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法話

夢なら覚めて
いたい」という、本堂再建を

願う思いを何人からも聞かせ

ていただきました。そうした

思いを受けて、ご門徒や親族

けを向いて、再興の糸口を見

あれは、今から１年半前の

の私のお寺に、阿弥陀さまが

つけようと歩み始めたのでし

と復興を誓い、ひたすら前だ

いら

１２

月のことです。滋賀県米原

お見えになりました！

た。

を誓うことができたのも、周

っしゃった阿弥陀さまは、山

「？」

りの方々のおかげでした。ご

私が明るく前を向いて復興

実は、再建された真新しい

門徒一人ひとりの並々ならぬ

陰地方のご出身です。

本堂にお迎えする
「入仏式」
の

お力添えと、有縁の方々のお

お内陣周りの仏具、特に「ご

きました。

時のことです。
阿弥陀さまは、

かげにより、お寺はそれから

ほう もつ

ご本山の法物承継システム

き ちょう

本尊」をどうお迎えするかに

悩 み ま し た 。「 仏 師 に 起 彫 し

とう
こ

せんばつ

あらずの生活をしていたよう

に思います。

げん

む み ょ う じょうや

ち

だいかい

無明長夜の灯炬なり

智眼くらしとかなしむな

しょう じ

てもらうべきか。しかし、そ

生死大海の船筏なり

ざ い しょう

れには相当の負担を皆さんに

そうした私を、そのまま照

罪障おもしとなげかざれ

ムがあることを知り、すぐに

らしてくださっているのが、

かけてしまう…」。そんなと

申請しました。そして、縁あ

阿弥陀さまの光でした。不幸

（註釈版聖典６０６㌻）

って山陰地方からご本尊をお

な出来事でしたが、この経験

き、ご本山の法物承継システ

迎えすることができたという

によって大切な仏縁をやっと

いただけた、ということなの

かもしれません。ご門徒、周

わけです。

「いざ」となると

い思いに触れ、前向きに歩め

りの方々の、お寺に対する熱

本堂が全焼するという受け

「おかげさま」とは「ひと

たという大切なご縁でした。

と、夢であってほしいと願っ

の親切に対して感謝の気持ち

入れがたい出来事に遭ったこ

ていました。仏教の縁起に反

を 表 す こ と ば 」「 ひ と か ら 受

「おかげさま」の思いを忘

する、祈りのような思いが支

けた力添えや恵みから、その

とで、私の本性を見させられ

配していたのかもしれませ

人を敬っていう語」
（『日本国

れないこと。今、私が大切に

ん。どれだけ仏教を学んでい

語大辞典』）とあります。私

る機会となりました。

ても、どれだけお念仏のみ教

は今、皆さんのおかげの中に、

していることです。

え を い た だ い て い て も 、「 い

そして阿弥陀さまのお慈悲の

藤島秀恵氏（富山）１０時、
☎０１１―６１１―９３２２）
１時（名古屋市中区門前町
●帯広別院
【常例布教】▽１３日～１６日＝ １―２３☎０５２―３２１―００２８）
●八幡別院
山下恭司氏（熊本）１時
（北海道帯広市東３条南５―３☎ 【常例法座】▽ １ ６ 日＝本多智
道氏（滋賀）１時３０分（滋
０１５５―２３―３７２０）
賀県近江八幡市北元町３９―１☎
●小樽別院
【常例布教】▽１３日～１６日＝ ０７４８―３３―２４６６）
●長浜別院
千葉恒乗氏（四州）２時
【日曜仏教講座】▽２１日＝輔 【夏中会】▽１５日～１８日＝九
條孝義氏（滋賀）１０時、
教・桜井法道氏９時３０分
（北海道小樽市若松１―４―１７☎ １時３０分（滋賀県長浜市南呉
服町１３―３１☎０７４９―６２―４５５５）
０１３４―２２―０７４４）
●山科別院
●仙台別院
【御命日法座】▽ １ ６ 日＝藤岡 【常例布教】▽１４日＝三上明
孝教氏（熊本）１時（仙台 祥氏（滋賀）２時（京都市
市青葉区支倉町１―２７☎０２２―２２ 山科区東野狐薮町２☎０７５―５８１
―０９２４）
２―８５６７）
●津村別院
●高岡会館
【常例法座】▽ １ ４ 日＝小川真 【常例法座】▽１４日～１７日＝
理子氏
（岐阜）
２時（富山県 福間義朝氏（備後）７時、
高岡市東上関４４６☎０７６６―２２―０ １０時３０分、１時３０分※１４日
は午後から。１５日の午前１０時
８８７）
３０分は１０時に変更。１７日は正
●井波別院
【常例布教】▽ １ ５ 、１ ６ 日＝小 午まで
川真理子氏（岐阜）９時３０ 【土曜講座】▽１３日＝加藤順
分、１時３０分（富山県南砺 教氏（大阪）▽２０日＝小西善
市畠方２９５５☎０７６３―８２―１２４６） 憲氏（大阪）▽２７日＝西村哲
夫氏（大阪）１時３０分
●福井別院
【常例布教】
▽１４日～１６日＝叶 【日曜講演】▽１４日＝中西昌
裕子氏
（安芸）
１時（福井市 弘氏（大阪）▽２１日＝葛野洋
松本４―９―２１☎０７７６―２３―２５０７） 明氏（大阪）▽２８日＝齊藤真
哉氏（大阪）１０時３０分
●岐阜別院
【常例布教】▽１５日～１７日＝ 【北御堂相愛コンサート】▽
森下広大氏（岐阜）１０時、 １８日＝ピアノ・西川ひかり氏
１時（岐阜市西野町３―１☎０ ０時２５分
（大阪市中央区本町４―１―３☎０６
５８―２６２―０２３１）
―６２６１―６７９６）
●名古屋別院
●堺別院
【常例布教】▽１４日～１６日＝

