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201４年度教化標語

歓喜光に帰命せよ

神話と真実
新井俊一師
浄土真宗は神話の上に成り立っており、真宗信者は歴史上存在しな
い仏を崇拝しているのだ、という人がいます。ある意味ではそれは
当を得ています。私たちの所依とする聖典は『大無量寿経』で、そ
れは阿弥陀仏がいかに現れたかを述べています。この話を簡単に振
り返ってみましょう。
無数劫の昔、ある国王が世自在王仏の説法に感動を受けて出家し、
法蔵（法の蔵）と名乗ります。しばらくして法蔵は世自在王仏の前
に来て、世に最も勝れた浄土を建立したいけれども自分の能力を超
えているから、その方法を教えてほしい、とお願いをし
2 月の予定
ます。それで世自在王仏は二百一十億の仏土を眼前に現
して、それぞれの長所短所を説明します。法蔵はその後
2 日 10 時 ボーイスカウト法要
5 劫の間、思惟を重ねてついに、自分の浄土を建立する
10 時 45 分 日本語プログラム
ための 48 の願を建てます。それらの願の趣旨は、自分
7-9 日西北部仏教徒大会
の浄土はあらゆる形の悪・苦・争いがなく、自然に平和
ポートランド
と幸福がある、その国に生まれたいと思う者は、仏を信
9 日 10 時 家族法要
じて仏のお名前・南無阿弥陀仏を十回までも称えれば望
10 時 45 分 日本語プログラム
みが叶えられる、さらに、一旦浄土に生まれて仏の智慧
16 日 10 時 涅槃会法要
と慈悲に目覚め、この世で苦悩に沈んでいる衆生を放っ
ペット・メモリアル
ておけなくなる者は、もう一度この世に戻って衆生を救
10 時 45 分 日本語プログラム
う役目を果たすことができる、ということです。
11 時 45 分 菜食ポットラック
法蔵は無数劫の修行をした結果、これらの願をすべて成
17 日 事務所休み
就して、阿弥陀仏となりました。これが起こったのは 10
23 日 10 時 家族法要
劫の昔でした。このようにして造り出された浄土は時
10 時 45 分 日本語プログラム
間・空間の両方において無限である、ということになっ
27-1 日ＢＣＡナショナル・カンソル会議
ています。
ベルビュー
以上が阿弥陀仏とその 48 願の生起のお話です。確かに
ここに話されていることは、毎日の生活の中で起こるこ
とではありません。劫という時間の長さは私たちの想像
を超えています。法蔵が打ち立てた浄土は簡単には信じ

6 日 1 時半 日系マナー法要
25 日 10 時半 敬老ホーム法要

られません。分析的にいうと、劫という長い時間は、憎しみ・執着・悪・嫉妬・悲歎といった汚濁
と苦悩に満ちたこの世と、それらの影響を全く受けない浄土との間の大きな懸隔を表しています。
この大きな時間はまた、
私たちの世間的な願いと仏の高遠な願いの違いを表し、私たちの凡々たる努力と、仏の超世間的な
努力の違いを表しています。最終的に、この話が言おうとしていることは、阿弥陀仏の名前・南無
阿弥陀仏は、私たちを救うために超世間的な努力によって積まれた仏の徳を運んでいるものだ、と
いうことでしょう。
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

次の 2 年間に何を達成したいと思われますか。理事会と役員の新任期にあたり
これはとても大切な質問です。
明確なことがいくつかあります。―、堅実な宗教プログラムの確立、ダーマ・
スクールとユースのプログラムを維持するこに焦点をおく。―、サーモン・ディ
ナー、お盆などのファンドレイズを維持する。―、今年のナショナル・カウンセ
ル会議と来年の北米仏教徒大会を主催・支援する。これらのことは皆様の引き続いてのご支援をおねが
いします。
その他のことはすこし明確ではありません。―、何か新しいことが出来るでしょうか？何か新しいこ
とに投資できるでしょうか、そして何を後にまわすか？私たちの真の目的の為にそれをいかに決めるの
でしょうか。
ここに、リーダーとして、そういう議論から私たちが麻痺してしまわないように守る必要があります。
わたしたちは重要な岐路にいます、多くの問題があります。別院としてはいま将来に向かっての明確な
進路を計画するときです。
私たちには利点がたくさんあります。活気のある、活動的な町に住んでいます。先人のお陰でいい建
物と資源に恵まれています。そして、地域や会員からの支援があります。でもまた私たちにはチャレン
ジもあります。多くのことが少数にのみよってなされています。島国性傾向を締め出しもっと皆に参加
してもらう姿勢を推進しましょう。そして古代の仏法の知恵を現在のモダンなアメリカの生活に合うよ
りよき道を探すことが必要です。
これらのチャレンジを乗り越えるのに貴方は何かお手伝いができますか？行動を起こしましょうー小
さなことでもー今年に。貴方のご存知ないメンバーと知り合ってください。多くの縁の下ボランティア
の一人に感謝を表してください。お気に入りの企画にご寄付下さい。ボランティアでご奉仕しましょう。
別院は貴方の時間とご支援の値打ちがあります。私たちは励ましたり助言したりします、教育し保護
します。そして青少年に重要な価値を教え、友情を育み、仏法を勉強し修行する方々のための場所を維
持します。皆様のご支援、ご協力で会員、子供たち、孫たちその次の世代のおいてもの人生を豊かにす
ることが続行できます。ご支援なき時にはそれはできません。お願いします。合掌。
セーフティーについて
ここ数ヶ月別院付近では盗みなど、特に車への破損、徘徊がおおく発生しています。これらの出来事
は日中にも起こっています。別院では付近の方々やイースト警察署と一緒にこの問題に取り組んでいま
すが各自も注意して下さい。
別院に来られる時は十分気をつけて、明かりの下に駐車し、車はロックする事。車内に物を置かない。
不審な行動をみたら９１１に電話する。車の徘徊者に対する注意がシアトル警察のニュース・レターが
ウェブにあります。www.seattle.gov/police/prevention/newsletter/CPTnewsletter121.pdf

