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2９巻 1 月号
感謝の中に新春を祝う
―法灯をかかげて歩む五十年―
シアトル別院輪番 松林芳秀
輝かしい２０１０年の新しい年を迎え、シアトル別院門信徒の皆様
に心から新春のお祝いを申し上げます。新年が、皆様にとりまして良
き年であります様に念じ上げます。
私は１９５９年９月１日に、ハワイ本派本願寺教団の開教使の辞令
を拝命しました。以来、今日まで、法灯をかかげて歩み続けて五十
年の歳月が流れました。その間、ハワイ本願寺教団より米国仏教団、
そしてカナダ仏教団、再び米国仏教団の開教使を勤め、愈々来る７
月３１日付けで、米国仏教団開教使を引退することになりました。
米国仏教団の開教が正式に始められたのは、初代監督・薗田宗恵師と西島覚了師が、１８９９年（明
治３２年）９月１日にサンフランシスコに着任された時から始まります。浄土真宗のお念仏の教えは米国
大陸で、１１１年間に亘って護持相続されてきました。米国移民の初期より今日まで、幾多の困難を乗
り越えて布教伝道に携わってこられた開教使諸師並びに一般念仏者の力強い護法の念に新ためて感
謝させて頂きましょう。
薗田宗恵師は１８９９年８月１６日に日本丸で横浜港を、妻子や父上との愛別離苦の悲哀を感じつつ
出帆しておられます。薗田師は日記に「吾人は唯法の為に尽くすに在り。遠く離るるは素より覚悟の事
に候。況や等しく摂取不捨の光明界裡に往するを以って、更に悲しむべき事なかりき」と自らの悲しみ
を鞭打って、阿弥陀仏の光明に包まれて正法宣布の
念に生きる、力強い念仏者の心得を記しておられます。 1 月の予定
この精神こそ日本より渡米した全ての開教使の心情
と云えると思います。
1 日 元旦法要 修正会 10 時
シアトル別院会員で、当地で長年公立学校の教師を
事務所休み
勤めて引退された兼田美代子さんは、幼少時にカリホ
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この父母われにあればこそ
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今日の命があるものを
今、感激に泣きぬれて
我は立たん この土に
と、一世パイオニアの方々が子供のために力強く生きてこられた姿を称え、二世の子供達が奮起して
生きようとする決意が歌われていました。
私達が本当に力強い念仏者になるためには、正しく仏法を聴聞させて頂かなければなりません。その
聴聞の仕方を、蓮如上人は『御一代記書』第１５５に、「仏法には世間の隙（ひま）をかきて聞くべし。世
間の隙（ひま）をあけて法を聞くべきやうに思うこと、あさましきことなり。仏法には明日ということはある
まじき」と、聴聞は隙（ひま）があったら聞くのではなく、隙（ひま）が無くても隙（ひま）をつくって聞く様に
と諭しておられます。
私が以前に駐在していた南アラメダ郡仏教会の会員で、大きな花園業を営み、四つの貯蓄金融会社
を経営して大変忙しい方が、鹿児島に住んでおられる８４才の入院中のお母さんを見舞いに訪日され
ました。病院のベッドの側に行くと、そのお母さんが、「お寺にお参りしていますか？」と尋ねられたそう
です。息子さんは「忙しいからなあ」と云うと「忙しい、忙しいと云う前にお参りしなさい。お参りしてから、
忙しい、忙しいと云いなさい」と諭されたそうです。
これはまさに蓮如上人が仰せになった「仏法は世間のひまを欠きて聞くべし」という教示と同じ様な素
晴らしいお母さんのお諭しであると思いました。「忙しい」という字は“心（忄）を亡くす”と書きます。仏の
心、親の心、そして人の心を見失うようでは人生の真実を見失ってしまい、真の念仏者にはなれません。
お念仏のみ法に照らされて開教使人生５０年、それはハワイ本願寺教団、カナダ
仏教団、米国仏教団の尊い数多くの念仏者の方々に支えられて歩んだ半世紀でし
た。シアトル別院輪番を引退する２０１０年を迎え、輝かしいみ法の灯（ともしび）に照
らされ、感謝の中に心より新春のお祝いを申し上げます。合掌

