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六十一号より四季

折々に咲く︑宝清寺

の花々を紹介してい

忠︱きの電話機が
顛しく４りまし４Ｚ

宝清寺の電話機が新しくなりました

○四二Ｉ五五八−二六六Ξ

○四二−五五〇一五八六八

たちばな会館専用

はならず鳴り続けています︒鳴らして出

※寺務員に用事のある方にお願い︒

て営む法要は大恩ある先祖への報恩感謝の

ない時は︑暫くしてお掛け直しください︒

長の時代私学の校長会で︑校長の仕事は子

か︑昔の話しに花が咲いた︒前理事長が校

触れる機会が少なく︑自己中心的で︑社

の子供達も親も先生も︑精神的なものに

れは良かった﹂と前理事長︑私は﹁最近

する感謝の心の表現といえる︒日本人の生

るとともに︑子孫を守ってくれることに対

岸などの先祖供養の儀式は故人の冥福を折

再構築する良い機会ではないだろうか︒

自身の人生を見つめ直し︑充実した一生を

がいる︒社会が不況で混乱している今こそ

にあって始めて分かるものだ﹂といった人

ています︒

ますので︑携帯電話に繋がるようになっ

前二本の電話がお話し中でも話し中に

供の教育以前に家庭教育・親の教育をどの

活は︑先祖供養と深く結びついている︒そ

精神的荒廃が顕著になり︑人にもまれる

ようにしたらよいか真剣に議論したそう
会性に欠けた人が増えましたね﹂と続け

います︒

として︑内田上人に繋がるようになって

住職が電話に出ない時は︑第二転送先

住職が不在の時は転送電話にして外出し

※住職が不在の時のお願い︒

だ︒近年はモンスターペアレンツの問題も

れを想うと子供や孫を連れて墓参されるこ

お彼岸には家族全員で墓参しましょう︒

川端康成の小説に﹁写真﹂と題する短編がある︒

その関係で︑永く鳴らしていただく必

要があります︒

電話を掛けた時出ない場合には︑永く

鳴らし続けでいただければどちらかが必

ず電話に出てお話しができます︒

※ファックス番号は今まで通り︑

◇

◇

○四二−五五八−二六九三

◇

のでお気をつけ下さい︒

ますが繋がらない時は暫くしてお掛け直

※電話は二十四時間繋がるようになってい

し下さい︒

たちばな会館電話042‑550‑5868

ます︒

とや寺の行事を通じて︑わが家の精神生

電話番号は次の通りですが︑今までと変

活が知らず知らず身について行くものだと

４Ｑ４ｎｔｉｔ
︻十月十二日︵月︶﹂
十一時より報恩法要を厳修致します

わりません

に宗教的生活を取り入れて︑精神的なもの

思う︒祖父母が子供を連れ寺の行事に参加

お楽しみに・・・︒

に触れ︑親族全体が集まる機会を通じて大

していた時代があり︑世の中が多忙になっ

﹁子供の頃︑親に花祭りやお彼岸・お盆

勢の人と接することで社会性を養うよう働

た父母の代に寺の事は祖父母に任せ︑その

寺務員は毎日ＡＭ九時〜ＰＭ五時まで勣

:

