き きょう しき

組報『ひかり』 号発刊記念法座
10
33 100

日︑
０号発刊記念法座が開催さ

会場に組報﹃ひかり﹄１０
が出席した︒

れ︑組内僧侶・門信徒 人

年３回発行︑ 年間積み重ね

日高組で昨年 月
12

11

蓮専寺︵日高町由良里︶を

記念法話の２部構成で行わ

記念法座は︑記念式典と

ている︒

なり︑現在の日高組を支え

順忍和歌山教区教務

修了者に対し︑中岡

進員養成連続研修会

式︒続いて︑第９期門徒推

で正信念仏偈をお勤めし開

修了したご門徒による巡讃

れた︒記念式典は︑連研を

は︑﹃ひかり﹄発行に携

営に当たったス タッフら

記念法座の参加者と運

い言葉でお取り次ぎした︒

願をできるだけ分かりやす

さんが︑阿弥陀さまのご本

愛大学准教授の佐々木隆晃

をしのび︑あらためて今後

所長が修了証を授与︒ わってきた先人方のご苦労

その後︑﹃ひかり﹄

の末永い発行継続を願うと

日高組では︑組内僧侶が
編集委員となり︑多くのご

１００号までの歩み

昨年

月 日︑鷺森別院

■チャリティーバザー

にできたことを喜んだ︒

門徒に組の教化活動につい

記念法話では︑相

ともに︑この日の法縁を共
１９８３年発行の﹃ひかり﹄第１号

が紹介された︒

励になるものを作ろうと︑

社会福祉の推進呼び掛ける

報恩講４日目の正午から︑

宗本願寺派社会福祉推進協

和歌山教区では︑浄土真

読売光と愛の事業団に寄託

１５円は︑社会福祉法人・

この日集まった８万１５

本堂の一角には教区内の

チャリティーバザーを開催︒

社推協が主催して恒例の
議会和歌山教区支部︵社推

僧侶︑門徒らが出品した衣

て使われる︒

どの社推協の活動資金とし

災害ボランティア活動﹂な

お祝い﹂や﹁被災地支援・

７３７６円︒﹁敬老の日の

この日の売上げは︑８万

バザー会場は活気を呈した︒

会の会員らは熱心に品定め︒

参拝奨励日だった仏教婦人

数多く並べられ︑この日が

類や食器などの生活用品が

され︑被災地支援事業や障

月１日の歳末助け

害者の福祉︑子どもの福祉

人が︑ＪＲ和
歌山駅中央口と和歌山市駅

業に活用される︒

などさまざまな社会福祉事
び掛けた︒

前広場に分かれ︑募金を呼

僧侶・門徒

の呼び掛けに応じた教区内

合い街頭募金では︑社推協

昨年

■歳末助け合い街頭募金

ティーバザーを行った︒

末助け合い募金とチャリ

祉への貢献を目的とした歳

協︶が中心となり︑社会福

和歌山教区が街頭募金とチャリ ティー バザー

27

１９８３年８月１日に組報
﹃ひかり﹄第１号を発行︒
以降 年間︑年３回の発行
を守り続け︑２０１６年
月に第１００号を迎えた︒
この間︑時代の変化とと
もに紙面のカラー化︑ご門
徒からの投稿記事やクイズ
を載せるなど︑読者が身近
に感じられるように編集方
針を見直した︒また︑ご門
みの

