れるから食べ物はいらないけ
れど、自分が好きだったもの
は覚えておいてもらいたいか
らイチジクとトマトをお供え
して欲しい」「わたしは何も
しょうけい
松本紹圭さんをお招きして、
いらないですね」「きれいな
月５日に第２回「いのちの
お花があればいいです」皆さ
講演会」を開きました。以下
ん、ずいぶん控えめですね
はその抄録です。
（笑）。先日九州で同じ質問
------------------------をしたところ、男女とも一番
本日は「お寺はいのちの学
多かったのが「お酒」という
校」と題してお話しさせてい して立ち止まるそうです。そ 答えでした。では、お参りす
ただきます。法事や葬式の仏 の墓石に書いてあるのは、 る人にどのように生きて欲し
事の場としてのお寺は参詣が 「次はお前だ」。この墓石を いと願いますか？（来場者に
減っているものの、お墓参り 見た者に、死を意識させずに 聞く）「健康で社会に迷惑を
は目立った変化もなく現代も はおかない強烈な印象があり かけないように一生を送って
続いています。ご自分がお墓 ます。池田さんは書いていま 欲しいと、子や孫につねづね
にお参りするときを想像して す。「楽しいお墓ウォッチン 言っています」「家庭があれ
ください。手を合わせながら グをしていたのにここへ来る ば家庭円満に生きてほしい」
何を思い、どんな言葉をかけ とギョッとする。他人事だっ 「ご恩報謝の気持ちを常に持っ
ますか？（来場者に聞く） た死が、自分のことだったと てもらいたい」「家族仲良く
「元気に頑張っています。ご 気付かされます。来年はわた して欲しい」「穏やかな気持
先祖の皆さま待っていてね」 しがいなくなっているのかも ちで生きて欲しい」など。
「お世話になり、ありがとう しれない。いま生きていると
皆さんから頂いた言葉はど
ございました」「わたしは毎 いうことが奇跡的なことです」。れも素晴らしく、仏さまにな
月一日に感謝の気持ちで必ず
ところで、自分がお墓の中 られたかのようなものばかり
お参りしています」など。哲 に入ったとして、つまり自分 です。それもそのはずで、お
学者の池田晶子さんのコラム がお参りされる側になったと 墓に入った気になってとお聞
に、生前好きだった言葉を墓 して、誰にお参りに来て欲し きしていますので、仏さまに
石に彫る習わしがイタリアに いですか？どのぐらいの頻度 なられたような言葉が出てき
残されていると紹介されてい でお参りに来て欲しいですか？ て良いのです。願いは仏教で
ます。ローマのあるお墓の前 何をお供えして欲しいですか？ も大事にしている考えで、仏
まで来ると、誰もがギョッと （来場者に聞く）「お墓が汚 さまの願いをきちんと受け止

めて聞いていきたいものです。また若い世代を中心に、あの
仏さまの願いと聞いただけで 世を信じる人は全体のおよそ
はとらえにくくても、平穏無 半数にまで増えていて、宗教
事に生きて欲しいと願う親心 を求める人が減っているとは
や母の愛になぞらえるとよく 必ずしも言えなくなっていま
分かります。皆さんにいまお す。
「お寺と檀家さん」という
聞きしましたのは、今生のい
のち尽きて仏さまになられた 関係はこれまで閉鎖的なイメー
気持ちになって出てきた言葉 ジがあり、家族誰かの死を縁
ですが、わたしたちがお墓に にするものと考えられがちで
手を合わせて偲ぶとき、故人 したが、家族の形が変化し
はこのように願いをかけてく 「お寺と個人」の関係が見ら
ださっている、それは他でも れるようになってきました。
ない仏さまの願いと重なるの そして、これからお寺は根の
です。こうしたいのちの願い 部分がますます重要になって
が親から子や孫へ伝えられる きます。歴史や伽藍の大小、
檀家さんの多寡という見える
ご縁の場が、お寺です。
統計で見ますと 年前の平 部分ではなく、見えない根の
均的な家族は５人、しかし現 部分、まずはどんな思いでそ
在は２・５人に半減し、しか のお寺が作られたのかという
もそれはあくまで平均値で実 理念です。住職がどんな思い
際に最も多いのは単身世帯で でお寺を開いたか、それを支
す。また経済格差の広がりか える檀家さんはどんな思いで
ら、いまや６人に１人は貧困 お寺を盛り立てているか。次
に苦しんでいると言われ、高 にどんなチームワークでお寺