などにお寺に連れて行かれ︑甘茶や甘酒

きかけるといいね﹂と前理事長が続けた︒

父母が高齢になり他界した今︑息子や娘が

務しておりますので︑誰もいないという

iS;SSllt
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などをご馳走になったが︑今は︑どうか

私は日頃考えていることを久しぶりに会

父母を弔い︑その息子や娘が家庭を持ち︑

一般寺務用

ね﹂と尋ねられた︒

った前理事長が話題にしてくれたことで︑

子供達を連れて墓参する傾向がみられるよ

︵九月二十日〜二十六日︶

りがするものと決められているかのよう

昔を思い出し新鮮な刺激を受けた︒

﹁私が住職になった頃は︑仏事は年寄

お弁当を用意しています︒家内安全︱
に︑家族連れでのお参りは少なかった︒

心であり︑先祖は我が生命のルーツだ︒誰

ことにより養われる社会性が欠落した現代

最近は︑世代交代が進み︑息子夫婦や娘
夫婦が親の葬儀の時喪主を務める傾向が

に大変良い傾向と思う︒﹁人生とは︑苦境

八月の下旬︑私が元勣めていた吉祥女子

−屋−−Ｉ轟−瀾匯−−ＳＩＩＩＩＩＩＩＩＩ瀾ＩＩＩ匯ＩＩ轟−置屋Ｉ瀾Ｉ

顕著になってきた︒そのせいか年々︑家

にでも先祖がおり︑最も身近な存在が父母

ことはありません︒

中学高等学校の先輩教諭が九十歳で亡くな

族で彼岸やお盆に子供を連れて墓参りを

であり祖父母だ︒法事をはじめお盆やお彼

うになった︒

った︒通夜の席に八十三歳になった前理事

する人が増えてきている︒﹂と答えた︒﹁そ

在りし日の故人を想い︑その成仏を順っ

商売繁盛の祈願も受け付けております︒

一

長が参列していた︒久しぶり・に会ったせい

二

た︒﹁何もお経をあげなくても︑日常生活

住職ひ ″｀ロ法諧︵纂十九︶

人

要約すると﹁主人公が雑誌の懸賞に応募し︑見事当選

る︒雑誌社から掲載に当たって︑顔写真を送るよう依頼された︒この主人公は写真嫌いで手元にはかつて恋愛していた時に

彼女と二人並んで撮った写真があっただけだった︒思いでの写真なので切ることを︼瞬ためらったが︑思いきって二つに切っ
た︒切り取られた彼女の写真を見て︑自分はなんてつまらない女に恋をしてたのかと思った︑更に︑切り取られた自分の写真
を見た彼女も︑きっと︑なんてつまらない男に恋をしたのかと思うだろう︒この主人公は︑更に︑もし仮に二人が並んで撮ら

こ

Ｘ１１
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あり︑うつ状態の教員や実際うつ病になり

−‑

休職している教員がいて大変な状況にある
と真剣に悩んでいる校長がいるとのこと︒
﹁子供の教育だけでなく︑家庭教育の他
教員の指導までがプラスされ︑本来の教育

︵ 十九︶

がし難くなった﹂と話した前理事長が︑

ｎ□な温和里人
嗅退 到哨

しか見ないで自分が一番正しく︑自分の一方的な主観だけを押し通そうとする傾向がある︒むかし︑ある人が一体禅師に︑﹁菩
︲
︲︲

ｆｚ︒ａ．︲︒ｓｌ

μメ

一れた写真がそのまま雑誌に掲載されたら︑分かれた彼女がなんて素敵な人だったんだろうと言って自分の所に帰ってきやしな

ども百年じは過ぎ¥='〜

随行とはどんなことなのか︑分かりやすく一口で教えてください﹂とお願い

いかと思った︒﹂と言う内容です︒一枚の写真でも切り離しただけで︑感じ方が違うということだ︒今︑我々は物事を一面的に〃

甘穴の間一の事は但 一 拓哩

一生かして自分が生きる﹂ということを肝に銘じ︑一体さんのいう︑菩薩の心索えを持ち人と接する事が大切だと思う︒
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人の生命などは短いものだ︒百年生
きたとしても︑永遠の生命からすれば夢
みたいなもの︑永遠に生きることは信仰
︵先祖供養を大切︶に生きることだ︒
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合︑人によっては人生を台無しにしてしま

