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「報恩講」にお参りください
「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言った
ものだと感心します。
“猛暑日”という言葉

「報恩講」のご案内

をよく聞き、いつまでこの残暑が続くのか
と思っていたら、本当にお彼岸を境にして
一気に涼しい秋がやってきました。

日 時：１１月
１１月１０日
１０日(水)午後１
午後１時～
お勤め：お正信偈（正信念佛偈）
ご法話：南條
南條 了元 師
（法重寺ご住職・布教使）

みなさま、いかがお過ごしですか。
夏の疲れが出ていないでしょうか？
◇◇

昨年に引き続いてご縁をいただきます。分かり易く
柔らかな口調のご法話をご聴聞ください。

今年も大切な「報恩講」の季節がやって
まいりました。親鸞聖人のお徳をたたえ、
ご恩に報いる法要です。安楽寺の本堂で、
ご一緒にお勤めいたしましょう。

お斎(おとき＝お食事)を用意しています
ので少し早めにお出かけください。
初めての方にも、ぜひお出かけいただき
たいと思います。

お彼岸を少し過ぎてからでしたが、墓地の
片隅に今年もヒガンバナが咲きました。

《あ れ こ れ 抄 》

▼ 「安楽寺だより」第４号

をお届けします。▽文字を

少し大きくしてみましたの

で、読み易くなったのでは

ないでしょうか。▼現住職

の伯母に当たる前々坊守・

本多章子がお彼岸の最中に

浄土に往きました。第二面

に改めてご報告します。▽

いつでもお寺にいた伯母が

いなくなり、寂しくなりま

した。▼八月初旬から玄関

先には涼しげなスズムシの

鳴き声が響いていました。

▽今そのいのちを終え、土

の中に新しい命をつないで

くれたところです。▽来年

もたくさんのスズムシに会

えますように。▼前住職の

ボーリング熱はまだ冷めま

せん。▽先日、久しぶりの

高得点を記録したのですが、

「まだもっと高い得点を出

せるはず」と八十歳の挑戦

は続くようです。
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安楽寺前々坊守がお浄土に往きました
安楽寺の前々坊守・本多章子が、去る 9 月 22 日にお浄土に往きました。通夜・葬儀
には多くの門信徒のみなさまにお参りをいただきありがとうございました。

前々坊守の本多章子は大正 5 年に安楽寺

9 月初旬にくも膜下出血で倒れるまでは

に生まれ、縁あって第 15 世住職本多豊久と
結婚し、以後、安楽寺の坊守・寺族として
大正、昭和、平成の激動の時代を過ごして
きました。

大きな病気や怪我をすることもなく、食事
もみんなと同じものをいただくなど比較的
元気に暮らしておりました。救急搬送した
病院で意識は戻らなかったものの最後まで

関東大震災で罹災した本堂・庫裡の復興
が行われたことも、第二次世界大戦の戦災
を乗り越えてきたことも、本堂屋根と客殿
の修復・立て直しが行われたことも、また、
たくさんの門信徒のみなさんに支えられて
きたことも、すべてを静かに見守ってきた
人だと思います。

容態は安定していました。9 月 22 日の朝、
急変し 94 歳で浄土に往きました。

生前には色々とみなさまのお世話になり
まして大変ありがとうございました。故人
に代わりまして御礼申し上げます。

温かいご支援をありがとうございます
おかげさまで、これまでに 15 万円以上を

安楽寺の玄関を入って右手に、
「使用済み
切手」を入れる箱と「ユニセフ」募金箱が
置いてあります。
お墓参りにいらしてお線香の火を待って
いる間、
「使用済み切手」を箱にいれてくだ
さったり、募金箱に寄付をいただいたり、

ユニセフに渡すことができました。
ご報告まで

いつもご支援をありがとうございます。
玄関先に常設していますので、引き続き
どうぞよろしくお願いします。
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彼岸会法要をお勤めしました
さる 9 月 23 日、お彼岸のお中日に本堂で
“彼岸会法要”を行いましました。
当日は老若男女が多数集まってくださり、
まずみんなで「お正信偈（正信念佛偈）」の
お勤めをしました。大きな声が本堂に響き
渡ったことです。
お勤めの後、いつもは「お正信偈に聴く」
と題して正信偈（正信念佛偈）のお言葉を
少しずつ学びあう時間としていましたが、
今回は「お彼岸」の意味を改めて確認する
こととなりました。
◇◇

を馳せながら、お墓参りをするという風習
になりました。
◇◇

「お彼岸」は“彼（か）の岸”、つまり、
阿弥陀さまのお浄土のことです。秋分の日
に太陽がちょうど真西に沈むので、その先
にあると言われる“西方極楽浄土”に想い

その前日に前々坊守がお浄土に先立った
ことから、改めて気付かせてもらったご縁
でした。

来年５月

団体参拝旅行

申込み受付 始めました！

「親 鸞 聖 人 750 回 大 遠 忌 法 要 」は 50 年に 1 度の
またとない尊いご縁です。この機会に合わせ芝組では
団体参拝旅行を行います。ご都合のつく方は、ご一緒
にお参りをいたしましょう。
この度、その申込み受付を開始しました。まだ余裕
はありますが、募集定員に達するとお受けできません
ので、希望する方はお早めにお申込みください。
日程：平成 23(2011)年
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
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>
定員：芝組全体で 200 名。安楽寺から住職を含め 12 名程度。（全体で調整します）
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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 8 月

2010 年 9 月

住職の自死対策活動
住職は自死（自殺）対策という“生きる
支援”の活動に取り組んでいます。

「自殺対策に取り組む僧侶の会」という
団体のメンバーは東京近郊の 7 宗派 39 人の
僧侶が参加しています（10 月 1 日現在）。
また、名古屋や大阪、広島でも同じような
思いから立ち上がってくれる僧侶仲間が増
えてきました。
12 月には「いのちの日

いのちの時間」

と名付けた“自死者追悼法要”を行います。
東京は 1 日に護国寺(真言宗)で、名古屋は
3 日に東別院(浄土真宗)で、大阪は四天王寺
(和宗)で 9 日に、広島は超覚寺(浄土真宗)で
21 日に、それぞれ宗派を超えて僧侶が集い、
自死遺族の方々に仏さまの前でゆっくりと
した時間を過ごしていただく予定です。

お近くに必要とする方がいましたら詳細
案内をお渡しいたしますのでお問い合わせ
ください。

9 月 4 日(土)の讀賣新聞「論点」に、日頃 →
思っていることを書かせて頂きました。
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