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音楽と仏法
新井俊一師
私はかれこれ１４年ほど歌の個人レッスンを受けていま
すが、先生のところから帰ると家ではほとんど練習しな
いので、いつまでたっても上達しません。私の先生は、
毎年秋に、自分のところに来る生徒のために大きな会館で発表会を開いてくれます。今年は１１月１４
日（土曜日）でした。全員自分の好きな歌を歌うのですが、大体クラシックの歌となるとイタリア語か
ドイツ語で、それに日本語の歌が少し入るのが普通です。私はトーマス・ハーディ作詞・ジェラルド・
フィンジ作曲の英語歌曲「今夜君のところへ行こう」と、島崎藤村作詞・弘田竜太郎作曲の「小諸なる
古城のほとり」を歌いました。
私の順番を待っている間、ほかの人たちの歌を聴いていましたが、その時はっと思いつくものがありま
した。その時に歌われている美しい歌の数々は、作曲家によって「作られた」のではなく、歌の方が自
分で作曲家の中に顕わになったのだ、ということです。おそらく作曲家は一生に一度と言っていいくら
いの霊感に打たれて、それを楽譜にしたのでしょう。そうい
った歌が、長く歌われ、時を超えて人々に愛されていくので
10 月の予定
す。
7 日 10 時 家族法要
釈尊は２５００年前の方ですが、その教えは人間の歴史の中
10 時 45 分 日本語プログラム
で、つねに何百万人という人たちに慕われてきました。涅槃
14 日 10 時 家族法要・子供法要
には入られる直前に釈尊は、「わが亡き後は、私が説いた法
10 時 45 分 日本語プログラム
を師として修行に励みなさい」というお言葉を残されました。
と言うことは、釈尊はこの世の肉体の拘束を離れて、時と空
21 日 10 時 家族法要
間を超越した法そのものになられたのです。
10 時 45 分 日本語プログラム
1 時 別院婦人会先亡者追悼法要
これを異なった角度から見てみましょう。釈尊が法を創り出
28 日 10 時 初参り法要
したのではなくて、釈尊を通じて法が顕わになったのです。
10 時 45 分 日本語プログラム
釈尊の教えは経として文字に書き付けられ、数々の祖師たち
によって伝えられました。しかし一人一人が法を深く聞いた
時、法の方がその行者に顕わになったのであり、師が弟子に
法を授けたのではありません。師の役割は、行者が法に出遇
い易いような環境を設定することだけです。行者が決定的に
法を聞く時、それは法が行者に直接顕わになったのです。親

4 日 1 時半 日系マナー法要
18 日 1 時半 日系マナー法要
23 日 10 時半 敬老ホーム法要

鸞聖人はこの法の働きを「自然（じねん）」と呼ばれました。師や弟子のはからいで法が明らかになる
のではなく、法の方が働いて行者を導いて行くのです。（2009 年 11 月 17 日火曜日）
先生の略歴：相愛大学名誉教授、文学博士(ハワイ大学）、浄土真宗本願寺派教師。

