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体が参加され、淨泉寺から
の参加は昨夏計画が持ち上
がりました。まずは各自が
ＣＤを聴いて覚え、秋まで
に数度練習を重ねたうえで
参加しようということになっ
たのですが、住職、坊守と
も音楽には全くの素人でし
たので、手塚久美子さんに
指導役を依頼し、この日の
本番に臨みました。手塚さ
んは茨城県にお住まいの声
楽家で、練習にあわせて埼
玉県の淨泉寺にご指導に来
ていただきました。手塚さ
ん、本当にありがとうござ
いました。参加当日、会場
の本願寺御影堂には全国か
ら１５６６名ものコーラス
が会しました。これだけの
人数が集まるだけで熱気が
伝わってきます。淨泉寺か
らの参加は４名、少ないけ

合唱大会参加ルポ
昨年４月からほ
ぼ毎月にわたっ
ごんしゅう
て勤修されてき
た親鸞聖人７５
だいおんき
０回大遠忌法要
もまもなく終わ
りですが、去る
月８日に開催
された「本願寺
おとみどう
音御堂」に、吉
見布教所淨泉寺
から参拝して参
りました。「本
願寺音御堂」は
親鸞聖人７５０
回大遠忌法要を
記念して、親鸞
聖人のご遺徳を
偲ぼうと本願寺
ごえいどう
御影堂に１５０
０人あまりが一堂に合唱す
る大規模な音楽会です。全
国の寺院で練習を重ねた団
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れど貴重な第一歩です。私
たちは御影堂外縁の特設席
で歌いました。この席から
ですと正面中央の指揮者の
姿がほとんど見えません。
そのため会場各所に大型ス
クリーンが設置され、画面
に映し出された指揮者を確
認しながら歌います。指揮
者のひとり、静岡県の
なんじょう
南 荘 宏住職のモットーは
「合掌と合唱の生活」、静
岡混声合唱団の常任指揮者
もされる専門家で、指導も
温和でわかりやすかったで
す。リハーサルを終え、本

願寺北境内地にある一
度に３０００人が食事
できるという参拝者休
憩施設で他団体の皆さ
まと一緒に昼食をとり、
午後の本番に臨みます。
合唱は全部で８曲。
「しんらんさま」「囁
きたもう」「念仏」
「報恩講」「あなたと
出逢って」「ひかりあ
ふれて」「聖夜」「み
教えをあなたと聴く」
と、タイトルは難しそ
うですが、美しい旋律
と平易で情緒ある仏教讃歌
の詩が深く味わわれる曲ば
かりです。本願寺では毎年
月 、 日に全国から仏
教讃歌のコーラスが集う合
みどう
唱会「御堂演奏会」が開催
されてきた歴史があり、お
寺のコーラスは全国的な人
気を得ています。「定年後
パチンコ屋に通うよりも、
何かしたかった」、「毎日
田んぼや畑の仕事だけでは、
生活に潤いがない」、「会
社を辞めたら人間関係がリ
セットされて新しい絆が欲
しかった」、「家にひきこ
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もっていたらボケてしまい
そう。かと言って専門的な
知識が必要なコーラスには
入りにくい。ここは何も強
要されないので、落ち着き
ます」と、コーラスに参加
された方の動機はさまざま
あるようですが、ほとんど
全員の方が「コーラスの大
会でもなければ、ご本山に
お参りすることも無かった」
とおっしゃいます。合唱が
きっかけで本山参拝の夢が
かなうことはとても嬉しい
ことです！本願寺は門信徒
でなくとも誰でもお参りで
きるお寺ですが、どうも敷
居が高いと感じたり、距離
が遠いと感じる方は依然と
して多いようですから、お
寺に参拝するひとつの目的
に、コーラスという参加型
の動機をお持ちになること
は大変良いことだと思いま
す。淨泉寺では今後もコー
ラス練習を継続してまいり
ますので、関心のある方は
各回の練習参加が難しくと
も、毎年 月 、 日「御
堂演奏会」にご一緒に本山
参拝しましょう！（住職）

11

22

23

親鸞聖人750回大遠忌法要は、本年1月16日をもって御満座（終了）です。この機会に是非ご参拝ください。
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あしゆ

