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まことの人生を歩もう

『伝灯奉告法要、
始る』
関谷沙羅師
2 年前の 2014 年 6 月 6 日、親鸞聖人から数えて第二十五代となられる専如ご門主様が法統継承式と
いう儀式にて浄土真宗の法義の伝統を継承されたことを表明され、新しいご門主になられました。
そして、いよいよこの 10 月からは、法灯が伝えられたことを仏祖の御前に奉告する法要がご修行に
なります。法灯とは親鸞聖人が明らかにされた真実の教えのことで、これを確かに受け継がれたと
ご奉告になるのです。
10 月の予定
伝統奉告法要が前回勤まったのは第 24 代即如宗主の
1980 年で、36 年振りとなります。その前の第 23 代勝如
宗主は 1933 年に受け継がれ、83 年前のことです。前回の
２日 10 時 家族法要・子供法要
法要時に日本に行き、参拝されたメンバーの方もいらっ
10 時 45 分日本語法要
しゃることでしょう。
7－9 日米国仏教団婦人会連盟大会
この度は、ここシアトル別院のツアーとして、現時点
９日 10 時 家族法要 日本語法要なし
で 18 人が参拝される見込みです。1 期を 8 日間として、
10 日 9 時半 日本語セミナー
10 期勤まる内、私達は第 6 期にあたる来年 2017 年の 3 月
31 日に法要に参拝の予定です。
先立ってこの 10 月 1 日から、第一期が勤まろうとして
います。法要は 14 時から行われますが、聞くところによ
るとなんとも珍しい貴重な法要になるようです。という
のは、ご門主様が法要の導師をされるのですが、本願寺
の阿弥陀堂・御影堂の両堂で同時にお勤めが始まり、ご
門主様は途中でお堂を変わられて、両堂にて御出仕にな
るとのことです。これは現地で実際に目にしてみないと
想像するのも少し難しいような、貴重な機会になるかと
思われます。
お勤めは、このたび治定となった『奉讃伝灯作法』が
用いられ、散華(念佛)、正信念仏偈(依経段)、正信念仏
偈(依釈段)、念仏和讃、回向句、拝読文、という次第に

ワンドラ睦師 オレンジ・カウンティー
11－22 日 関谷先生バケーション
１６日 10 時 初参り法要
1０時 45 分 日本語プログラム
2３日 10 時 家族法要
10 時 45 分 日本語法要
3０日 10 時 家族法要
10 時 45 分 日本語法要
６日 1 時半 日系マナー法要
２０日 1 時半 日系マナー法要
2５日 10 時半 敬老ホーム法要

なっています。
法要期間中には沢山の行事に加え、夜間特別公開、梵鐘体
験イベント、本堂での結婚式、謎解きゲームといった、本願
寺初となるイベントも多数企画されました。国宝の飛雲閣や
書院の特別公開やお茶会もあります。飛雲閣はこの法要期間
が終了する来年の６月以降は長期間の修復期間に入ることに
なっていますので、この期間中に見ていただきたいものであ
ります。
新しい試みも目白押しの法要期間。それは専如ご門主様が、
これまでご縁のなかった方々も含めてより多くの皆様にぜひ
参拝していただき、お念仏のみ教えが広く伝わることを、切
に願って下さっているからでありましょう。ご門主様は現在
39 才でいらっしゃいますが、大きな宗教団体を率いられるお
立場の方が 30 代でいらっしゃることは非常に珍しいことで
す。この 2 年間、日本全国約 60 ヶ所を回られる中では、年
齢としてはお若いご門主様であられながら様々なことに精通
されていらっしゃり、そしてとてもお優しいと、接点を持た
れた方々は思わず感激の声を上げていらっしゃいました。ま
た、子供達が大好きでいらっしゃり、積極的に多くの方々と関わってくださっています。そんなご
門主様の魅力をぜひより多くの方々に知っていただきたいと、関係各所で心を尽くして行事をまと
められてきたことがこれらの画期的
な行事に感じ取れます。
阿弥陀堂に 500 人、御影堂 1500
人と、非常に多くの方々が参拝予定
です。事前申込みされていない方々
にも来ていただけるよう席を設けて
いるそうですので、是非この期間中
に日本に行かれる方は足をのばして
みてください。全体として 20 万人
のご参拝が見込まれています。
私たち浄土真宗のみ教えを仰ぐ者には、距離を隔てても、時代を隔てても、同じみ教えをいただ
く者として繋がっている、共にある御同朋御同行、という感覚があります。そんな阿弥陀如来様、
親鸞聖人にいただいた深きご縁をよろこびながら、現場にいる方・いない方も同じく心を合わせて、
ご門主様のもと、一緒にこの伝灯奉告法要を盛り上げて、新たな時代に確かなみ教えが、アメリカ
も含め広く伝わっていくことに皆で携われていけたらと念じております。南無阿弥陀仏