当時の私の心を思い出す

ざ」となると、こう思う私が

浄土真宗のみ教えは、私た

中にあるのです。

た。そうした自分を見るたび

ちにとって大切な心の支えで

いることに気づかされまし

に、さらに疲弊しました。何

あり、本堂は、その心の支え

を聞かせていただく道場で

す。今日もまた、再建された

本堂で、ご門徒の皆さんのお

念仏の声が響いてきます。そ

して、その姿を見守るように、

山陰からお迎えした阿弥陀さ

ど う ぎょう

まがほほ笑んでおられます。

あ

何百年もの間、山陰の地で

お念仏に出遇われたお同行と

ともに歩まれた阿弥陀さま。

今度は米原の地で、私たちが

ご一緒させていただけると思

うと、ありがたい気持ちにな

ります。

全国で被災された多くのお

寺や民家の記事を見るたび

に、自分のことのように心が

痛みます。心から応援してい

ます。

淺田恵真氏３時＝総会所
【真宗教会例会】▽１２日＝龍
谷大非常勤講師・小池秀章氏
▽２６日＝行信教校講師・山本
攝叡氏１０時＝総会所
●本山
【常例布教】▽１０日～１３日＝ （問本願寺参拝教化部☎０７５―
西郷教信氏（滋賀）▽１３日～１６ ３７１―５１８１）
●築地本願寺
日＝本多淳應氏（四州）
▽１６日
～１９日＝富田祐尊氏（岐阜）
▽ 【常例布教】▽１２、１３日＝長
１９日～２２日＝長岡康昭氏（兵 谷川憲章氏（備後）▽１４日～
庫）▽２２日～２５日＝黒田顕城 １６日＝竹田嘉円氏（安芸）▽
氏
（北海道）▽２５日～２８日＝藤 １９日～２１日＝吉村隆真氏（熊
岡良治氏（兵庫）▽２８日～８月 本）▽２６日～２８日＝谷川弘顕
１日＝藤田哲史氏（奈良）
晨朝 氏（兵庫）晨朝後、１０時３０
後＝御影堂、２時、７時＝ 分、１時
総会所（聞法会館）※１５、１８、 【夜布教】▽１１、１２日＝長谷
２０日の晨朝後は休座。２７、２８ 川憲章氏▽１８、１９日＝吉村隆
日の午後７時は休座。１５日の 真氏▽２５、２６日＝谷川弘顕氏
７時
午後２時は２時４０分に変更
【日曜講演】▽２１日＝染織家 【仏教Ｑ＆Ａ講座】▽１５日＝
・吉岡更紗氏１０時３０分＝総 竹田嘉円氏０時３０分
【英語法座】▽２７日＝常見寺
会所
【法義示談】▽２３日＝勧学・ 衆徒・ダニエル・ウィックス
トローム氏５時３０分
〔電話相談〕
【真宗連続講座】▽２０日＝万
●東京ビハーラ
行寺住職・本多静芳氏３時
▽毎週月～金曜日（祝日を
【仏教文化講座】▽２７日＝関
除く）の午後２時～５時☎
西学院大人間福祉学部教授・
０３ （ ５５６５ ） ３４１８※１回５０分
藤井美和氏３時
まで
【ランチタイムコンサート】
●京都自死・自殺相談セ
▽２６日＝声楽・沼田葉子氏、
ンターＳｏｔｔｏ
オルガン・亀井優氏０時２０
▽毎週金、土曜日の午後７
分＝本堂
時～翌午前１時☎０７５（３６５）
（東京都中央区築地３―１５―１☎
１６１６。
０３―３５４１―１１３１）
●ビハーラ・ライン・福岡
●札幌別院
▽毎週月、金曜日（祝日は
【常例布教】▽９日～１６日＝
除く）の午後１時～４時３０
吉川恭氏（山陰）１時３０分
分☎０９２ （ ７１１ ） １４３２。
（札幌市中央区北３条西１９―２―１