８０千載一遇
沼田智秀著「いつくしみ」百八つのねがい より
「千載」とは千年のことで、長い年月をいいます。「一遇」とは一度の出会いということで、千年に一度し
か巡ってこないほどの素晴らしい状態や、また、そのようなまたとない機会を得ることを「千載一遇」とい
います。
私たちはすでに「千載一遇」のチャンスをいただいて、この世に生まれ、さらに仏法に遇わせていただ
いているのです。そのことを忘れて、人間に生まれたことに、何のよろこびを感じることなく、真実の教え
に遇うこともなく、この身を終えるようならば、あまりに悲しいことです。
仏教徒が、講義や法話の前に必ず拝読する「礼讃文」にも、
人身受け難し、今巳に受く。
仏法聞き難し、今巳に聞く。
この身今生に向かって度せずんば、さらにいずれの生に向って
かこの身を度せん
とあります。人身をいただいたということは、仏法を聞き、迷いの世界を出る
「千載一遇」のチャンスをいただいたということです。

二

別院会員のみなさまへ

田原 優

新年明けましておめでとう御座います。
年が明けると共に、シアトル別院は新しい理事長をお迎え致します。先月 17 日の理事会で森ポール
氏が理事長として選出されました。彼は年少時には日曜学校の生徒、また青少年佛教団（YBA）のメ
ンバーとして、そして成人してからは日曜学校の先生と学校長、壮年佛教団 （ABA）の幹部、宗教部
部長、別院理事、別院副理事長を歴任するかたわらお寺のあらゆる場所で奉仕を続けています。
私が二年前に別院の理事長職を拝命した際に、このお寺の現状から希望に満ちた明るい未来への架
け橋になる事を使命として努力致しました。
これからの別院役員の全員が 50 歳から60 歳のまでの年代です。現在のシアト
ル別院会員の過半数が 70 歳以上であることを考慮しますと、これは大変顕著な
事と思います。新しい役員達は年齢では若いかもしれませんが、お寺を運営する
ことでは経験も豊かであり有能な人達ですのでこのお寺をより良いものにしてくれ
るでしょう。
新しい別院役員及びに理事達に、皆様が私が理事長を勤めました過去二年間に惜しみなく下された支
援とご助言の程を、引き続き戴けますようにお願い致します。
皆様のお陰様で二年の任期を終えることが出来ました。心から感謝致します。

メディテーション セッション
毎日曜日朝 8 時 45 分―9 時半まで前輪番ハウスにてメディテーションがおこなわれ
ております。ぜひご参加下さい。
ABA ブレックファーストの写真が英語面にあります。ありがとうございました、お陰様
で大成功となりました。

２０１０年法事忌日
亡くなられた年
２００９１周忌
２００８ ３回忌 (死亡年を第一回とする)
２００４７回忌
１９９８１３回忌
１９９４ １７回忌
１９８６ ２５回忌
１９７８ ３３回忌
１９６１ ５０回忌 以後５０年ごと
ご法要のご相談は別院事務所まで連絡下さい。206-329-0800.
数々の美しいお念じゅがポーリンによって新旧のビーズより作られれました。別院にすべて寄付され事
務所にて販売されています。お尋ね下さい。
三