ダーマスクール・キューポンブック
ダーマスクールのプログラムに活用される費用としてキューポンブックが売り出されます。各ブックは
25 ドルでレストラン、ミュージアム、アトラクション、スポーツイベント、グロサリー、トラベル、レ
ンタカーなどいろいろな場所で使え 2 回ほど使えば本代になります。一年間有効。ブックは日曜日にお
寺で売り出されます。

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。
カストロ先生リタイアメント
先生のリタイアメント祝賀会が 11 月 20 日にあります、先生の別
院での思い出を集めています。カストロ先生によって結婚された
方々の写真がありましたらアン・オックスライダーか別院事務所
までご連絡ください。またリタイアメント・パーティーも計画さ
れています。出席希望の方は申し込みが必要です。別院事務所ま
でご連絡ください。
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シアトル別院 日本語セミナー
10 月 10 日（月）9 時半
ワンドラ睦師 オレンジ・カウンティー仏教会常任
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婦人会便り
会員の皆様、秋も深まりましたがいかがお過ごしでしょうか。この記事がみ
なさまのお手元に届くころには米国仏教団婦人会連盟大会も始まろうとして
います。
今秋のスケジュールの計画に忙しくしております。
別院婦人会先亡者追悼法要
10 月 30 日（日）1 時より、先 亡者追悼法要の用意が進められています。婦
人会にとってのこの重要な法要は、当日本堂にて営まれます。この日はカス
トロ輪番によるご法話をいただきます。ご家族の方には、亡 くなられた方のお写真を、法要の間、スク
リーンに御遺影を映し出すようにしています。こ のスライドに御遺影を加えたいと思われるご家族の方
がありましたら教会事務所までお写真をお送りく ださい。写真の送り方について、デジタルで送れる場
合は office@seattlebetsuin.com まで、先亡会員名、貴方の名前、電話番号を添えてください。デジタ
ルの写真がない場合はカラーか白黒の写真を別院の事務所まで郵送してください。10 月 24 日までに到
着しますように。コピーした後お写真はお返しします。詳しいことをお知りになりたい方は、事務所
（２０６） ３２９−０８００ にお電話ください。
婦人会理事選挙
投票用紙と説明の手紙が届いていると思います。10 月 16 日が締め切りです。18 名を選んでください。
当日消印か別院事務所に持ってきてください。その後の分は無効になりますのでお気を付けください。
婦人会の未来のためにもぜひ投票してください。私達の婦人会を助けていただける有能な方々がおられ
ます。

カストロ輪番のリタイア・パーティー
先生のリタイア・パーティーは 11 月 20 日に予定されています。参加するには申し込みが必要です。事
務所までお尋ねください。せんせいは 30 数年にわたり私達の喜びや苦しみ、悲しみを共にしてください
ました。先生の最終日は今年末です。
総会と慰労会
婦人会の総会は 11 月 27 日に予定しています。一年間の活動報告や会計報告がされます。その後理事会
の慰労会があります。
婦人会会員人名簿
来年の名簿の用意を始めました。電話番号などが変わった方はお知らせ下さい。またお友達で電話及び
住所の変わった方もお知らせ下さい。
婦人会へのご質問、ご意見などをお寄せください。
和田真知子、富田ー加藤ナイナ 共同会長
ウィステリア・マナー
ウィステリア・パークの横にあるアパートは別院とは別の団体ですが理事は全員が別院メンバーで構成
されています。3 年間の任期で、新しい理事メンバーを募集中です。1 年に 4 回ミーティングがあります。
別院の維持会メンバーであることが条件です。ハウジングとかデザイン、経理、建設、などに興味のあ
る方でご奉仕できる方はケン久保田まで連絡してください。事務所で連絡先をお尋ねください。
初参りのご案内
初参りは赤ちゃんが初めてお寺に参って祝福をうけ、如来様と先祖にご報告するため、尊前で喜びの式
をいたします。 ことしの初参り式は 10 月 16 日 10 時より執り行われます。幼児に限らず何歳でも参
加できます。申 し込み用紙に記入の上 10 月 10 日までに別院事務所まで送られるかお持ち下さい。ダ
ーマ・ スクールから詳細を連絡します。ご質問は別院事務所 206-329-0800 まで。
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