徒が自宅に居ながらお法り
を聞けるようにと︑各寺院

11

法座や研修会への参加の奨

て興味を持っていただき︑

11

日高組
連研修了者が巡讃し正信念仏偈をお勤め︵日高組蓮専寺︶

が文書伝道に活用できる紙
面へと変更が重ねられた︒
この編集に携わり試行錯

街頭で募金の呼びかけ

80

誤することが︑日高組の僧

12

33

侶らの研さんや交流の場に

54
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﹁諸行無常﹂とは︑この世

︵前ページから続く︶
り・おろかさの三つで︑こ

な煩悩は︑むさぼり・いか
けてくださっている仏さま

その願い通りにはたらき続

られない無明の存在である

とで︑自分本位にしか生き

本願を聞かせていただくこ

間に育てられるのです︒こ

そのように志して生きる人

まの真実に教え導かれて︑

として生きていくことで︑

それでも仏法を依りどころ

いはできません︒しかし︑

れのない完全に清らかな行

しん らん しょうにん

ぼん のう

れを三毒の煩悩といいます︒ です︒この願いを︑本願と

のことを親鸞聖人は門弟に

私たちは他者の喜びを自ら

さん ど く

界のすべての物事は一瞬も

ことに気づかされ︑できる

宛てたお手紙で︑﹁︵あな

の喜びとし︑他者の苦しみ

よく

親鸞聖人も煩悩を克服し︑ いいます︒我執︑我欲の世

限り身を慎み︑言葉を慎ん

た方は︶今︑すべての人び

を自らの苦しみとするなど︑

が

界に迷い込み︑そこから抜

で︑少しずつでも煩悩を克

とを救おうという阿弥陀如

が しゅう

とどまることなく移り変わっ

さとりを得るために比叡山
け出せない私を︑そのまま

服する生き方へとつくり変

つつし

年にわたりご修行に励
の姿で救うとはたらき続け

少しでも仏さまのお心にか

えい ざん

ているということであり︑
で
まれました︒しかし︑どれ

来のご本願のお心をお聞き

ひ

﹁縁起﹂とは︑その一瞬ご
とにすべての物事は︑原因

えられていくのです︒それ

のご本願ほど︑有り難いお

次第にさめ︑むさぼり・い

し︑愚かなる無明の酔いも

になるのです︒

杯努力させていただく人間

なう生き方を目指し︑精一

になり︑阿弥陀仏の薬をつ

の毒も少しずつ好まぬよう

悲を正しく︑わかりやすく

とに阿弥陀如来の智慧と慈

国の内外︑あらゆる人び

力紛争︑経済格差︑地球温

今日︑世界にはテロや武

たいと思います︒世界の幸

のできる社会の実現に努め

に心豊かに生きていくこと

じ

ねに好む身となっておられ

伝え︑そのお心にかなうよ

暖化︑核物質の拡散︑差別

せのため︑実践運動の推進

え

るのです﹂とお示しになら

う私たち一人ひとりが行動

を含む人権の抑圧など︑世

を通し︑ともに確かな歩み

ち

れています︒たいへん重い

することにより︑自他とも

界規模での人類の生存に関

を進めてまいりましょう︒

いますが︑これらの原因の

根本は︑ありのままの真実

に背いて生きる私たちの無

明煩悩にあります︒もちろ

とら

ん︑私たちはこの命を終え

ぐ そく

る瞬間まで︑我欲に執われ
ぼん のう

た煩悩具足の愚かな存在で

あり︑仏さまのような執わ

大谷

光淳

浄土真宗本願寺派門主

月１日

２０１６︵平成 ︶年

わる困難な問題が山積して

ひ

ご教示です︒

ぱい

かり・おろかさという三つ

せい いっ

ていてくださる阿弥陀如来

て存在しているという真実
です︒したがって︑そのよ
うな世界のあり方の中には︑
固定した変化しない私とい
うものは存在しません︒
しかし︑私たちはこのあ
りのままの真実に気づかず︑
自分というものを固定した
実体と考え︑欲望の赴くま
まに自分にとって損か得か︑
好きか嫌いかなど︑常に自
己中心の心で物事を捉えて
います︒その結果︑自分の

