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段には表題にした﹁天下和
順・・・﹂と書かれています︒
特にこの部分を﹁祝聖文﹂と呼

無量寿経という経典には阿弥
陀仏が仏になられたこと︑私た
ちをお救いくださることが書か
れています︒その無量寿経の後

毎年︑私の個人的の年賀状で
は経典から言葉を選んで︑年末
から年頭にかけての世の中の動
きに関しての感想を述べていま
ひょうがむゆう
す ︒ 今 年 の 言 葉 は ﹁兵戈無用 ﹂
です︒

皆様︑明けましておめでとうご
ざいます

今 岡 達 雄

兵戈無用 と は ﹁ 仏 の 教 化 が 行
き届いた国では︑武力を使う必

く︑災害や疫病はおこらず︑国
は富み民は豊かになって︑兵や
兵器を用いることなく︑人びと
は徳をあがめ仁を尊んで︑礼節
や謙譲の道を守るようになるの
である︒﹂

﹁仏の教化をうけた国や村は平
和になって︑日も月も清く輝
き︑風雨も時にかなって程よ

んでお目出たい法要のときのご
回向に使っています︒現代語に
訳しますと次のような意味にな
ります︒

善照寺住職

國豐民安 兵戈無用 崇徳興仁 務修禮讓

天下和順 日月清明 風雨以時 災厲不起
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要がない﹂ということです︒
法然上人は九歳の時︑政敵の
夜襲に逢い父を亡くされまし
た︒その時にお父さんは次のよ
うな遺言を残されました︒﹁こ
のような事態になったのは︑昔
からの縁に依っているのだから
敵の人をうらんではいけない︒
もし恨みを果たしたならば︑あ
だ討ちは代々に続き尽きること
がない︒お前は出家して私の菩
提を供養し︑自ら悟りを得るよ
うにしなさい﹂云々
法然上人の時代には仇討ちは
遺族として当然行うべきことで
した︒目の前で父を殺害され︑
犯人もわかっているのに仇討ち
の出来ない悔しさは大変なもの
であったでしょう︒しかし︑法
然上人は父の遺言に従い︑仇討
ちせずに出家して僧侶になりま
した︒仏教における平和とはど
んな事があっても絶対戦わない
ということであり︑法然上人は
身をもってそのことをお示しに
なっておられます︒
合掌

年間行事予定

一月十七日︵土︶
法話 二時 法要

平成十六年善照寺の年間行事の予
定は次の通りです︒皆様方是非と
もお参りいただければ幸いです︒

初念仏会

一時

お彼岸春︵三月十七〜廿三日︶

八月十七日︵火︶
法話 二時 法要

お盆 東京︵七月十三〜五日︶
地元︵八月十三〜五日︶

施餓鬼会

一時

お彼岸秋︵九月二十〜廿六日︶

十一月十七日︵水︶
法話 二時 法要

十二月下旬

一時

お十夜会

暮れ

除夜の鐘 十二月三十一日
夜十一時三十分位から始めます

住 職 法 話
宗祖 法然上人

﹁汝︑さらに会稽の恥を思い︑
てきじん
ひとえ
敵人をうらむ事なかれ︒これ偏
せんせ
しゅくごう
いこん
に先世の宿業也︒もし遺恨をむ
すばゞ︑そのあだ世々につきが
たかるべし︒しかじ俗をのがれ

かいけい

︵法然上人の幼名︶九歳の永治
元年︵一一四一︶︑明石定明の
軍勢による夜襲を受け︑父時国
は瀕死の重傷を負いました︒
時国は翌日枕元に勢至丸を呼び

三︶美作国久米郡稲岡︵岡山県
うるま ときくに
久米郡久米南町︶に漆間時国の
長男としてお生まれになりまし
た︒父の漆間時国は今の世の中
で云うところの地方の有力者で
警察署長を兼ねていました︒そ
して貴族所有の荘園の管理官で
あかし さだあきら
ある明石定明との間にトラブル
せいしまる
を抱えておりました︒勢至丸

みまさか

誕生逸話︵かたきを打つな︶
法然上人は長承二年︵一一三
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ぼだい

げだつ

家を出て我菩提をとぶらひ︑み
づからの解脱を求めん﹂といっ
て︑西に向かって座り︑合掌し
て佛を念じ眠るがごとくして息
絶えたのでした︒この父の遺言
の意味はは前頁に述べたと通り
です︒﹁かたきを打つな﹂﹁僧
侶になれ﹂﹁悟りを得よ﹂これ
が父の遺言であり勢至丸はそれ
に従ったのです︒
なんと口惜しかったでしょ
う︒その悔しい気持ちを悟りを
得るための努力に一心にふり向
けたのです︒