会長の挨拶

森久保ゆきお

秋は例年のごとくシアトル別院のメンバーシップを更新して頂くお願いの時です。
なぜ貴方はメンバーになるべきか？ここに 3 つの理由を挙げてみます。
最初に、シアトル別院を会員として支援することは、浄土真宗をシアトルおよび西北
の人たちに接する機会をあたえます。この地方に仏教を学ぶ所は多々ありますがシア
トル別院はその中でも最大で、最もその存在が確立された施設です。ですから、個人
や家族にとって仏法、特に浄土真宗を学べるということは大変大事なことです。あなたの支援がこのコミュ
ニティーに日ごとの意義を発見することを手助けします。
第二に、私はこれを強く信じています、貴方の支援が青少年をよく、幸せに導きます。生涯にわたる浄土真
宗信者として、お寺でそだった子供たちは大人になってもどってこないのが多数であると認めます。でも、
おおくはお寺にお参りしなくても浄土真宗信者であると思っています。お寺や家で家族と習った深い信心が
人生の苦をまえにし、いかに乗り越えるかを教えられました。
それに加えて、若者たちは自分たちの子供たちを連れて戻ってきます、そしてお念仏の生活に活発に参加し
ます。貴方の支援がお寺の一人の子供たちの人生をよくし、その子の将来の伴侶とその子の子供にまで影響
します。もし一人以上の子供への支援となればそれはどれくらいの値打ちがあるでしょうか。
最後に、シアトル別院を会費によって支援すると、貴方は“クール”だと断言します。この世の中サイドラ
インに立って人生を送る人がたくさんおられます、その人たちはスポーツチーム以外に支援することもなく、
そのロゴマークを着ています。でも貴方はちがいます、貴方は人生の進路を自分で決めることを知ってます、
よい人生は見識、慈悲、報恩で豊かになります、毎日の生活で流れてゆく光輝く物を追いかけるのではあり
ません。それが“クール”です。だからシアトル別院のメンバーシップを更新するべきです。
合掌、
初参り
お寺に初めてお参りする初参り法要が 10 月 28 日 10 時より営まれます。初参り参加
ご希望のかたは英語面の申込用紙に記入のうえ別院までお送りください。締め切りは
10 月 21 日。詳細は別院事務所にて 206-329-0800．
お稚児
今年のお稚児行列は 11 月 4 日の無縁法要にておこなわれます。参加希望のかたは廊
下の申込用紙に記入のうえ 10 月 21 日までに寺田イベットか別院事務所まで知らせて
下さい。

オライオン・ハウス食事奉仕
シアトル市のホームレス青年たちのために、個人またはグループにて計画をたて、食
事を提供するオライオン・ハウス・センター・プロジェクトは毎月第３金曜日に行われます。別院の各団体
や家族が過去 3 年に亘り奉仕しており感謝されております。これは私たちにとっても価値あるプロジェクト
です。皆さんの支援を願っています。今年は 10 月 19 日、11 月 16 日、12 月 21 日が必要です。又、来年のス
ケジュールもオープンです。
また食事材料の資金を得るために今年も「エンターテイメント２０１３」を販売しています。QFC, Top Foods,
American Airlines, Bartell Drugs, 映画, レストラン,お店など皆様の身近な所にも使えます。

ブックは＄３０で法要前後にお求め下さい。ご家族、ご友人、ご同僚などにもお尋ね下さい。直接の寄付も
感謝します。詳細は寺本マイクか別院事務所まで知らせてください。
ABA のマージャン
初心者も経験者でも歓迎です。ライブラリーにて 12-2 時、10 月 21 日、28 日。
ACRS“ウォーク・フォー・ライス”
シアトル別院では婦人会が中心となり 6 月 30 日のウォークに参加しました、下記の感謝の手紙を ACRS から
受け取りました。多大な寄付を送って下さった別院会員のご支援に感謝します。
「今年のウォーク寄付がついに 20 万ドルを超え新記録となりました。つい数ヶ月前には 18 万 8 千ドルをこ
えて皆興奮しておりました。皆様のご支援のお陰です。
ACRS のフード・バンクでは過去最多の人たちが援助を受けています。皆さんの支援と家族、友人、同僚、知
らない人までもに支援を呼びかけた原動力で多くの人が救われています。」

アジア系ミックス・バレーボール・リーグのお知らせ
別院では 3 チームがリーグに所属しています。11 チームがあります。10 月より 4
月か 5 月めで毎金曜日にプレーします。場所はブレイン・メモリアル・メソディ
スト・チャーチです。この目的は一時間の運動です。
プレーは“ミドル・セット”といい、ブロック、スパイクなし、オーバーハンド
のサーブなし、女性が一度はボールにタッチすること。ルールがあります。他の
プレーヤーに気を使うこと。別院のほかにバプテスト、日蓮、ブレインとフィリ
ピン各チャーチのひとが参加しています。
年令は 30 歳以上。男性は 45 歳平均で女性は 25 歳以上も参加できます。
10 月 12 日から始まります。連絡は事務所まで。