ダーマ・スクール・ポットラック・ペットメモリアル
2 月 16 日涅槃会法要後にはダーマ・スクール主催の菜食ポットラックがあります。
皆さん参加されますように。また菜食の一品をお持ちください。べーク・セール
もありますので寄付も受け付けます。
当日はまたペット・メモリアルでもありす。詳細は事務所まで。
タオルの寄付
オーディトリアム・マネージメントでは古いタオルの寄付を呼びかけています。
（通常で、一回切ではありません）ジムの床の一部的な汚れの掃除に使います。掃
除には特別な清掃剤を使うので一回きりで捨てないといけません。階段下に箱があ
りますので使い古しのタオルを入れてください。
また、キッチンでディシュを拭くのに使うタオルも減ってきてます。使ったタオル
は家へ持って帰り洗って下さいますがその間タオルが少しになります。パンツリーに入れて下さい。ご
協力感謝します。
2014 年ご家族法事予定
故人の面影をしのび、感謝すると共に、故人の命日を縁として、家族が仏法に触れる機会です。
亡くなった年
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一周忌
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七回忌
6 年目
1982 年
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法事のご要望は別院事務所までご連絡下さい。206-329-0800．

十七回忌
二十五回忌
三十三回忌
五十回忌

16 年目
24 年目
32 年目
49 年目

2014 年別院スカラシップ
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。
大学生用、下紺まさる・みつまスカラシップは 3 人まで。ナースプラクティッ
ショナー、メディカルドクター、レジスターナース、エンジニアー、コンピュ
ーター・サイエンスの各卒業予定者。 その他のテクニカル、理数系なども考
慮されます。これは一度きりのグラントです。
高校生、大学生の父兄が現別院会員である規定です。締め切りは 4 月７日 2014 年 2 時半に事務所まで。
詳細は事務所を通して賀来シズまで、206-329-0800。
会員部より
別院維持会会員の年度会費は 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。分割でも払えます、事務所までお申し出下さい。今年
分の会費をお支払いになった方のお名前が英語文にあります。

婦人会便り
会長の挨拶

馬場ジャネット

新年会とメニュー：年末より年始にかけ私たち婦人会は料理部長の川原
律子さんと共におせち料理弁当のメニューに含まれていない 煮豆（ま
めに働ける健康な体）きんぴらごぼう（ごぼうの様に大地に根を下ろし
安穏な日々が送れるように）を造りパーティのそれぞれのテーブルに饗

応し出席の皆さんに喜ばれた。料理部の皆さん、桑原絹江さんをはじめ婦人会の皆さん、お忙しい中
お手伝い有難うございました。
報恩講：恒例の にごめ ( 広島、京都地方の野菜の煮物 ) とぜんざいがお参り下さった皆様におもて
なしされた。料理部の皆さんにはお忙しい中度々のお手伝い本当に感謝いたしております。
西北部仏教徒大会：第６７回西北部仏教徒大会が２月７日～９日にオレゴン州のシェラトン ポートラ
ンド エアポート ホテルで開催されます。カストロ輪番をリーダーに婦人会のメンバーも２４名の方
が参加されます。土曜日(２月８日)朝
NW BWA 代表者会議と 日曜日(２月９日)朝 NW BWA
総会がプログラムされています。他の西北部仏教婦人会との交流を楽しみにしています。私たちシアト
ル婦人会は 日本食、台所用品等メンバーの方に寄付頂いた品で富くじ籠をつくり大会へ持参すること
にしています。
お内陣のお世話：竹田ハルソ、園枝ご夫妻には七年以上に渡りお内陣のお世話を頂いてまいりました。
毎週ケントのご自宅からお掃除に来ておられます。ローソク立て、ガラスプレートのお磨き、流れたワ
ックスのクリーン、カーぺットへのバキューム等に加え納骨堂のクリーンも手がけておられました。し
かし、ご健康上の理由でこの度このお世話を辞退されたいとのお申し出がありました。教会に於いて欠
かす事の出来ないお内陣の清掃、何方かお世話くださる方を探しております。
婦人会会費：２０１４年度の婦人会会費を徴収しています。会費は１０ドルです。チェックでお支払い
下さる方は支払い先を SBBWA としてください。それから、私たち婦人会では新入会員を募集していま
す。どうぞ仲間に加わって下さい。今年の新入会員歓迎昼食会は４月２７日に予定しています。
今年も実りのある忙しい年になりそうです。昨年同様 メンバーの方々のご協力とご助力をよろしくお
願い致します。
合掌
２月の行事予定
２日
７～９日
１６日
２３日
２６日～３月１日

婦人会役員会
西北部仏教徒大会
ダナ.デー寄付
婦人会理事会
ナショナル カウンセル会議
通信書記（日）寺田鈴子 提出

Kazumi Shimizu, Masako Kawamoto , Akico Taniguchi preparing for kinpira for New Year Party.
Masako Kawamoto & Kiyoko Nakanishi enjoying a coffee break.