かんがく

なぎさん

悟りを求めて
勢至丸は母の弟で僧侶であっ

時に師源光は当時比叡山で最も
こうえん
権力のあった皇円に指導を委ね
たのですが︑十八歳の時に皇円
の元を去り︑黒谷に移って慈眼
えいくう
房叡空に師事しました︒
当時の比叡山は現在の国立大
学のようなところで︑全国から
優秀な人材が集まってきた所で
した︒その中でも皇円の指導は
エリートコースでした︒しか

立教開宗︵平等な教え︶

し︑当時の比叡山は悟りを得る
ためでなく立身出世の競争が激
しい場所でありました︒勢至丸
は自分から立身出世のエリート
コースを捨て︑自らの悟りを求
めるため皇円の元を去り︑比叡
山の隠遁所である黒谷の慈眼房
叡空に師事することにしたので
す︒このとき最初の師源光の源
と叡空の空を採って法然房源空
という名がつけられました︒
た観覚の元で出家し︑那岐山で
修行に励んでいました︒しかし
観覚は勢至丸のたぐいまれなる
才能を見抜き︑比叡山に登るこ
とを勧めました︒母にいとまを
告げ比叡山に登ったのは一一四

保元元年︵一一五六︶法然上
人二十四歳のときから比叡山黒
谷を下って京都や奈良の寺院を

げんこう

五年十三歳のときで持宝房源光
の弟子となりました︒十五歳の
時戒壇院で戒を受け︑十七歳の

回り高僧に訪ね︑必死に悟りの
道を求めました︒しかし︑その
結果はだれ一人として法然上人
の問いかけに心ゆくまで教えを
たれる方はいませんでした︒そ
のたび毎に重い足を引きずりな
がら黒谷に戻り︑報恩蔵に戻っ
て一切経を読み返し︑実践に励
みました︒しかし﹁自分は悟り
かい
じょう
え
に必要な三学︵戒・定・慧︶が
整った者ではない﹂ことを痛感
するばかりでした︒

みょうごう

このような報恩蔵での長い長
い修学生活の中で︑唐の善導大
師の﹃観経疏﹄散善義にある

しょうじょう

ごう

﹁一心に専ら弥陀の名号を念
ぎょうじゅうざが
じせつ
くごん
じ︑行住坐臥に時節の久近を問
わず︑念々に捨てざるもの︑是

れを正定の業と名づく︑彼の仏
の願に順ずるが故に﹂の一文を
見て︑阿弥陀仏の名前を唱える
という専修念仏によって万人が
救われる道を見いだしたのでし
た︒時に承安五年︵一一七五︶
春三月︑法然上人四十三歳の時
でありました︒
︵合掌︶

御前様のお念仏
や白のきらびやかな建物がなら
んでいますが︑当時はうす汚れ
た会館に泊まり︑古びた食堂で
食事をしておりました︒
そのとき私は︑ある係をおお
せつかっておりまし

クやお線香やお仏飯
の用意をしたり︑講

た︒人より早めに本
堂に行って︑ロウソ

新しい年になり︑思いかえせ
ばもう六年も前の夏︒
義の先生にお水をご
用意したり︑人が

増上寺は徳川家ゆかりの大き
なお寺で︑東京タワー近くの芝
という土地にあります︒今は赤

こういうと不謹慎かもしれま
せんが︑僧侶になるためのきび
しい三週間も︑そんな私にとっ
ては︑俗世から解放される安ら
ぎのひとときでした︒

藤堂先生は開講式や朝の勤行
などで私たちの前にいらっしゃ
ると︑式の最中でもいつも口の

でに亡くなられた︑
藤堂恭俊先生という
方でした︒

は御 ご
( 前
) ぜ
(ん 様
)
と呼ばれます︒当時
の御前様は︑今はす

増上寺は大本山の
ひとつで︑その住職

去ったあとの道場を
片づけたりする係で
す︒

私は研究者の卵としていろい
ろ苦心しておりました︒大学院
での生活は二年目でしたが︑思
い描いていた生活とは違い︑生
命現象の研究はまるで宝さがし
のようなもの︒いろいろ工夫し
てもうまくいかないことだらけ
だったのです︒

﹁念仏をひまなくとなえること
さえできれば︑阿弥陀仏からの
救いは確実と知れ﹂
︵﹃諸人伝説の詞﹄より︶

法然上人のおことば
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り︑またそんな風に見えなくも
ないのでした︒
ある朝︑私は係の仕事のた

中で﹁なむあみだぶ⁝﹂と繰り
返しておられました︒それを友
人の中には﹁ポーズをつけてい
るだけだよ﹂とけなす者もあ

たまま︑思わず裏堂から退散し
てしまいました︒その声の主こ
そ︑勤行のためにお出ましに
なった藤堂先生だったのです︒

私はそのとき︑少なくとも藤
堂先生の心の中では︑阿弥陀様
がありありと実在しているのを
直感したのです︒ ︵副住職︶

ん︒けれども藤堂先生のお念仏
との出会いは︑私にとって貴重
な体験となりました︒

もちろんただこれだけで︑冒
頭に申し上げた私自身の問題が
解決されたわけではありませ

私は︑先生のお念仏がポーズ
にすぎないと思った自分を恥じ
ました︒そして︑法然上人のお
しえをそのままに実践する人が
この現代にも存在することを︑
生まれて初めて知ったのです︒

