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2012 年度教化標語
世の中安穏なれ

新年あけましておめでとうございます

安穏
新井俊一師
「安穏」という言葉は親鸞聖人のお手紙に現れ、本願寺派は「世の中安穏なれ」を標語として
用いています。文字上の意味は「安らかで穏やか」ということです。「安穏」に関して、一昨
日の講義で梯實圓先生は興味深いことをおっしゃいました。
「安穏」には二つの異なった意味がある。一つはほとんど活動が行われていない死の静けさで
ある。もう一つは様々な活動がダイナミックに行われている中での静けさである。親鸞聖人が
「世の中安穏なれ」と言われたのは、死の静けさではなく、多くのことが起こっていて人々が
自分の能力を十分に発揮している状態の中での静けさと調
和を意味された。これはコマが高速で回転している時にコ
1 月の予定
マ自体はじっとして安定しているのと似ている。コマは回
っていない時にもじっとしているが、その状態では、コマ
1 日 10 時 修正会 元旦法要
2 日 事務所休み
はその本来の能力を発揮していない。
平和学の分野では、「平和」には二種類の平和がある、と
いいます。一つは積極的平和で、もう一つは消極的平和で
す。消極的平和とは、単に紛争がない状態を言います。表
面的には平和に見えますが、人々は圧政のもと自由に発言
できず、常に当局の監視の下にあるので、心中には統治者
に対して多くの怒りや憎しみを持っています。それに対し
て積極的平和というのは、人々が互いの相違を認め合い尊
重しあって、常に非暴力的手段で紛争の種をなくしたり少
なくしたりするよう努力している状態です。
親鸞聖人のお使いになる「安穏」は積極的平和と共通した
考え方です。現代日本語では「安穏」は個人の安心、安全、

8 日 10 時 家族法要
10 時 45 分 日本語プログラム
12 時 別院新年会・役員就任式
14 日 1-3 時 読経ウォーク・ショップ
3-5 時 英語セミナー
桑原浄信師
15 日 10 時 報恩講法要
10 時 45 分 日本語法要
桑原浄信師
22 日 10 時 家族法要
10 時 45 分 日本語プログラム
29 日 10 時 家族法要
10 時 45 分 日本語プログラム

苦労のないことを意味しますが、親鸞聖人は、人々が互いにつながり会っていることを認め合
う、世界規模の幸福と満足感を意味されたのです。だから聖人は「世の中安穏なれ」のあとに
「仏法広まれ」とおっしゃったのです。
新井先生に許可を頂き転載させて頂きました。
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。

新年の挨拶
シアトル別院輪番

カストロ・ドン

新年明けましておめでとうございます。2012 年の BCA の標語は「世の中安穏な
れ」です。私たちは同じ標語を親鸞聖人の 750 回大遠忌としてここ数年に亘り用
いてきました。 また今月の 15 日の報恩講でもゲストの桑原先生が 10 時からの
法要で親鸞聖人の一生をパワー・ポイントで紹介されます。
今この記事を書いているのは 12 月の 16 日ですので少々気後れがしますが新年に
皆様はこれを読まれると思います。この秋と冬はいつになく暖かいとおもわれませんか？これがまだそ
うでしたら雪が降るには暖かすぎますが、次のメモリアル・ホールのディスプレイ・ケースを「雪だる
ま」のテーマにしたいと考えています。「雪だるま」とは日本語で、“スノーマン”ですが実際には
「雪スノー」と「菩提達磨 あるいわ 達磨大師」です。達磨大師はもっとも有名な禅宗の開祖で
日本の民芸品などで大変有名です。達磨は願い事をする時に片目に墨をいれそれが叶ったらもう一
方の目をいれます。今年の新年の抱負を決めましたか？私は食べることに関しての抱負を決めまし
たそして達磨の絵の片目に墨をいれ冷蔵庫に貼ってあります。数年前には 8 月まで決意を通したこ
とがあります。
「雪だるま」ですが、禅画の中にある達磨の絵に添えられた文章に特に興味があります。いつか見た掛
け軸に「雪だるまは雪の積もりで出来ている。日が経つにつれ消えていく、でもどこえゆくのだろう？
同じように、私の人生も日々と年月の積もりである、日々が過ぎてゆく、消えてゆく、でもどこえ行く
のだろう？ たびたび私たちは考えます、「時間は何処に行ったのだろう」と。時は過ぎ去り、でもど
こえ？
私達の人生も走りすぎてゆきます、仏教は私たちにむつみあう仲間とやすらぎを下さいます。
阿弥陀さまの命と光は永遠で無量です。それは何時も、何処でも真実ということです。今年なにがあっ
ても、なにに向かっても、阿弥陀様はいつも貴方の心のなかにおられます。
ご多幸を念じて、合掌