ある︒ましてや覚醒剤などを使用した場

のことだが︑言動や行動にも注意が必要で

酒を飲んで車の運転を控えることは当然

ても︑予防接種をしていれば︑重度の症状

ください︒また︑インフルエンザにかかっ

受けないために︑マスクを着用して行って

でも︑病院に行く場合は他者からの感染を

い︒また︑インフルエンザの症状でない時

いをこまめに行うように指示してくださ

う意味で︑桂とはモクセイ科の植物の名称

は丹桂と呼ばれる︒丹とはダイダイ色とい

ている︒金木犀は日本での名称で︑中国で

は沈丁花︑夏は裾子︵くちなし︶といわれ

いるのではないだろうか︒ちなみに春の香

金木犀の香りを感じて秋の到来を知る人も

があり︑ふ
不ぜ
殺っ
生し
︑ょ
不う
倫盗ふ
︑ち
不ゆ
妄う
語と
︑う ふもうご
ふじやいん ふおんじゆ
不邪淫︑不飲酒の五つが数えられる︒

・

ふ｀萍４油１︑耶ぶ用１市川Ⅲ１１ポ１１１Ⅲ︒１Ⅲｍ剥涼印゛

﹇ｔＩｆ

本堂に向かって右側に約十メートルはあ

新型のインフルエンザは夏の日本でも︑爆

ろうかと思われる金木犀︵いんもくせい︶

ｈ塾

の時期から︑人の往来が激しくなり︑イン

が植わっている︒金木犀の花自体は小粒で

たり︑売 春や買 春などの邪心︵よこ

ｇ 早

フルエンザも多発すると言われていますの

可憐な花であり︑花を愛でるというよりも︑

必呉ｒ１出１ぷ出Ｊｍ⁝⁝⁝ぷ⁝⁝一１山山 Ｊ ︒Ⅲ１田︒ ︒田⁝出生服ｍｍｌｌ
ご

であるが︑これには若干の説明が必要であ

で︑この時期から十分な注意が必要となっ

発的流行を示しています︒九月になると夏

昨今︑世の中をにぎわしているニュー

ろう︒﹁酒は百薬の長﹂とも言われ︑適度

てきます︒学生がいるご家庭では︑家族の

休みが終わり︑学生が通学を始めます︒こ

スで麻薬など薬物に関する問題が深刻化

に飲めば健康を増進させるものであるが︑

その芳香を楽しむことが金木犀の良いとこ

飲酒とは︑﹁酒を飲むな！﹂ということ

しており︑若者にも影 響を及ぼしか

その量に問題があり︑酒に飲まれ︑自制心

ろではないだろうか︒香を知っている方は︑

うばかりでなく︑輯戚やまわりの人々にも

である︒ 金木犀は日本古来からの植物で

ｒ

谷

しまなこころ︶で行う行為のことである︒

ねない芸能界からの発生には看過でき

かたが感染する可能性が高くなりますの

多大な迷惑をかけてしまい︑利己的で︑感

にはならないと言われています︒

一

｜一

婆供養
祭 り
蘭延会供養
施餓鬼法要
婆供養
会式法要
ず︑また清純派を宣伝文句にしていたタ

で︑お子さんが帰宅したら︑うがいや手洗

不殺生は︑読んで宇のごとく生き物を

謝ある生活を送っている人とはいえないだ

じる︒

殺してはいけないことであり︑不倫盗と

ろう︒

﹄

たちばな会館電話042‑550‑5868

FAX042‑558‑2693

仏教では︑最低限してはいけない戒律

は︑他人の物を盗んではいけないことで

めヽ和歌や万葉

特に注意をしていただきたい方として︑

ある︒不妄語は嘘を言ってはいけない︑

持病をお持ちの方や︑妊娠している方は︑

︱

﹂疆謂鱗

はなく︑江戸時代に渡来した植物であるた
︱
− ︒ 一
誘惑にまけない強い心をもつことは大切

葉

不邪淫とは淫らな性交をしてはならな

早めに医師と相談しインフルエンザの予防

らず︑我々の生

なことだが︑強い心をもつためには︑人間

活に溶け込んで

い︑不飲酒とは酒を飲んではいけないこ

お▽人でお住まいの方は︑タクシー会社

いるが︑比較的

とである︒

の電話番号などもメモっておく必要が有る

に努めていただきたいと思います︒
ばならない分別を持つととが︑戒律なので

でしょう︒また︑夜間や休日診療を行って

として︑してはいけないことと︑しなけれ

皆さんはどれだけ戒律に背いているだ
ろうか？ ﹁生き物を殺すなかれ﹂と言

ある︒

新しい存在なの

・ｊ

ったところで︑牛︑豚︑鳥や野菜も生き
≒

である︒

r･:几

電話042‑558‑2663

発行賓清寺東京都あきる野市小川101番地

を喪った人間の行動には注意が必要なの

︱

である︒

Ｉ

レントの無責任な行動には憤りを感

ｊ

いる病院も知っていれば︑緊急の時に慌て

白土

物であることにはかわりなく︑直接的に
動植物を殺していなくても︑自分が生き

れていました︒それから八ケ月の月日がた

今年の一月号で︑新型インフル出ンザの

ちましたが︑日本人の性格でしょうか︑熱

間接的に殺生をしているのではないだろ

妄語とは︑嘘 偽りのことで︑他者

しやすく冷めやすいのか︑それとも危機管

お話しをしました︒厚生労働省のシュミレ

を欺いて自己の利益にしようとするこ

理が万全なのかわかりませんが︑今一度︑

うか︒他者を犠牲にして︑我々は生きて

とである︒似た言葉で﹁方便﹂がある︒

インフルエンザ対策を検討していただきた

ーションでは最大六十四万人の方が死亡す

これは他者に利益を与えようとする心か

いと思います︒

ごろから徐々に流行し始めますが︑今回の

例年ですと季節性のインフルエンザは秋

ら︑相手に理解しやすい方法を用いて使

いることを理解し︑感謝の心を持って生

■■㎜

るというとてもショッキングな報告がなさ

･:･:・㎜

活しなければならない︒

るためにそれらを食べているのだから︑

㎜
：

全
封
除
願
祭
守
守

裕

うことで︑嘘と方便とではその性格はま

邪淫とは︑ほかの婚姻者と淫行し

ったく逆なものである︒

｜
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宝清寺では︑花祭り︵潅仏会︶︑お盆
︵孟蘭盆会︶の施餓鬼法要︑日蓮聖人のお
会式を毎年盛大に厳修しております︒
このほかにも諸祈願や自動車のお祓い
や︑年忌供養・祥月命日供養・月命日供養
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お塔お孟花塔

小宗池龍松本身伊立釈家釈
拾祖上ノ芳尊延豆教尊祖尊
劈御御堡‰御法開降降涅
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等も行っております︒詳しくは寺務所まで
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一月月月月月月月月月月月
月
二
二
十十十十十 十十十 十十
一三八二七八七二九九六五
目日目目目目目目目目目目

ご相談ください︒
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