先生は確かにひとりでいらっ
しゃったのに︑いつもより大き
な声でお念仏をしておられたの
です︒それはほかでもない︑先
生のお念仏がただのポーズでは
ないことの証拠でした︒
め︑みんなより一足はやく本堂
について︑裏堂でロウソクやお
香の準備をしていました︒
誰もいない本堂の裏は︑天井
が高く広々しているせいもあっ
て︑妙にしんと静まりかえって
います︒ロウソクに火をつける
マッチの音が︑やけに大きくひ
びきます︒お線香からは︑白い
煙と香りがただよいます︒
そのときどこか遠くから︑人
の声が聞こえたような気がしま
した︒気のせいかな︑と思って
いると︑とびらの開く音がして
誰かが入ってきたようです︒
﹁なむあみだぶ︑なむあみだぶ
⁝﹂
その大きな声にびっくりした
私は︑火のついたお線香を持っ

お寺との付き合い⑤
をしているようですが︑善照寺で

多くの寺院では年回のお知らせ

すので早めにお申し込み下さい︒

他の檀家様と重なる場合も有りま

は年回予定を通知していません︒

編 集

後 記

一昨年の編集後記には︑新年の決

七

三

一
回忌

回忌

周忌

平成 四 年

平成 十 年

平成十四 年

平成十五 年

聞いておくと良いと思います︒

欠と参加人数︑塔婆供養の有無を

で決めましょう︒ご案内時には出

どの範囲にするかは主催者の考え

案内をします︒お呼びする方々を

族・知人やお世話になった人々に

法事の日程が決まったら︑親

ぐ二歳になるわが子が小さな手を

いと思う時もありますが︑もうす

はお念仏はパスして寝てしまいた

ます︒とても疲れた日には︑今日

念仏するのが日課になりつつあり

た︒我が家では就寝前に家族でお

ごしていきたい！とした私でし

意として︑もっとお念仏と共に過

十三 回忌

昭和六十三年

親族・知人への案内

主な法事は年回法要です︒亡く
十七 回忌

昭和五十七年

え始めると︑とてもうれしく楽し

左記の年回表を見て確認して下さ

なった翌年が一周忌︑その次の年
二十三回忌

昭和五十三年

法事予定日の一週間前までに塔

くなってきて︑一緒にお念仏をお

お寺との付き合いで忘れてはな

が三回忌になります︒その後は七
二十七回忌

昭和四十七年

婆供養のお施主名と大体の参加人

唱えしたくなります︒このような

事をメモしてみました︒

年回法要

い︒

回忌︑十三回忌︑十七回忌︑廿三
三十三回忌

昭和四十三年

数をお知らせ下さい︒施主名は紙

状況が手伝って︑昨年はお念仏を

らないのが﹁法事﹂です︒今回は

回忌︑廿七回忌︑卅三回忌と続き
三十七回忌

昭和三十七年

に書いて下さい︒また︑読み方の

お唱えするのが楽しいひと時とな

平成十六年 年回表

ます︒昔は卅三回忌を﹁弔いあ

四十三回忌

昭和三十三年

難しいお名前には﹁ふりがな﹂を

法事を実施するときに注意すべき

げ﹂と呼んで最後の年回法要と

四十七回忌

昭和三十 年

つけて頂けると有り難いです︒

り︑よいお念仏がお唱えできたの

﹁ナンマンマン⁝﹂とお念仏を唱

合わせて︑副住職と一緒に片言で

し︑これ以降は先祖代々としてご

五十 回忌

昔は平均寿命が短く親の卅三回

ではないかと思います︒法然上人

回忌を営むことも出来るように

が︑近年長寿命化が進み親の五十

し︑家族と相談して大体の日程を

行います︒お位牌で命日を確認

年回法要は命日を過ぎない日に

般的には法事が始まる前に寺務所

前位に客殿にお集まり下さい︒一

法事の当日は開始時間の十五分

します︒

す︒皆様︑本年もよろしくお願い

仏と共にすごしていきたいもので

ですが︑本年も引き続きよいお念

日程の打合せ

なってきました︒そこで︑年回法

考えて寺に来て下さい︒おおむね

でお布施と塔婆代をお納められる

の一日七万回のお念仏には程遠い

要も卅七回忌︑四十三回忌︑四十

命日の前の日曜日に決められるこ

法事当日

七回忌︑五十回忌も営むように

ようです︒

︵副住職室 久美英︶
とが多いようです︒法事の予定が

︵つづく︶

なってきました︒

忌を営むのは難しかったのです

寺への通知

供養していたようです︒
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