︿第一回

慶縁の集いのご報告﹀

去 る二月二十七日午後六時半より︑日ごろ 当
院に ご協力を賜わっている方々二十名にお集 ま
りいただき︑慶縁の集いを開催しました︒
年 齢・職種・男女の枠を超え︑ご参加の皆 さ
んが一堂に会話される姿が非常に印象的でした︒
また︑岡崎別院雅楽会による雅楽の披露があり︑
雅びな響きに魅了されました︒
今 後とも︑このような人の和が広がらんこ と
を願っています︒

鏡池だより

︿京都教区子ども御遠忌
︿山城第一︑二組
お待ち受け法要のご報告﹀
お待ち受け法要のご案内﹀
三月 二十 六日 ︑ 京都 教区 主 催
に より 子ども 御遠 忌お 待ち 受 け
法要が厳修されました︒
京 都教 区 内 の 九歳 か ら 十 五 歳
の 子供 たちに よる 法要 に︑ 参 詣

四月二十五日 ︵日︶午後一時から四時 ︑京都
教区山城第一︑ 二組主催による宗祖親鸞 聖人七
五〇回御遠忌お 待ち受け法要が当別院に おいて
勤まります︒
法要の他に笑 福亭仁智さんの落語や︑ 仏教讃
歌をうたう会による合唱が行われます︒
有縁の方々のご参詣をお待ちしております︒

む

というものがあるのではなかろうか︒

に にん

ひとを通して 自分自身と出遇 う︒そこに本 当の意味での 出遇い

本当の意味でひとと出遇うということではないか︒

との批判によっ て自らのあり方 が照らされる こととの出遇 いが︑

ひとをあれこ れと批判する中 で﹁自分はど うだろうか﹂ と︑ひ

無 明 業障のおそろしき病と言われたのではなかろうか︒

む みょうごっしょう

そんな私の現実を宗祖は無眼人︑無耳人と 言われ︑蓮如上人は

む げん にん

にしていても︑ 自分の思い込み の相手としか 出遇っていな い私︒

親子と名告り ︑夫婦と名告り ︑毎日顔を突 き合わせて生 活を共

生涯を変えてしまう︑そんな出遇いもある︒

出遇いばかりか もしれない︒し かしながら一 回の出遇いが 自分の

都合に合った出 遇いばかりでは なく︑もっと 言えば意に添 わない

おられることだ ろう︒嫌味な上 司や性格の合 わない同僚な ど私の

四月に入り入 学・入社など新 たな出遇いを 迎えられる方 も大勢

本当に出遇っているといえるのか

果たして今︑私は︑

とはいうけれど

遇うは別れのはじめ

〜出遇い〜

︿分陀利華﹀

みんなで記念撮影

>

ふ ん だ り け

の皆様も感心していました︒

おも

か﹂と問われる御遠忌であるように念われてならない︒

おも

こに来た のか︑一体お 前が本当にせず におれないこと とは何なの

親鸞聖人 七五〇回御遠 忌は︑逆に親鸞 聖人から﹁お前 は何しにこ

義務感 にあおられて 生きる私にとっ て︑明年にお迎 えする宗祖

もあったに違いない︒

されて来 ている︑その ことを親鸞聖人 から言い当てら れた驚きで

で来ずに いられない︑ 問わずにいられ ない︑そのこと に突き動か

句された に違いない︒ そのことは︑自 らが京都の宗祖 のところま

まさに宗 祖親鸞聖人か ら言い当てられ たことが大きな 驚きで︑絶

底考えられないことで あるが︑当時の関東のご 門弟にしてみれば︑

で来られ たのですよ﹂ と言われたわけ である︒私の日 常からは到

訪問し た方が︑訪問 を受けた方から ﹁あなたはこの ような理由

言われたということである︒

あります ﹂と︑訪問を 受けた宗祖親鸞 聖人が︑訪問し たご門弟に

て来られ たのは︑ひと えに往生極楽の みちをといきが んがためで

はるば る関東から訪 問したご門弟に ﹁あなた方がこ こにこうし

〜ひとえに往生極楽のみちをといきかん〜

宗<祖親鸞聖人七五〇回御遠忌に念う
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ばい

こう

き

︿梅 香 記﹀
庭園の整備計画案
親鸞 聖人 七五 〇 回御 遠忌 を迎 える に当 た って ︑御 参拝 の 皆様
方に散策していただけるよう︑庭園の整備計画を進めています︒
散策道 を設け︑降雨 時にもぬかるみ が出来にくくな るよう砂利

