数多い仏教書のな
かでひときわ異彩を
放つ『歎異抄』。
「いづれの行も及び
がたき身なれば、と
ても地獄は一定すみ
かぞかし」「善人な
をもて往生をとぐ。
いはんや悪人をや」
といった親鸞聖人の
お言葉のなかに、混
迷の時代を生きる真
の教えを学びません
か。はじめての方で
も分かりやすい講座
です。この講座は吉
見布教所淨泉寺が主
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浄土真宗本願寺派

埼玉県比企郡吉見町

吉見布教所淨泉寺

発行責任者 福井学誠

久保田40-1

にはほど遠い読み方だった
と反省し、私自身まだまだ
学びたいとの思いで講師の
西光師に相談した、という
のが今開催の発端です。
西光師は奈良県万行寺
の住職、現在は東京・
中央区の築地本願寺に
奉職される学僧でもあ
ります。西光師の言葉
を借りれば「『歎異抄』
に出てくる親鸞聖人の
お言葉は、聖人の晩年
のもの。一度二度読ん
だだけでは理解しえな
い言葉の重みと深さが
あります。ではこの書
物は私が読めるような
ものではないとあきら
めるのではなく、何度
もくり返してそのお言
葉に触れてみようしてみる
ことです。それが『歎異抄』
の読み方として大切なこと」
だと思うのです。今回の講
座は受講無料、どなたでも、
また一度だけの参加でも可
能です。会場準備の都合上、
できる限り事前に淨泉寺ま
でお電話で参加を申し込み
ください。（文責 福井）

毎月第３金曜夜７時

催、講師に築地本願
寺から西光義秀師を
お招きし、 月 日
を第１回に、毎月第
３金曜日の夜７時か
ら、会場はフレサよ
しみ（吉見町民会館、
埼玉県比企郡吉見町
大字中新井５０８）
で毎月１回します。
『歎異抄』は親鸞聖
人の言葉を弟子の唯
円がまとめたものと
して知られ、私も中
学生の頃に読みまし
たが、難解な文章に
途中で断念した苦い経験
がありま
す。それ
から何度
か目を通
しました
が、人生
を生きる
羅針盤と
いただく

年4回発行
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■年末近くになっ
年年 てくると年賀欠
歳歳 礼の葉書が届き
ます。「喪中に
つき、新年のご挨拶を欠礼
いたします」。浄土真宗で
喪中という言葉が適切かど
うかということはここでは
置きますが、近親者を亡く
した年に新年を祝う言葉は
出にくい、また近親者を亡
くされた方に年賀状を出し
づらい、こういったことは
往々にしてあります。■年
賀状を出さず、寒中見舞い
を出すという方もいらっしゃ
るでしょうが、浄土真宗の
先輩方はこれまでどのよう
にされてきたのでしょうか。
私が今までいただいた年賀
状のなかに「昨年七月、母、
前坊守がめでたく往生の素
懐をとげました」といった
ものがありました。また、
「あけまして南無阿弥陀仏」
「父を亡くして大変寂しい
お正月ですが、お念仏のよ
ろこびのなかで新しい年を
迎え、今年もお念仏をよろ
こぶ、お念仏をひろめる精
進をさせていただきます」

といったものもありました。
南無阿弥陀仏よりおめでた
い言葉はありませんから、
年賀状を送る相手が喪中で
あるかどうかにかかわらず、
南無阿弥陀仏を年賀の挨拶
としているとのことです。
浄土真宗の深い味わいが個
性ある文面に感じられます
が、誰もが使える年賀の挨
拶とは言えないでしょう。
■しかし、ここで思い出さ
れるのが、蓮如上人が門下
どうとく
の道徳に対し、「道徳はい
くつになるぞ、道徳念仏申
さるべし」（『御一代記聞
書』）と語ったエピソード
です。正月に年齢を一つ増
やす数え年の時代背景もあ
りますが、ここにはお正月
にこそお念仏をという他に
類例をみない浄土真宗の風
土が感じられます。■浄土
真宗の先輩方は阿弥陀如来
の不可思議な願力によって
「めでたく往生する」世界
を味わってこられました。
深い悲しみに寂しく新年を
迎えている方にこそ、年頭
の励ましが必要ではないだ
ろうかと思います。（福）

