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永代経法要にお参りください
春本番を迎えました。みなさまいかがお過ごし

これまでにも永代経法要にお参りくださってい

でしょうか。昔から“暑さ寒さも彼岸まで”とは

る方には、どうぞ今年もお出かけください。また、

言うものの、今年はいつまでも天候不順で寒暖の

これまでなかなかお出かけできなかった方にも、

差が激しいと感じられます。

どうぞ安心して参詣いただきたいと思います。

「永代経法要」のご案内

毎年５月１０日は、安楽寺の「永代経法要」の
日です。永代に渡って浄土真宗のみ教えを大切に

日 時：５月１０日（月）午後１時～
お勤め：仏説阿弥陀経
ご法話：赤川浄友師（布教使）

していこうと気持ちを新たにするご法縁にどうぞ
お参りいただきたいと思います。
「永代経法要」では、まず芝組の僧侶仲間八名
と内陣出勤して仏説阿弥陀経を一緒にお勤めいた

今回お迎えするご講師は住職の長年の友人であり、

します。そして、ご法話を聴聞いたしましょう。

“笑い療法士”という資格を持つ情熱溢れる方です。

参道の牡丹（ボタン）の花
2 月の蕾

4 月上旬の蕾

安楽寺参道の細長い花壇には牡丹が植えてあり、
毎年この時期（４月中下旬）に大きな花をつけて

4 月下旬(2008 年)

くれます。短い間ですが、お参りくださった方を
ハッとさせるほどの存在感です。
その大きな花はいきなり咲くのではなく、冬の
間から準備をしていて、蕾（つぼみ）を少しずつ
膨らませ、ようやくこの時期を迎えるのですね。

《あれこれ抄》

▼「安楽寺だより」第２号

をお届けします。▽前号に

引き続き写真を多く使った

紙面を工夫してみました。

ご意見・ご感想がいただけ

ると嬉しいです。▼前住職

は、おかげさまで二月に満

八十歳の誕生日を迎えまし

た。▽本人の希望で家族で

ボーリング大会を開き、元

気に３ゲームを楽しみまし

た。▽スコアのことは内緒

です（笑）
。▼春のお彼岸に

はたくさんの方にお参りい

ただきありがとうございま

した。▽この時期のお墓は

お花がいっぱいで華やかに

なります。▼新住職（私）

はこの四月六日に誕生日を

迎え四十台最後の歳となり

ました。▽前住職のような

貫禄にはまだまだですが、

焦らず一歩ずつ進んで行く

つもりです。どうぞ暖かい

目でお見守り下さい。
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安楽寺本堂・内陣のご紹介
年回忌法要などで安楽寺の本堂にお参りしていただくときに、内陣におわします方々は
どなたでしょうか？と質問されることがよくあります。
ここに、改めてご紹介することにします。

中央：ご本尊（阿弥陀さま）

右脇：宗祖 親鸞聖人
ご本尊に向かって右脇
にいらっしゃるのは宗祖
親鸞聖人です。
親鸞聖人は法然上人が
お示しくださった“浄土の
教え”こそ真の教説（宗）
と宣言され、それを後代の
門弟たちが浄土真宗とし