境内の整備計画案

御遠忌に向けて多くの参詣者に御来院いただくために︑別院山
門の横に所在明記の看板と︑教化事業の一環として掲示板を設置

宏氏

します︒またお車で御来院いただく参詣者のために︑大谷専修学
院の入り口にも看板と反射鏡を設置します︒
他 にも ︑鏡 池の 水が 枯れ るの を

金子

2

防ぐ ため の池 底の 補修 や周 辺樹 木
の伐採︑寺務所前の不要木の撤去︑

三日講員

第三錦林の級 友︑杉原君のお陰で三日講の仲
間に入れて いただき︑岡崎別 院の皆様との御縁
をいただい たことまことにあ りがたいことでご
ざいます︒
四年生の とき︑杉原君たち と別れて広島に移
住すること になったのですが ︑当時のことを思
うにつけて も今ここに再会で きたことは不思議
なことであります︒
広島で初 めて見る海に驚き と喜びで一杯でし
た︒その楽 しみの一つは潮干 狩︑ある日︑思い
がけ ない 大漁 に大喜 びで 帰っ たと ころ ︑父に
﹁無益な殺 生をするとはもっ ての外﹂と叱りつ
けられまし た︒八十年近くた った今も忘れられ
ぬ思い出で す︒そんな思いに ひたりながら﹃鏡
池だより﹄ を拝見しますと︑ 別院で﹁薪ストー
ブ﹂を設置 され︑庭園で剪定 された樹木で暖を
とっておら れるとのこと︑文 字通り﹁身も心も
暖まる﹂心 地がいたします︒ 父ならば﹁残木は
涅槃したね ﹂と申したことで しょう︒いわゆる
﹁豊かな時 代﹂に消え去られ ようとしている大
切な灯が︑ 岡崎別院に相続さ れ︑やがて本当に
﹁豊かな世﹂になる日を念じております︒
︵＊文中の父とは︑金子大栄師のことである︶

涅槃する

︿ここに この人﹀

生垣の植栽などを行います︒

倉橋紀之
久世貴子

小野芳人
八島さやか

門
山

を敷き︑ 池の周りには 転落防止のため の柵を設置し︑ 紫陽花など

︿別院往来﹀

２月７日

新郎
新婦

〜御結婚式〜

日

新郎
新婦

す︒

も５組の結婚式の予定が入っていま

仏前結婚式を挙げられました︒今後

今年に入り︑２組の方が別院にて

３月

北側の幼稚園に越境した樹木
心よりお祝い申し上げます︒

池
鏡

の花壇を作って見て楽しめる綺麗な庭園造りを目指しています︒

師
時

記念植樹

ま た︑ 落ち 葉の 苦 情や 枝の 落下 の 危険 性の あ る近 隣に 越 境し

眞
時〜

時

倉橋様・久世様

た樹木の 伐採をいたし ます︒今後も本 堂裏側の庭園整 備を予定し
ています︒

︿法座のご案内﹀
〜定例法座〜
講師 岡崎別院輪番

雑炊の集い

４月 日 ９時半〜 味読﹁正信偈﹂
時〜

雑炊 の集い

５月 日 ９時半〜 味読﹁正信偈﹂
時〜

雑炊の集い

日︵ 月︶

時〜

時
時
時
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６月 日 ９時半〜 味読﹁正信偈﹂
時〜

︵今年度より来年の３月 まで︑３日・
日の法座はお休みとさせていただきます︒︶

４月

日︵ 月︶

時〜

16 16 16 16 16

一楽

〜宗祖親鸞聖人の御生涯に学ぶ〜

１ 回目
６月

日︵ 月︶

日︵ 月 ︶ 時〜
日︵月 ︶ 時〜

21

必度橋と庭園の風景

14 14 14 14 14

式杯

11
11
11
20 25 30 21 19

講師 大谷大学教授
２ 回目
８月
月

月

３ 回目
４ 回目
５回目

12 10

小野様・八島様

13

13
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