掛けます。

▼前住職はこの二月五日で

満八十歳を迎えます。やや

目が見えにくいと言ってい

ますが、お陰さまで元気に

しています。▽ボーリング

で良いスコアを出そうと、

ウォーキングに毎日励んで

います。▽前住職の情熱を

見習って励まなければ！と

新住職は思っています。
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継職奉告法要を行いました
2009（平成 21）年 5 月 10 日、当山永代経法要
に先立ち、安楽寺住職の継職奉告法要が行われま
した。沢山のご門徒のみなさんが参列し、本堂は

｢過去帳」は歴代の住職が大切にしてきた安楽寺
の歴史の象徴です。

満堂になりました。
尊前において多く
安楽寺に脈々と受け継がれてきた寺宝の過去帳

のご門徒のみなさん

を、十六世住職から新十七世住職に引き継ぐこと

が見守る中、第十六

で「継職の儀」を執

世住職から第十七世

り行いました。

住職に宝暦年間の過
去帳が手渡されまし

左写真は宝暦年間

た。（右写真）

（江戸時代、1751～
63 年）の過去帳を余
間から取り出してき
たところです。

「継職の儀」に引き続き、第十七世住職を導師
に「継職奉告法要」を無事お勤めいたしました。

安楽寺の歴史

住職を退いて

安楽寺の創建は今から

昨年５月１０日、安楽寺

400 年以上昔の 天正 10

永代経法要時に併修の形

年（1582 年）「本能寺の変」

で住職継職の儀が厳かに

の年です。場所は今と同じ

執り行われ第十七世住職

金杉濱町（現・芝 1 丁目）。

が誕生しました。有り難い

以来、浄土真宗の み教え

ことであります。

を受け継いできました。

私は前住職として安楽寺の法務を側面より支え

関東大震災のとき本堂が倒壊し、当時の門信徒
のみなさんの寄進によって今の本堂が 1929（昭和
4）年に再建されました。第二次世界大戦東京大空
襲の際、焼失を免れたのは幸いでした。

ながら新住職と一緒に携わっていく所存ですので、
今まで通りお力添えをよろしくお願いします。
ご門主さまは「願いに応える人生」をご教示下さ
いました。とかく「願いを求める人生」を歩みがちな

1986（昭和 61）年には本願寺ご門主にお立ち寄り
いただくという慶事に恵まれました。

私たちに、お念仏の真のこころを味わえる人として
過ごして欲しいとのお諭しでもあります。

1997（平成 9）年には本堂の屋根をふき替え、庫裏

住職在任中は色々お世話様になりました。これか
らもよろしくお願いします。

を改築し、今日に至っています。
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報恩講法要をお勤めしました
2009（平成 21）年 11 月 10 日、例年通り午後
１時から「報恩講法要」をお勤めいたしました。
「報恩講法要」は安楽寺として最も大切にして
いる行事の１つです。
宗祖親鸞聖人の遺徳を偲び、そのご恩に報いる
法要が「報恩講法要」で、ご命日を縁として毎年
お勤めしています。
親鸞聖人のご命日は旧暦の 11 月（新暦の 1 月）
なので、この時期に浄土真宗の各寺で報恩講法要

ご法話は南條了元師（法重寺ご住職）にお取り

をお勤めするのです。安楽寺の報恩講はみなさん

次ぎいただきました。快活で柔らかな口調のお話

ご存じの通り、毎年 11 月 10 日となっています。

に、お参りくださったみなさんも時間の経つのを
忘れて聴き入り、ありがたいご縁を結ばせていた

ちなみに安楽寺として大切にしているもう１つ

だきました。

の大きな行事は「永代経法要」です。ご存じの通
り毎年 5 月 10 日に行っています。

おかげさまで、多くのみなさんにお参りいただ
きました。

新住職の経歴

筆頭総代ご紹介

1961（昭和 36）年生れ。

宗教法人安楽寺として

前住職の長男。小学生の

の役員会は、住職と門徒

ときから安楽寺で育ち、

総代 4 名で構成されて

地元の小学校から芝学園

います。

（中・高校）を経て、 早稲田

住職の代替わりに伴い

大学第一文学部に進学。

その筆頭総代役を新しく

英会話サークルにも所属し、そこで配偶者と巡り逢

松宮秀好（まつみや・ひでたか）さんに引き受けて

いました。卒業後は一転してコンピューター業界の

いただきました。

エンジニアとして約 20 年間のサラリーマン生活を

松宮家は安楽寺の総代さんを代々引き受けてく

経験。2006（平成 18）年春から自殺対策活動に関わ

ださり、松宮秀好さん自身、1997（平成 9）年の本堂

るようになりました。2009（平成 21）年 5 月、安楽寺

改修・庫裏改築の際には、建設委員会の会計として

十七世住職を継職し今日に至ります。

大いに尽力してくださいました。

その間、1988（昭和 63）年に結婚、１男２女の父親

2009（平成 21）年 6 月、ご本山（京都西本願寺）で

でもあります。現在、東京都調布市に在住、お寺に

行われた住職補任式にも、新住職に帯同して出席し

“通勤する”住職です。

てくださいました。
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～安楽寺 伝道掲示板から～

お寺の入り口に、その時々の伝道の言葉を掲げています。（１か月毎）

2009 年 11 月

2009 年 12 月

2010 年 1 月

新住職の自殺対策活動
新住職はここ数年にわたって自殺対策の活動に
取り組んできました。東京近郊の僧侶有志と共に
「自殺対策に取り組む僧侶の会」という任意団体
を結成し、その代表としても活動しています。
最近、マスコミに取り上げてもらう機会が増え
てきました。より多くの人に関心を持ってもらう
ことで、少しでも自殺する人の数が減ってほしい
という願いを持って活動を続けています。

朝日新聞「ひと」欄（2009 年 12 月 5 日）

NHK 総合テレビ「生活ほっとモーニング」に
専門家として出演しました（2009 年 12 月 1 日）

行事案内

：

春の彼岸会法要

今年の「春の彼岸会法要」は 3

月 21 日（日）午後 1 時からのお勤めです。

○本堂に集まり、みなさんと一緒に「お正信偈」をお勤めいたしましょう。
○法要に引き続き、「お正信偈」を“読み・聞き・味わう”集まりを行います。
○どうぞお誘い合わせの上 みなさんでお参りください。
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