もかも負の思いで、心ここに

カット 林 義明

３年半後に再建することがで

－負の思いいっぱいの私を照らす阿弥陀さまの光－

（制度）でお迎えさせていた

だきました。

あ

私のお寺は、５年前に火事

に遭い、本堂をはじめ、すべ

ての建物を一晩でなくしてし

まいました。

「大粒の大雨が降って、ど

うか火を消してほしい」と、

〝奇跡〟にまで頼りました。

しかし、何も起こらず、ただ

現実を受け入れるしかありま

せんでした。

「夢ならどうか覚めてほし

い…」。本当に悪夢のようで

した。

たいまつ

大きな松明のように本堂は

炎に包まれ、
暗闇の中の炎は、

幾山も越えて照らし、炎の上

昇気流によって運ばれた多く

ちり

の灰や塵は、何キロ先にも降

り注いだと、後から聞きまし

た。

当たり前のようにあった本

堂が、突然になくなってしま

いました。庫裏や書院もなく

なり、一面、更地となりまし

た。その姿を見るたびに何度

も涙を流しました。

ご門徒さんも心を痛められ

ま し た 。 そ し て 、「 私 た ち の

お寺を再びどうか建ててもら

「おかげさま」の心で

催し

みんなの法話

田中 真英
（たなか・しんえい）

本願寺派総合研究所上級研究員
滋賀県米原市・善楽寺住職

【常例法座】▽１５日＝岩津成 【常例布教】▽９日～１６日＝ 淨圓氏、本願寺史料研究所研
６時３０分 究員・岡村喜史氏１時（奈
道氏（大阪）１時３０分（堺 島津惠航氏（備後）
市堺区神明町東３―１―１０☎０７２― 【月例永代経法要】▽１２、１３ 良県吉野郡吉野町飯貝 ５ ６ ７・
本善寺☎０７４６―３２―２６７５）
日＝島津惠航氏１０時
２３２―４４１７）
●浄照寺仏教講演会
【ご命日法要】▽１５日２時、
●鷺森別院
▽１４日＝佐々木隆晃氏（兵庫）
【常例布教】▽１５日＝井上博 １６日１０時＝島津惠航氏
雄氏（滋賀）▽１６日＝庵戸眞 （鹿児島市東千石町２１―３８☎０ ２時（奈良県田原本町茶町
５８４☎０７４４―３２―２４７７）
道氏（和歌山）１時３０分（和 ９９―２２２―００５１）
●芦屋仏教会館
●武蔵野大学
歌山市鷺森１☎０７３―４２２―４６７７）
【日曜講演会】▽２１日＝大谷 ▽１４日＝行信教校講師・山本
●神戸別院
【常例法座】▽１５、１６日＝山 大文学部専任講師・マイケル 攝叡氏▽ ２ １ 日＝清岡隆文氏
１０時（兵庫県芦屋市
西昭義氏（兵庫）２時（神 ・コンウェイ氏１０時（西東 （大阪）
戸市中央区下山手通８―１―１☎０ 京市新町１―１―２０・同大雪頂講 前田町１―５☎０７９７―２２―１５６２）
●皆光寺崇徳会
堂問仏教教育部事務室☎０４２―
７８―３４１―５９４９）
▽２８日＝行信教校校長・天岸
４６８―９４２４）
●山陰教堂
淨圓氏１時３０分（兵庫県姫
●相愛大学
【灯映会常例法座】▽１９日＝
瑞光倫浩氏（山陰）１時３０ 【市民仏教講座】▽１３日＝同 路市飾磨区下野田 ２ ３ ９・皆光
分（松江市大正町４４３―１☎０８５ 大教授・釈徹宗氏１時３０分 寺☎０７９―２３４―０７１７）
●城乾ブッダ・ダルマサロ
（大阪市住之江区南港中４―４―１