NHKラジオ第２「文学の世界『歎異抄』と現代」が放送中。講師は高史明氏。毎週木曜夜８時30分から。
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合唱「音御堂」出演
去る８月 日の「東日本大震災物
故者初盆法要並びに盂蘭盆会法要」
月 なごみ
日（木） 時半
に、遠近各地から４名のご参拝を
畳で和ヨガ（川越市）
いただきました。震災では一万五
月 日（木） 時半しゃかないひつぎうた
劇団希望舞台公演「釈迦内柩唄」
千もの方が亡くなられ、人の世の
はかなさ、命の尊さを感じずには
（埼玉県東松山市）チケット有
おれません。懇志一万八千円は全
月 なごみ
日（木） 時半
額、東京教区災害対策委員会に義
畳で和ヨガ（川越市）
援金として納めましたこと、ご報
月 日（金） 時
告いたします。さて、年始にかけ
はじめての歎異抄講座（第２回）
フレサよしみ（吉見町）
ての活動をご案内します。お誘い
あわせてお参りください。
月８日（木）
時半
なごみ
畳で和ヨガ（川越市）
月 日（木） 時半
月 日（金） 時
なごみ
畳で和ヨガ（埼玉県川越市）
はじめての歎異抄講座（第３回）
フレサよしみ（吉見町）
月 日（土） 時
親鸞聖人報恩講（吉見布教所淨
月 なごみ
日（木） 時半
泉寺）
畳で和ヨガ（川越市）
月 日（月） 時
月
日（土） 時
おおごしん
合唱練習（吉見布教所淨泉寺）
大御身[御本尊の御身拭い]・お
みがき[御仏具の掃除]（吉見布
月 日（金） 時
教所淨泉寺）
はじめての歎異抄講座（第１回）
フレサよしみ（埼玉県吉見町）
月 日（土） 時
東日本大震災物故者追悼法要並
月 日（木） 時半
なごみ
じ ょ や え
畳で和ヨガ（川越市）
びに除夜会（吉見布教所淨泉寺）
１月１日（日）７時
月 日（月） 時
がんたんえ
元旦会（吉見布教所淨泉寺）
合唱練習（吉見布教所淨泉寺）
月８日（火）
京都・西本願寺参拝
■詳しくは、お寺まで。℡０４９
親鸞聖人７５０回大遠忌法要
３-５４-８８０３
10

宗祖親鸞聖人のご遺徳を偲び、 ちょうど７５０年の日にあたり
わたしのいのちすべてを阿弥陀 ます。京都のご本山・西本願寺
如来にまかせて生きる他力の教 ではその日に向け、いまも法要
えを聞く法要です。お誘い合わ が続いています。
せてお参り
■ 月 日（土）
く だ さ い 。 親鸞聖人
時
■吉見布教所淨泉
本年は親鸞
寺(駐車場数台)
聖人がお亡
くなりになって７４９年にあた ■法話 福井学誠（住職）
ごしょうとう
ります。来年１月 日が御正当 ■法要後に地元で有名なお団子
と言って、お亡くなりになって を、ご一緒にいただきましょう

ぼうもり

けい

吉見布教所淨泉寺坊守を
紹介します！
福井 桂( )

起床後すぐのヨガが日課。「ひとりになれる貴
重な時間」。吉見布教所淨泉寺の住職である夫
との間に一女。

10

14

15

見布教所淨泉寺を切り盛り
しています。生まれ育った
神奈川県川崎市から埼玉県
比企郡吉見町へ。生活環境
も大きく変わり、初めての
お寺の運営で戸惑うことも。
幼い頃から体を動かすこと
が大好きで、ダンスは大学
卒業まで続けました。好き
なものにとことんのめりこ
む性格で、妊娠中の体重コ
ントロールを兼ねて始めた
ヨガは、インストラクター
資格を取るまでに。知人に
誘われ今月から月２回、埼
玉県川越市の畳店２階をお
借りしてヨガレッスンを始
めます。初めての方も是非！

10

14

13

19

10

13

16

中国留学で身に着けた語学
力を生かし、通訳業や上海
のアパレル業界で営業畑を
これまで歩んできましたが、
出産を機に退社、現在は吉
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11

37

2011(平成23)年10月1日発行
淨泉寺通信
第2号

次回の「淨泉寺通信」は2012(平成24)年1月1日発行予定です。ご本山での合唱出演報告します。お楽しみに。