63 回西北部仏教徒大会 2010 年
2 月 12－14 日オンタリオにて。申し込み締め切り1 月 10 日。各団体の代表者にお尋ね下さい。付属
団体のない方は事務所まで連絡のこと。
バス：＄80 お寺の玄関のサインアップシートに記入のこと。チェックは別院宛で事務所に渡してくださ
い。バスは 2 月 12 日（金）朝６時出発。日曜日法要あとに帰り夜９時頃到着
予定。Seattlebetsuin.com 内の link to other sites, Idaho-Oregon Buddhist
Temple に詳細があります。
別院新年会
別院の新年会は 1 月 10 日 2010 年です。ティケットは 11 月 29 日より売り出
されます。早い目にお求め下さい。詳細は事務所にお尋ね下さい。
シアトル親鸞聖人 750 回大遠忌法要
1 月 15－17 日に報恩講と共に執り行われます。16 日 10 時より帰依式、その後
関係者による昼食会。17 日には小杭総長、大下ボブ輪番（サクラメント別院）、
松林輪番、カストロ先生による法要とお稚児行列、その後門徒の方たちへのラン
チ。週日は YAC リユニオンが別院であります。皆様のご参加をお待ちしておりま
す。
会員部より
今月も英語部に会費お支払いの方のお名前があります。この方々は 2010 年の
維持会費をお支払いになった方々です。70 才以上は$250（＄500 ご夫妻）、70
才以下は$300(＄600 ご夫妻)です。これは別院の維持に対しての最低額になり
ます。別院年会費は 9 月末が締め切りになり10 月からは 2011 年度の会費となります。ありがとうござ
います。
寄付への変更のお知らせ
今まではご寄付を頂いた時にレシートをお送りして来ましたが郵便代も値上がりし、その他の経費もか
かりますので今年からは４期に一度リストにして送ることになりました。毎 3 ヶ月ごとに一度、頂いた寄
付のリストをお送りします。キャンセルチェックが寄付の印と今もなっています。もしご質問などあれば
事務所まで連絡下さい。
別院クリーンアップ
11 月 28 日には大勢の方々が別院の大掃除に出かけてくださいました。掃除のリストが英
語面にあります。お手伝いの方々ありがとうございました。
スカラシップ
ハイスクールのシニア用、辻原スカラシップの申し込み用紙が用意されました。
4 人に各＄2000。大学生用、下紺まさる・みつまスカラシップは 3 人まで。1 人＄5000 ナースプラクティ
ッショナー、1 人＄5000 メディカルドクター、1 人＄3000 BS レジスターナースの各卒業予定者。 事務
所まで連絡下さい。締め切りは 4 月 5 日 2010 年 2 時半。

四

キャンプファイアー
1 月 24・31・2 月７各日曜日に恒例のキャンプファイアー・キャンディーを販売します。各ボックスは 5 ド
ル。地域のキャンプファイアー・プログラムに貢献されます。皆様のご支援に感謝します。
2 月の行事
7日
ボーイスカウトサンデイ
12－14 日 西北部仏教徒大会 オンタリオ・オレゴンにて 別院での日曜法要は無し
21 日
涅槃会 ペットメモリアル 菜食ポットラック
27－28 日 BCA 親鸞聖人 750 回大遠忌法要・晩餐会 サンホゼ（加州）にて

婦人会便り
会長のメッセージ

谷野テリー

別院メイントナンス部では８時間労働に依るお寺の清掃計画案を実施され、お寺の会員の多数が御奉
仕下さいました。その当日、新宅フランの指図の元に桑原絹枝、広尾好江、清水和美、瀬古ジョーン、
高島清子、谷野テリー以上の SBBWA 有志で昼食を用意して差し上げました。
2010−2011 年度の新役員に次の方々が選出されました。
会長 八幡静江、
副会長（E)馬場ジャネット、副会長（J) 和田真知子
記録書記（E) 加藤ジョイス、記録書記（J)無名
通信書記（E) 中野ジョーン、通信書記（J) 新保悦
会計（E) 賀久シズ、会計（J) 寺田鈴子
監査 為国フランシス、森久保キャレン
去る12 月 7 日、シアトル仏連（高野山、日蓮、シアトル別院）主催に依る恒例の成道
会法要が敬老ホームに於いて勤修され、導師 今中タイジョウ師（高野山）、司会 キャス
トル・
ダン師、法話 セダマン・カンジン師で御勤めされました。各お寺より代表焼香をなさりお寺からの参加
会員は、お焼香をなさる参列居住者のお手伝いを致しました。
常に多数の居住者が法要に参列され信仰と国籍を無視し、自らお焼香にと行動を移される様子には強
く感動させられます。当日、別院とSBBWA 会員より桑原絹枝、広尾好江、山口文、田妻巳代子、内田
まさこ そして 谷野テリーの方々が参加下さいました。上記の法要は、キャリフォニアでの BCA 会議
に出向かれる前、松林輪番に依つて編制されたプログラムでした。
・寄付感謝録

一般寄付は、英文寄付欄を参照下さい。

・１月行事予定
3 日 SBBWA 理事会議 午前 11 時 45 分開始
通信書記（日） 清水和美
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