２―２１―４７４７）
ン
☎０６―６６１２―５９３２）
●高知別院
▽２６日＝加藤順教氏（大阪）
●心の糧セミナー
【盂蘭盆会】▽１５日＝佐々木
俊教氏（山陰）
１時（高知市 ▽２７日＝内藤昭文氏（大分） １時、参加費 ２ ０ ０ 円（兵庫
追手筋１―７―４☎０８８―８２３―８３９０） １時３０分、参加費１００円（さ 県姫路市南八代町 １ ３ ―８・黒
いたま市大宮区仲町２―６０・川 田三芳氏宅問黒田美和子氏☎
●備後教堂
【常例法座】▽１１日＝藤井義 鍋ビル８階問誓顕寺☎０４８―６２２ ０９０―６３２４―２３９７）
●是真会
英氏（備後）１０時、１時 ―４７３２）
▽１８日＝「御文章讃仰」照蓮
●東京恵日会
（広島県福山市東町２―４―５☎０
▽１４日＝輔教・阿部信幾氏 寺前住職・岡村謙英氏１０時、
８４―９２４―５７５９）
６時１５分、参加費１０００円（住 １時、参加費３０００円（山口
●福岡教堂
（東京・築地本願 県長門市俵山湯町５０６３・光摂
【鑚仰講座】▽１４、１５日＝攝 職 ３ ０ ０ ０ 円）
受定信氏（大分）１時３０分 寺講堂問世田谷組正法寺・白 坊問世話人の肥塚泰生氏☎０８
３―２５６―０３８０）
（福岡市中央区黒門３―２☎０９２ 川淳敬氏☎０３―３３２１―０２０５）
●山口論題研修会
●紫雲会
－７７１－９０８１）
▽１７日＝日置宗明氏（東海） ▽１１日＝輔教・岡村謙英氏
●佐賀教堂
【常例布教】▽１６日＝伊東恒 １０時３０分（三重県津市西丸 ６時、参加費３０００円、別途資料
乗氏（佐賀）▽２６日＝平尾法 之内３２―７・正覚寺☎０５９―２２７― 代※註釈版聖典、註釈版聖典
七祖篇持参（山口市小郡花園
道氏（佐賀）
１時３０分（佐賀 ８５１７）
町 ３ ― ７・山口別院問事務局の
●蓮如さんを聞く会
市城内１―２―２☎０９５２―２３―７０１７）
▽１５日＝行信教校校長・天岸 石山泰人氏☎０８２０―６６―２０３５）
●鹿児島別院

●「教行信証」概説
▽１９日＝勧学・内藤知康氏
２時３０分、会費２０００円、註釈
版聖典持参（東京・築地本願
寺第一伝道会館問横内氏☎０９
０―９０００―５１０９）
●真宗青年会連盟
【「正信偈」を読む】▽１６日
＝行信教校校長・天岸淨圓氏
６時３０分、会費５００円（大
阪・津村別院２階総会所問行
信教校☎０７２―６９４―８０４８）
●六角会館
【「正信偈」に学ぶ】▽１８日
＝龍谷大教授・玉木興慈氏
１時３０分、一般参加５００円
【例会「親鸞和讃に学ぶ」
】▽
２５日＝龍谷大教授・鍋島直樹
氏１時３０分、
一般参加５００円
（京都市中京区六角通烏丸東
入る☎０７５―２２１―０８５９）
■７月６日、京都女子大学
でシンポジウム「平和をめざ
して生きる」
京都女子大学宗教・文化研
究所は７月６日午後２時から
４時３０分まで、シンポジウム
「平和をめざして生きる」を
同大学Ｂ校舎５階で開く。
京都大学大学院法学研究科
教授・毛利透氏が「憲法の基
本的な理念とは？」と題し基
調講演。「日常と憲法のかか
わりを考える」と題し毛利氏
と学生２人でパネルディスカ
ッションを行う。
無料。申し込み不要。問同
研究所☎０７５ （ ５３１ ） ７０７４。

