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暑い季節、お大事にお過ごし下さい
今年は春先から、天候不順な日が続いています。

一昨年のサギ草 →
は見事でした。

梅雨とはいえ激しい雨に降られたり、蒸し暑い日
が続いたり、過ごしにくい日が多いのは、やはり
地球温暖化の影響があるのでしょうか。
ついついクーラーの効いた涼しい部屋にこもり
たくなりますが、暑いときにはほどよく汗をかき、
水分と栄養をたっぷり補給し新陳代謝をよくする
のが、この季節を乗り切るコツかもしれません。

空に舞う白鷺の姿に似たサギ草を育てています。

どうぞ無理をせずお大事にお過ごしください。

8 月上旬からが見ごろです。

◇◇
東京近郊のお盆の行事は 7 月 15 日を中心に行わ
れます。寺としては、新盆のお宅を中心にお参り
させていただくようにしております。お仏壇の前
で一緒にお経をお勤めし、お荘厳のことや作法に
ついて住職からお話をしております。
毎年の行事ですので、一緒にお参りをご希望の
お寺の境内にある水鉢。ヒメダカ（緋めだか）、

方は、いつでもお声掛けください。

白メダカ、透明メダカ（黒めだか）がいます。

《あれこれ抄》

▼「安楽寺だより」第３号

をお届けします。▽今回も

写真の多い紙面を心掛けま

した。▼前住職が世話をし

てきたスズムシの卵が一斉

に孵りました。何千匹とい

う小さな幼虫が飼育ケース

の中に所狭しとうごめいて

いる様子に驚かされます。

▽欲しい方には差し上げま

すので、どうぞお声掛けく

ださい。▽気の早い話です

が、秋口には涼しげに聞こ

えるスズムシの大合唱をど

うぞお楽しみに。▼住職が

取り組んでいる自死対策の

情報は裏面 ４頁 に纏めて

(
)

書いておきました。▽七月

三〇日（金）にＦＭ東京の

ラジオ番組に出演する予定

です。この安楽寺だよりが

お手元に届く頃、ちょうど

スタジオ収録の予定です。

▽ご都合がよろしければ是

非お聴き下さい。
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過去帳と位牌について
故人のお名前とご命日を記しておくものとして、「過去帳」と「位牌」があります。いずれも
仏壇の中に安置しますが同じような意味を持つものでしょうか。そのことを確認しましょう。

位牌とは

安楽寺の過去帳

「位（くらい）」の「牌（ふだ）」という意味で、

お寺にはお寺の過去帳があります。お寺に縁の

官位や名前を記録した後漢時代の中国の習わしが

あった方々の記録です。日付ごとにページがある

始まりだそうです。日本では江戸時代から先祖を

のではなく亡くなられた日付順に記してあります。

祀る方法として定着したそうです。

安楽寺の過去帳は“寺宝”です。歴代の住職が

浄土真宗では「位牌に霊魂が宿り、それを供養

大切にしてきた安楽寺の歴史の象徴として、昨年

する」という先祖供養の考え方をしませんので、

の継職法要の儀式の中で先代から新住職に手渡し

実は正式には使用しないことになっています。

てもらいました。
（「安楽寺だより第１号」に報告）

とは言っても故人を偲ぶ機縁となるものがない
とお参りしにくいという人情から、使用している
場合もあります。その際、形ばかりに囚われない
ようにと「位牌」より「過去帳」を使用すること
をお勧めしています。

過去帳とは
その家の故人を記す 折り本形式 の帳簿です。
あらかじめページごとに日付が記載されていて、
故人のご命日ごとに該当するページに法名などを
記して使います。
お仏壇にお参りする際、その日付に有縁の方の
お名前が記されている場合には該当ページを開い

安楽寺に現存する一番古い過去帳は、宝暦年間

て過去帳台に載せます。

（江戸時代、1751 年～）のものです

◇◇

←過去帳台の上に載せた
状態です。

過去帳に記された有縁の方々のお名前（法名）

その日のページを開いて
使います。（空欄の日は

を目にするたびに、私の人生は様々な縁によって

本当は閉じておきます）

生かされてきたという事実に気づかされます。
私は、多くの願いをかけられて、今ここにいる
のだと改めて知らされます。
本当にありがたいことだと思います。
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永代経法要をお勤めしました
さる５月１０日（月）に、安楽寺永代経法要を
お勤めしました。当日はお天気に恵まれ約３０名
のご門徒のみなさんがお参りしてくださいました。
勤め合いをしている芝組の法中仲間８人に内陣
出仕をしてもらい、住職が登礼盤（ご本尊の前に
ある礼盤という畳の台座の上に座ること）をして、
仏説阿弥陀経のお勤めをしました。
◇◇
お勤めに引き続き、浄土真宗本願寺派布教使の
赤川浄友師が『遇えて良かった～おかげさまの心～』
と題して約１時間お話をしてくださいました。
「1 日 5 回は大声で笑いましょう」と“笑い療法士”
の経験を活かしたお話から始まり、情熱溢れるご講師
の話ぶりに引き込まれ、あっという間の時間でした。
“おかげさまの心”を示していただき、ありがたさ
に「ハッと気づいた」尊いご縁でした。

京都へ団体参拝 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(2011)
年に本山（京都・西本願寺）で勤修されます。この機会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 9 月頃から受付けますが事前にお伝えしておきます。
なお、京都三大祭りのひとつ「葵祭」が翌 15 日(日)に開催されますので、オプション
でもう 1 泊するプランも準備しています。詳細は住職までお問い合わせ下さい。
日程：平成 23(2011)年 5 月 13 日(金)～14 日(土) [または ～15 日(日)]
費用：お一人あたり 59,000 円（予定）
旅程：13 日(金) 比叡山延暦寺（根本中堂、横川中堂）
、日野誕生院、大谷本廟
14 日(土) 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
15 日(日) 葵祭 <追加宿泊オプション・希望者のみ>
募集：芝組全体で 200 名。安楽寺から住職含め 12 名程度でお参りしたいと思います。
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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 5 月

2010 年 6 月

2010 年 7 月

住職の自死対策活動
安心して悩むことのできる社会を目指して
住職は自死（自殺）対策という“生きる支援”
の活動に仲間と一緒に取り組んでいます。

手紙相談「自死の問い・お坊さんとの往復書簡」

最近では、本願寺出版社の月刊誌『大乗』と、
マガジンハウス社の女性雑誌『クロワッサン』に

が主な活動の１つです。私たちの活動に賛同して
くれた方がポスターを作ってくださいました。

それぞれインタビュー記事が掲載されました。

（ポスターのモデルは仲間の僧侶です）

上：雑誌『クロワッサン』
（マガジンハウス社・2010.5.25 号）
下：月刊誌『大乗』
（本願寺出版社・2010 年 6 月号）

よろしければ、お寺に記事のコピーを用意してあります

7 月 30 日(金)夕方にラジオ出演
午後 6:30～7:00、FM 東京(80.0MHz)
「ライフスタイルミュージアム」という
もし必要そうな人がいらっしゃれば、ぜひとも

番組に住職がゲスト出演する予定です。
よろしければお聴きください。

ご案内して下さい。よろしくお願いします。
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