次回の「淨泉寺通信」は2012(平成24)年4月1日発行予定です。子ども会の開催報告します。お楽しみに。

しんげつ

新月ヨガナイト
フレサよしみ（吉見町）
１月 日（日）９時～ 時
わくわく子ども会（吉見布教所
淨泉寺）
２月 日（金） 時
はじめての歎異抄講座（第５回）
フレサよしみ（吉見町）
２月 日（土） 時
新月ヨガナイト
フレサよしみ（吉見町）
３月 日（日） 時 分
東日本大震災一周忌法要（吉見
布教所淨泉寺）
３月 日（金） 時
はじめての歎異抄講座（第６回）
フレサよしみ（吉見町）
３月 日（日） 時
彼岸会（吉見布教所淨泉寺）
３月 日（土） 時
新月ヨガナイト
フレサよしみ（吉見町）
か わ ら
■おがわ温泉花和楽の湯（埼玉県
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小川町）の足湯で毎週水曜 時
分から「気軽に、温泉法話」と題
し、法話をしています。坊守は毎
週火曜に吉見町で、第２・第４木
曜に川越市で、ヨガサークルを主
宰しています。詳しくは、お寺ま
で。℡０４９３-５４-８８０３
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築地本願寺
「めぐみの参拝」に
行ってきました！
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あけましておめでとうございま
す。築地本願寺（東京・中央区）
では毎年 月、親鸞聖人のご遺
ほうおんこう
徳を偲ぶ「親鸞聖人報恩講法要」

昨年 月から始まった「はじめて
の歎異抄講座」は毎回 名近くの
方が来られ、親鸞聖人のお心をご
一緒にうかがっています。本年も
毎月第三金曜日の夜の開催です。
１月 日に「子ども会」を開催し
ます。お子さま連れでお越しくだ
さい。また、築地本願寺（東京・
中央区）を会場に本年７月
日、
りきょう
「淨泉寺離郷門信徒のつどい」を
開催します。富山県上市町淨泉寺
の住職も出席予定です。お盆のご
法要が併修されますので、富山県
にご縁のある方だけでなく、どう
ぞ皆さまご参拝ください。詳しく
は次号でご案内します。
１月７日（土） 時
新春 雅楽の夕べ出演
か わ ら
おがわ温泉花和楽の湯（埼玉県
小川町）
１月９日（月） 時
京都・西本願寺参拝
親鸞聖人御正忌報恩講
１月 日（日） 時
本願寺和田堀廟所法話会出講
（杉並区）
１月 日（金） 時
はじめての歎異抄講座（第４回）
フレサよしみ（埼玉県吉見町）
１月 日（土） 時
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期間中、子どもたちの参拝を奨
励する「めぐみの参拝」を行っ
ており、住職家族も昨年 月
日に参拝しました。子どの無事
な成長を喜ぶ参拝にあわせ、記
念に一枚カシャ！２歳になる娘
たまき
の環は、元気が服を着ているよ
うな子で、保育園でもたくさん
のお友達ができました。坊守の
けい
桂は川越市と吉見町で毎週ヨガ
サークルを主宰する一方、埼玉
ぼうもり
県内寺院の坊守研修会に出席す
るなど仏教の勉強を少しずつ始
めています。住職は去る十二月、
北海道北見・網走市に布教（お
寺の法話会の講師）で二週間行っ
て参りました。家族一同、本年
もどうぞよろしくお願いします。
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大自然の猛威から引き起こされ ■３月 日（日） 時 分
た原発事故に、見て見ぬふりを ■吉見布教所淨泉寺(駐車場数
してきたわたしたち人間の業の 台)
深さを想わずにおれません。一 ■法話 福井学誠（住職）
周忌を縁に
■お納めい
亡 く な っ た 東日本大震災一周忌法要 た だ い た 懇
志は全額、
多くの方を
偲ぶとともに、わたしのいのち 西本願寺の災害支援金に寄付し
を阿弥陀如来にまかせて生きる ます
他力の教えをうかがいます。お ■法要後に茶話会を開きます。
誘い合わせてお参りください。 どうぞご参拝ください。
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