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歓喜光に帰命せよ

親鸞と夢（２）
新井俊一師
前のエッセイに、親鸞が比叡山から下山して六角堂に参籠したのは、
法然のところへ行って教えを請うべきかどうかという問に対する何ら
かの答を求めたからだ、と書きました。親鸞は 20 年も励んだ天台の自
力修行からは仏果を得られない、という敗北感に満たされていました。
またすでに法然から教えを受けていた何人かの天台僧から、法然の専
修念仏の教えについて十分に聞いていました。法然に対する讃辞と非
難が渦巻く中で、六角堂に祭られていた救世観音から何らかの意思表示を求めたのでしょう。
残念ながら、親鸞が聖徳太子の姿で現れた観音菩薩の
言葉そのものは伝わっていません。親鸞の妻惠信尼が
娘の覚信尼に宛てた手紙にその言葉を書き付けた、と
いっていますが、その部分が欠落しております。大き
く言って、二つの観点があります。一つは(A)「行者宿
報偈」と呼ばれているもの、もう一つは（B）「廟窟偈」
と呼ばれているものです。
（A）
は次の通りです。
行者が過去の業の結果として女性と交わることがおこ
れば、私は玉女の身となって、あなたの妻となってあ
げよう。
あなたを一生の間、よく保護し育てて、臨終の時にな
れば、あなたを導いて極楽にうまれさせよう。
（B）
の大意は次の通りです。
私、聖徳太子は、救世観音の化身である。妻は大勢至
の、母は阿弥陀仏の化身である。私たちは末世の人々
を浄土に迎え入れるためにこの世に現れ、今、現世と
の縁が切れたので、浄土に帰って行く。三人の遺骨は
ここに残しておく。

7 月の予定
４日事務所休み
６日 10 時 家族法要
10 時 45 分 日本語プログラム
７－1０日 1４－1５日盆踊り練習
7 時半―9 時
1２日 1３日お盆墓地法要
詳細は３ページ
１３日 １０時 お盆・初盆法要
１０時４５分 日本語プログラム
1７日 1８日 6 時半 お盆ブース工事
１９日 ２０日 盆踊り 詳細は３ページ
2５－2７日ＮＷＹＢＬリトリート
2７日 10 時 家族法要
10 時 45 分 日本語プログラム
３日 1 時半 日系マナー法要
2２日 10 時半 敬老ホーム法要

優れた学者たちがそれぞれの立場で議論しておりますが、私見をいうと、（B）の言おうとしている
ことは、聖徳太子は衆生を救うためにこの世に現れた救世観音の化身であり、ここ(大阪府太子町に
ある頴福寺)に、聖徳太子とその妻と母の三人の遺骨が眠っている、という意味で、これによって親
鸞が法然のところに行くことを決心した、というのは苦しいところです。それに反して（A）は、そ
の表面の意味は、親鸞は将来、救世観音の化身である女性と結婚することになるだろう、
という予言のようですが、もっと深い意味があるようです。それは、親鸞の女性への欲求を肯定的
に承認し、将来の結婚が親鸞の仏道修行の妨げにならないばかりか、かえって仏道修行を前進させ
るものとなる、と言っています。伝統的に僧侶は女性との交わりを禁じられていました。女性との
性の交わりは僧侶としての誓いを破るばかりか、仏果の可能性を否定するものと考えられていまし
た。そして当時の宗教者の中では法然だけが「結婚している方が念仏の生活を易しくするなら、結
婚してもよい」と言っていました。おそらく親鸞はこのことをよく知っていたのでしょう。
というわけで、私は（A）の方が、親鸞が六角堂で聖徳太子から聞いた夢のお告げの内容だと思いま
す。おそらく親鸞もこの答えをすでに知っていたのでしょうが、彼の潜在意識から来る聖徳太子の
声が、親鸞をして最終的な決断を促したのでしょう。
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

チキンをひっくりかえす時です！ 2 月に行われたＢＣＡのナショナル・カン
セルの集まりでマス・小谷先生のご法話で「チキンをフリップしたり、婦人会の
方と言い争ったりしてない人は浄土真宗がわかっていない。出来てません！」彼
の言いたい事はお寺で活発にご奉仕する人は、そのコミュニティーがその人自身
のいいときも悪いときも見守ってくれ、同時に自分自身がもっと鮮明に見えてく
ると言う事です。
盆踊りはシアトル別院においての最大の催しです、また小谷先生の言葉を
実行する機械でもあります。これはファンド・レイズです。でも、これは
別院メンバーとしてお互いを知り合い、サンガとしての自分たちを見出す
機会でもあります。一つの目標にむかって皆で力をあわせるのがサンガの
基礎となり、盆踊りは目で見えるよい例です。盆踊りは夏の日差しの中よ
り大きい地域の人たちを招くパーティーです。ビッグ・パーティーです。
ですから、今年のお盆でも他のこと同様に、チキンをフリップして下さる
ように願います。貴方がどのことに興味を持たれても、お体に制限があっ
ても、何かの役が待っています。お盆コミティーにお礼申します。特にチェアーマンの浜川ロンとダン
スの先生グエン・フローレンスの指導に感謝します。また各サンガの皆様のご支援のも御礼申します。
お盆でお会いしましょう