齢化から健康面での不安を慢 が運営されているかの組織力、
性的に抱える人が増えていま そしてお寺と檀家さんの関係
す。しかし「あなたにとって 性です。皆さんが自らの家族
大切なものは？」という問い といのちを考えた時、その中
に、最も多かった答えは家族 心にお寺があって欲しい。生
というものでした。家族の平 きている人のために開かれた
均人数は減り、単身世帯が増 お寺を、ご自身で選んでその
えているにもかかわらずです。門を叩いてください。(談)
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埼玉大学落語研究会のお兄さん
を淨泉寺にお招きして、７月
日「子ども寄席」を開きました。
夏休みに入ったばかりで、近所
の子どもたちはとても元気。仏
さまの前でお兄さんたちの「寿
限無」を聞いて笑った後、みん
なで流しそうめんをいただきま
した。写真中央右のお兄さんは
部長さんで現在四年生、教員を
目指して猛勉強中とか。身を乗
り出して聞く子どもたちと掛け
合いながらの噺で、とっても楽
しい高座でした。お兄さん、そ
してお手伝いいただいた皆さま、
大変ありがとうございました。

盂蘭盆会（うらぼんえ）を７月
日、築地本願寺（東京・中央区）
でお勤めいたしました。富山県上
市町淨泉寺の福井静志住職も出席
し、大勢の方にお参りをいただき
ありがとうございました。また、
毎月第三金曜日夜にの勉強会では
『歎異抄』を終えたため、テキス
トを『親鸞聖人御消息』にして今
後も続けていきます。京都で晩年
を過ごされた親鸞聖人が東国の門
弟に宛てたお手紙が 通確認され
ています。手紙というものは、自
分の思いを伝えようと丁寧に書き
ます。親鸞聖人のお手紙を１通ず
つ味わうことで、『歎異抄』もま
た違った角度でいただけると思い
ます。どなた様もお気軽にご参加
ください。
【淨泉寺の今後の活動】
月 日（金） 時
親鸞聖人御消息講座（第１回）
フレサよしみ（埼玉県吉見町）
月９日（土） 時
報恩講法話出講
誓興寺（群馬県前橋市）
月 日（土）未明
報恩講通夜布教出講
築地本願寺（東京・中央区）
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子ども寄席開きました
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京都の西本願寺と大谷本廟に参 おつとめ参拝（帰敬式）ー秋の
拝する一泊旅行のご案内です。 法要にて合唱ー夕方京都駅より
途中参加や自由行動等ご希望の 新幹線ー東京駅着
方はお気軽にご相談ください。 ■参加費３６、９７０円（新幹
■ 月 日
線往復 切符
(金) 時台
代と宿 泊費
西本願寺参拝旅行のご案内 のみです）
の新幹線で
東京駅発ー
■ご門 主様
時頃京都駅着ー西本願寺書院 から法名を頂く帰敬式を、皆さ
と飛雲閣を拝観ー大谷本廟参拝ー ん一緒に受式します。ご希望の
京都駅近くの旅館泊
方は１万円を追加ください。
月 日(土)６時西本願寺朝の ■参加締切
月 日（金）
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月 日（土） 時
常例法話出講
正福寺（埼玉県新座市）
月 日（金） 時
親鸞聖人御消息講座（第２回）
フレサよしみ
月 日（金） 時
除夜会
淨泉寺本堂（吉見町）
１月１日（土・祝）８時
元旦会
淨泉寺本堂（吉見町）
■つい先日、ＮＨＫスペシャルの
放送で知りましたが、中国で宗教
が広がっているそうです。急速な
経済成長の末、国民の間に横たわ
る退廃的な空気はもはやいかんと
もしがたく、相互扶助と他者への
愛や信を訴えるキリスト教と道教
が国民の信頼を集めていて、かつ
共産党も公認する強大な勢力になっ
ているという内容でした。わたし
も論語の素読を近所の子どもに教
えていますが、親を敬い感謝の念
を持つ徳の価値は、いつの時代も
どの国家であっても色あせません。
伝統的な価値観がいままた必要と
されているのは、日本も同じだと
感じました。（住職）
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次回の「淨泉寺通信」は2014(平成26)年1月1日発行予定です。西本願寺参拝旅行の報告をします。お楽しみに。