阿弥陀仏（阿弥陀さま）は私たち一切の衆生、

て独立させました。
親鸞聖人が浄土往生されたのは 1263 年、来年

生きとし生けるものを必ず救ってくださる仏さま

が 750 回忌にあたります。

です。
私たち浄土真宗の阿弥陀さまは立像です（立ち
上がり呼び掛けて下さっています）
。休むことなく

余間：七高僧 および 聖徳太子

今まさに私たちを救おうと働きかけてくださって
いるお姿を現しているのです。

右脇・左脇の外側
を余間といいます。
向かって左側には

左脇：蓮如上人

親鸞聖人がとくに
ご本尊に向かって左脇に

尊ばれた七高僧と

いらっしゃるのは蓮如上人

呼ばれる祖師方が

です。本願寺の第八世で、

描かれています。右

“本願寺中興の祖”と言わ

側にいらっしゃる

れています。

のは聖徳太子です。

浄土真宗のみ教えを消息

七高僧とは「正信偈」などに謳われているイン

（手紙）を使ってご門徒に

ドの龍樹菩薩・天親菩薩、中国の曇鸞大師・道綽

伝えるなど、本願寺が教団

禅師・善導大師、日本の源信和尚・源空上人（法

として大きくなる礎を築き

然上人）の七名で、いずれも大乗仏教、浄土門の

ました。ご消息はのちに「ご文章」として編纂さ

教えを正しく伝え、多くの著書を残されています。

れ、今に伝えられています。

私たちが頂いているみ教えは、こうした祖師方
のご功績によって、ようやく私たちにお示しいた
だけたものと感謝いたしましょう。
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西本願寺と築地本願寺
【西本願寺】

【築地本願寺】
魚河岸で有名な中央区築地にある「築地本願寺」
は、西本願寺の東京別院です。会社に例えて言え
ば、京都の西本願寺が本社で、東京の築地別院が
東京支店という関係になります。
関東大震災で崩壊した本堂を再建する際、建物
はインド様式の石造りとなりました。外観からは

浄土真宗本願寺派の本山が「西本願寺」で京都
市にあります。通称「お西」といわれています。
この写真に映っている木造建築の御影堂（奥）

仏教寺院とは思えないと感じるかもしれませんが、
建物の中に入れば広く天井の高い本堂は伝統的な
真宗寺院の様式で心が落ち着きます。
銀座からも程近いので、機会を見てぜひお参り

と阿弥陀堂（手前・本堂）は、ともに巨大な木造
建築として国の重要文化財に指定されています。

してください。

本願寺の始まりは親鸞聖人の遺徳を偲ぶ末娘の
覚信尼さまが建てた大谷廟堂でした（1272 年）
。
その後、門弟によって法灯が受け継がれ、徐々に
大きな寺院に発展していき、江戸時代の 1636 年
に御影堂が、1760 年に阿弥陀堂が再建され現在の
偉容が整備されました。
750 回大遠忌法要を前にして傷みの激しかった
屋根を中心に、平成の大修復を行ったところです。
京都に行ったときには、ぜひお参りしましょう。

来年(2011 年)５月に

京都へ団体参拝

にご一緒しませんか 《予告》

50 年に 1 度という節目の「親 鸞 聖 人 750 回 大 遠 忌 法 要 」が来たる平成 23 年(2011
年)に本山（京都・西本願寺）で勤修されます。このご勝縁に合わせ芝組では団体参拝旅行
を計画しています。お申込みを今年９月頃から受付けますが、事前にお伝えしておきます。
日程：平成 23 年(2011 年)5 月 13 日(金)～14 日(土)
費用：お一人あたり 59,000 円（予定）
旅程：13 日(金)
14 日(土)

比叡山延暦寺（根本中堂、横川中堂）、日野誕生院、大谷本廟
西本願寺（阿弥陀堂、御影堂※、飛雲閣）
※「親鸞聖人 750 回大遠忌法要」の参拝
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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）

2010 年 2 月

2010 年 3 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
取り組んでいます。東京近郊の僧侶有志と「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。
新聞や雑誌に取り上げていただいたり、テレビ
に登場したりと発言する機会が増えてきました。
先日、内閣府自殺対策担当大臣の福島みずほさん
とお会いする機会があり、活動の状況や私たちの
思いを伝えることができました。
現在、仲間の僧侶は約３０人。浄土真宗だけで
なく、宗派を超えた活動になっています。

ＴＢＳ「サタデーずばッと」
にビデオ出演
（1 月 30 日）

仲間と一緒に福島みずほさん
を訪問（3 月 16 日）

自死（自殺）に関する相談はもちろんのこと、
さまざまな悩みごとをお聴きして、一緒に考えて
いくことのできる僧侶を目指しています。
みなさんも、また、周囲の方でもしお困りの方
がいれば、いつでもご相談ください。
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