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。

お盆の予定
盆踊り練習

7 月 7，8，9，10，14，15 日

（７時半―９時）

お盆墓地法要

7 月 12 日（土）
12 時 マウント・プレサント（クイーン・アン）
1 時 ワシントン・メモリアル（シー・タック）
3 時半 レーク・ビュー（キャピタル・ヒル）

7 月 13 日（日）
10 時 お盆・初盆法要―別院にて
1 時 エバグリーン・ワシャリ（ノース・ゲート）
3 時 サンセット・ヒル（ベルビュー）
シアトル盆踊り 7 月 19 日（４時-１０時）
お盆法要

７月 19 日

5 時半

白河仏教会お盆

7 月 26 日

タコマ仏教会お盆

8月2日

20 日

20 日（３時―８時）

4 時半

本堂にて

4-9 時
5時

婦人会便り
会長の挨拶

馬場ジャネット

交換留学生；交換留学生プログラム委員会は

二人の日本への留学
生を発表した。シアトル別院より ヤスコウチ ロージーさん、オレゴ
ン仏教会より 福永クリステイさん、のお二人で 米国仏教婦人会の代
表として選ばれました。この夏の留学期間は７月１６日〜２９日の２週
間で、この間、京都西本願寺を訪問し、大谷新門様夫人にお会いするこ
とになっています。北海道のホストファミリーでのホームステイも経験
することになっています。
ロージー、クリステイ おめでとう。

盆踊り；今年７月１９日〜２０日に催される、盆踊りの準備が始まりました。
婦人会では、餃子（新メニュー）とバラ寿司を調理販売することになりました。また、手芸品売り場で
は、ユカタ、ハッピ、踊り用の品、ネックレス、ブローチ等のアクセサリー等々、多様な品々を販売す
ることになっています。お手伝いできる方は、サインアップ シートに記名おねがいします。１シフト
でも２シフトでも結構です。よろしくお願いします。
踊りを指導してくださる方が、今年は二曲の新しい踊りを加えて下さるそうです。
盆踊りの練習は７月７日から始まります。

午年の今年の夏、“Bling-Bling rings, の馬をデザインした T シャツと 美味しい食べ物で最高の盆踊
りイベントになる事と思っています。

FBWA 会議；第４３回 FBWA 会議が、１０月１０日〜１２日２０１４年に

アービン、カリフオルニア、
ホテル アービン ジャンボリーセンター（Irvine
CA . Hotel Irvine Jamboree Center )で開かれま
す。「様々な仏教者の生き方」というテーマで、９人のそれぞれの異なった体験談や生き方を聴かせて
下さる事になっています。この会議は、南部地区仏教会会議、 南部地区ダーマスクール テイチヤー
ズ大会と合同で進行されます。
早くに参加申し込みをされた方は１５０ドルです。これは土曜日の昼食と夜のバンクエットを含みます。
この３日間の会議に出席ご希望の方は、和田真知子さんか、加藤 ジョイスさんに、詳しい事を御聞きく
ださい。

世界仏教婦人会大会；カナダ、カルガリーで開かれる世界仏教婦人会大会には、２１名の
SBBWA のメンバーの方が参加を希望されています。大会の日にちは５月３０日~３１日２０１５年です。
登録費用支払いの締め切りは１１月１日２０１４年、ホテルの支払いは２月１日２０１５年です。東西
のカナダツアーも準備してあります。詳しくは、和田真知子さん、加藤ジョイスさんに、お尋ねくださ
い。
合掌

７月
７月
７月
７月

行事予定
１３日
お盆 / 初盆 サービス
１９〜２０日 別院 盆踊り
２７日
SBBWA 役員会
通信書記（日)

寺田鈴子 提出

今後の予定
8月3日
9 月 20 日

原爆被爆者追悼法要
女性のセミナー ご講師：近藤みどり師（ヒロ別院）キャロル・オダウ師（ロングモ
ント仏教会、コロラド） シエラ・リー・ブレナー（精神衛生カウンセラー）
日本語のセッションはありませんが皆様のご参加お願いします。

2 月 13-15 日 2015 年

西北部仏教徒大会 シアトル主催
ベルビュー・ウェスティン・ホテルにて

紙面の都合で写真は英語面にあります。ジャネット馬場やサット市川の撮ってくださった写真です。い
つもありがとうございます。
日本語法要
シアトル別院では毎日曜日 10 時 45 分頃から日本語プログラムとして、日本語のご法話のビデオを見せ
て頂いております。30 分くらいです。いらした事のない方も気楽にぜひご参加ください。お待ちしてお
ります。