シアトル別院台所清掃
過去に於いて、シアトル別院仏教婦人会は別院台所清掃の責務を担って
来ました。台所の清掃は肉体的な重労働を必要とします。長く年月を経
た後、沢山の婦人会会員はこの清掃に加わることが困難に成ってきまし
た。いつも、男性の力強い援助を頂き、感謝しております。長い間、こ
の別院のパントリーと台所を清掃し続けて下さいました高齢者会員の責
務を軽くして頂く為に、別院への尊いご奉仕に参加して下さい。別院の
会員であれば何方でも歓迎いたします。どうぞ、宜しくお願い致します。
台所清掃は 2，3 ヶ月毎に計画されて来ました。次の清掃日が決まり次
第、紙上にてお知らせいたします。

11 月の予定
3 日 英語セミナー 今村 リョウ先生（ワシントン州オリンピア、エバグリーンステートカレッジ教授）
4 日 永代経・無縁法要・お稚児行列
25 日 家族ミュージック法要

婦人会便り
会長のメッセージ

馬場ジャネット

シアトル別院仏教婦人会の目標達成の為の継続的な努力：当別院婦人会はそ
の目標である、別院、サンガ、そして社会への貢献、奉仕達成の為、継続的
に数多い婦人会会員が貢献、奉仕に努力しておられます。
台所清掃：8 月 18 日（土）に １６名の婦人会会員と５名の男性が、誰かの
「台所がピカピカに光るほど綺麗」のコメントが聞かれるまで、長時間をかけて、この年２度目の台所清掃
をしました。綺麗で健康な台所を継続する為に別院会員の皆さんに清掃に参加することをお願いしておりま
す。下記の方々に台所清掃をして頂きました：道堂原ケン・芳枝、浜本アイリーン、川原律子、河本雅子、
真野アイリーン、森久保ユキオ、中村ジュデス、中野ジョーン、岡野トミ、大川ジェニー、柴田デニス、新
保ベン・悦、清水ダーリーン、新宅フラン、高島清、田妻美代子、梅田スザンと山崎ノリオ・美代子。皆様
お掃除有難うございました。
婦人会会員への奉仕：活動部は会員に新しい技術を学ぶご縁を常に寄与しております。先月田妻美代子によ
る精進料理の級が有りました。１０月１０日に堀川のりぎくによる炊き込みご飯の級、１１月７日に清水チ
ョウによるメデケーア最新情報の級を予定しております。興味有る方は事務所の向かいの用紙にサインアッ
プして下さい。
ウクレレ級：為国マスと助手の渋谷エミの指導するウクレレ級、日曜に集る、に１０名の婦人会会員と５名
の男性がお互いの友情を楽しみながら新技術を取得し、健康に良いと勧めております。もっと情報が欲しい
方は為国フランに連絡して下さい。
社会一般への貢献、奉仕：今年度は三度に亘って下町に有るホームレス青少年対象のオライオン・センター
に於いて、夕食を調製接待しました。毎月の第三金曜日に別院団体と交互して 40ー45 名の青少年に夕食を調
整し接待します。過去の冬季には婦人会会員の方々が、その青少年達の為に帽子やスカーフを毛糸で編みま
した。沢山の婦人会会員が一緒になって社会奉仕の為に尽力しておられます。
１０月行事予定
７日（日）午前１１時４５分 婦人会理事会議
１２日（金）米国仏婦連盟大会（12 日から 14 日迄の 3 日間）
２１日（日）別院婦人会先亡者追悼法要
２８日（日）午前１１時４５分 婦人会キャビネット会議
通信書記（日）新保エツ提出
エコニュース
簡単な事
シアトル・タイムスの教育ページに“シェード・グローン”コーフィー豆というのがあり、“動物にやさし
く”で木は切られません。木の陰になるコーフィーは育ちますが日が当たるほうが豆はもっと生ります、で
も木も動物、鳥などと共に守られるべきものです。コーフィーを買うときには“Shade Grown”を買って下
さい。
プラスティックのカードが送られてきますが、みなさんどうされていますか？コースター（客用ではありま
せんが）または、定規のようにつかえます。