第 65 回西北部仏教徒大会
スポーケンにて 2 月 17-19 日 2012 年
デボンポート・ホテルにて
基調講演：原田マービン師、オレンジ・カウンティー仏教会

桑原浄信先生の英語セミナーと読経ウォーク・ショップ
1 月 14 日 1-3 時 読経ウォーク・ショップ 3-5 時 英語セミナー
詳細は英語面に。
2012 年法事予定
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
2011 年
一周忌
2010 年
三周忌
2006 年
七回忌
2000 年
十三回忌
1996 年
十七回忌
1988 年
二十五回忌
1980 年
三十三回忌
1963 年
五十回忌

1 年目
2 年目
6 年目
12 年目
16 年目
24 年目
32 年目
49 年目

法事のご要望は別院事務所までご連絡下さい。206-329-0800．

「むかし、むかし」シアトル別院百年史 完成
著者： ロナルド・マグデン博士
別院の会費を納めている方に下記の予定で無料配布します。
1 月 8 日の新年会・1 月の日曜法要（15、22、29 日）時に別院玄関にて 9
時から 12 時まで。
なお、2 月からは一般の方に 25 ドルの寄付で配布します。
60 以上のインタビュー、365 ページ、294 の写真など満載しています。
2012 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、レジスターナースの各卒業予定者。 締め切りは 3 月 30 日 2012 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。
キャンプ・ファイアー
キャンディー・セールが 2 月 27 日に始まります。去年と同じチョイスです。
ミントパティー、アーモンド・クラスター、アーモンド・ロカ、P-ナットル、
トレイル・ミックス。ご支援に感謝します。

浄土真宗通信教育（英語）２０１２年春季生徒募集受付中
２０１２年度の浄土真宗通信教育生徒の申し込みを受け付けています。この人気のある２年制
コースはコンピューター・ベース、オンライン学習が中心で、仏教の促進、親鸞聖人の一生と
教え、お経と浄土真宗派の伝統、その歴史を学びます。
初学者とか、すでに浄土真宗を学んだ方に最適な機会です。生徒はブラジル、カナダ、ドイツ、
マレーシア、イギリス、日本ネパールやハワイと BCA から参加しています。
８０人以上の生徒が入学して仏教と浄土真宗の知識を広めています。コースの教師はミニスタ
ーとその道のプロフェッサーの１４人です。オープションの８月のウォーク・ショップが毎年

あります。詳細はウェブサイト: www.JSCC.cbe-bca.org にあります。また、申し込みもオンライ
ンで出来ます。申し込みは２月１５日―３月１日。
質問は浄土真宗通信教育事務所 2140 Durant Ave., Berkeley, CA Tel: 510-809-1441,
email: jscc@cbe-bca.org
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 2011 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。ありがとうございます。

婦人会便り
会長のメッセージ

八幡静江

２０１１年１１月２０日（日）婦人会総会にて新しく選ばれた理
事方が紹介されました。総会後、本年度の理事並びに名誉理事方
が馬場ジャネットと和田真知子両人によって準備された慰労会に
出席しました。和田真知子が１年間を通しての婦人会活動のスラ
イドショウを見せ、最後は福引で慰労会が終りました。
別院と合同で婦人会は敬老各入所者に贈り物としてクリーネックス一箱を配られました。その後カストロ
輪番により月例法話会が持たれました。出席された会員は、下記の方々です。桑原絹枝、中西清子、中野
順子、谷野テリー、田中リク子、前田ジュリー、川原律子、八幡静江並びに森ポールです。
婦人会寄附
英語欄をご参照ください。
１月行事予定
２２日（日） 午前１０時４５分
２９日（日） 午前１１時４５分

婦人会理事会議
婦人会キャビネット会議
通信書記（日）新保エツ提出

日本語法要・プログラム予定
１月１日（日） 日本語プログラム
１月８日 (日)
１月１５日 (日)

ビデオ法話 桑原浄信師「年中無休の無常の風」

日本語プログラム
報恩講法要

ビデオ法話

海野マーク師「お念仏の旅」

ご法話 桑原浄信師

１月２２日 (日)

日本語プログラム

ビデオ法話

宮地彰雄師「愛別離苦と救い」

1 月２９日

日本語プログラム

ビデオ法話

廣田デニス師「愚禿親鸞」

(日)

白河仏教会に於いてのセミナーの予定が英語面にあります。詳しくは wrbt.org かメールは
wrlink4goldenchain@comcast.net まで。