らの力では断ち切れない煩

思い通りにならないことで
悩み苦しんだり︑争いを起

慈悲はありません︒しかし︑ 方としては︑欲を少なくし

ひ

悩の深さを自覚され︑つい

て足ることを知る﹁少欲知

じ

こしたりして︑苦悩の人生

今ここでの救いの中にあり

ご

ね

ごと

しょうよ く ち

に比叡山を下り︑法然聖人

ほう ねん

から一歩たりとも自由にな

足﹂であり︑他者に対して

み

そく

ながらも︑そのお慈悲ひと

あ

あ

にょ

のお導きによって阿弥陀如

だ

れないのです︒このように

は︑穏やかな顔と優しい言

らい

すじにお任せできない︑よ

葉で接する﹁和顔愛語﹂と

そむ

来の救いのはたらきに出遇

ろこべない私の愚かさ︑煩

いう生き方です︒たとえ︑

げん あい

真実に背いた自己中心性を

われました︒阿弥陀如来と

悩の深さに悲嘆せざるをえ

ま

いわれようとも︑ありのま

それらが仏さまの真似事と

わ

仏教では無明煩悩といい︑

は︑悩み苦しむすべてのも

ません︒

む みょう ぼん のう

この煩悩が私たちを迷いの

のをそのまま救い︑さとり

つな

私たちは阿弥陀如来のご

ひ たん

世界に繋ぎ止める原因とな

の世界へ導こうと願われ︑

10

は例えば︑自分自身のあり

ほど修行に励もうとも︑自

ご親教を述べられる専如門主
（本願寺新報社提供）

や条件が互いに関わりあっ

20

るのです︒なかでも代表的
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～

月の催し

しゅしょう え

ご しょう き

１月１日 修正会・元旦会

日

回本山成人式

１月９〜 日 御正忌報恩講
１月
２月７日 如月忌︑住職補
任研修
２月８日 住職補任式
３月７〜 日 伝灯奉告法

〜 日 春季彼岸会

要︵第５期︶
３月
３月 〜４月４日 伝灯奉
告法要︵第６期︶

２月１日 ビハーラ和歌山

〜

日

第３連区門

委員会︵鷺森別院︶
２月

徒推進員実践運動研修会
︵大阪教区︶

第３連区青

２月４日 勤式講習会︵鷺
森別院︶
２月９〜 日

日

寺族青年連盟研

仏教婦人会連盟

門徒総代会組活

少年連盟委員会

第３連区ビハー

布教団連続法座

３月５日

第

期門徒推進

２月未定 坊守会︵未定︶

員養成連続研修会⑫︵西往

３月４〜５日 得度習礼講
習会︵鷺森別院︶︑第３ブ
寺︶

員養成連続研修会②︵光徳

１月 日 第３期門徒推進

ロック仏教壮年会連盟連絡
３月中旬

寺族新年会︵萬

日

第

期門徒推進

日

員養成連続研修会④︵正恩

１月

波︶

１月

︵慶圓寺︶

１月８日 第４回組内会

組実践運動推進

協議会︵京都︶

寺︶

仏教壮年会連盟

協議会︵万福寺︶

３月 日
理事会︵鷺森別院︶

寺族女性会新年

寺︶

１月 日
会︵未定︶

加茂組キッズサ

１月 日 実践運動人権啓

３月下旬

１月未定

組仏教婦人会連

組内会︵称念寺︶

盟総会・研修会︵教蓮寺︶

２月４日

日 組内会︵即生寺︶

総代会後期研修

発推進僧侶・寺族研修会

会・布教大会︵蓮専寺︶

２月

︵了賢寺︶

伝灯奉告法

３月４日 日高組﹁御同朋

３月９〜 日

要団体参拝第２班Ｂコース

侶研修会︵未定︶

２月５日 組実践運動推進

３月 日︑午後１時 分

高郡戦傷病没者追悼法要

■春季彼岸会・御坊市日

順忍輪番が年頭あいさつ︒

正信偈をお勤め後︑中岡

研修会︵大光寺︶

から春季彼岸会が勤修され

３月

日 日高組専如門主

伝灯奉告法要団体参拝︵本

願寺︶

３月

日 組実践運動推進

日 組会︵未定︶

２月

協議会︵日高別院︶︑懇親

会

御坊１００︶

月１日

︵本願寺日高別院 御坊市

悼法要を併修︒

御坊市日高郡戦傷病没者追

お勤めし︑藤真照師の法話︒

る︒本堂で仏説阿弥陀経を

寺・前坊守︶

３月５日 門徒総代会総会・ 吉田廣子︵和歌山東組正善

協議会︵円照寺︶

運動委員会︵即生寺︶

の社会をめざす運動﹂実践

日 伝灯奉告法要団

︵本願寺・山中温泉︶
３月

日 第３期門徒推進

参第２班Ａコース︵本願寺︶

３月

員養成連続研修会③︵西法

組実践運動推進
協議会︵教願寺︶︑和歌山

寺︶

２月４日

北組新年会︵未定︶

２月未定 寺族女性会例会

３月未定 寺族女性会例会

期門徒推進

日 第５回組内会
２月

︵慶圓寺︶

日

員養成連続研修会⑤︵正光
寺︶

２月

ンガ︵西福寺︶

１月１日午前
分ごろ︵除夜の鐘終

■元旦会
０時

了後︶から新年最初のお勤

期日未定 実践運動推進僧

︵専光寺︶
３月未定 組実践運動推進

期門徒推進

第

３月４日

第

寺族婦人会例会

２月中旬 門徒総代会研修

会︵法専寺︶

２月初旬 仏教婦人会役員

２月５日 組内会︵西往寺︶

︵会場未定︶

１月 日

員養成連続研修会⑪︵浄福寺︶

１月 日

協議会︵未定︶

年布教使研修会︵大阪教区︶ ︵教應寺︶

２月

日

修会︵日高別院︶
２月

日

清掃奉仕︵鷺森別院︶
２月

日

動推進事業︵西正寺︶
２月

日

︵鷺森別院︶
２月

日

ラ研修会︵鷺森別院︶
２月

︵鷺森別院︶
〜３月１日 門徒総

会︵万福寺︶

２月

代会役員研修︵京都︶

２月下旬 仏教壮年会研修

めである元旦会を本堂で︒

25

ポウ

３月４日 勤式講習会︵鷺

会︵浄福寺︶

30

１月 〜 日 寺族女性会

門徒総代会剪定

研修旅行︵台湾︶
１月 日

森別院︶

10

コウ

奉仕︵鷺森別院︶
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