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まことの人生を歩もう

浄土を語れる喜び
新井俊一師
以前にお知らせしましたように、ナグプール滞在中に生と死を
間近に見るという深い経験をさせていただきました。あの若い
女性の突然の自殺は、私の滞在した学園に関わる者全員に、
多大の衝撃を与えました。彼女の両親は、当然のことながら、
一人子の突然の死に深い悲嘆にくれているようでした。
ご両親に言う言葉もありませんでした。ほかの人たちも同
じ思いだったでしょう。私にできることと言えば、手を握
り、肩を抱き合い、悲しみを共有することだけでした。し
かし彼女の死から 10 日後、2 月 4 日に、家に行ってお別れ
を言うことにしました。二人は喜んで私を迎え入れてくれ
ました。私は法衣と経本を持って行きましたので、許可を
得て、『仏説阿弥陀経』を唱えました。彼女の両親と母方
の祖父が私の後ろに座り、最後まで私のお経を聞いてくれ
ました。そのあと、お経の意味を説明しながら短い法話を
しました。特に「倶会一処」という言葉を説明し、彼女は
先にこの世を去ったけれども、仏を信じる者は必ず阿弥陀
仏の浄土に生まれて、ともに会うことができる。それまで
は自分の命を生ききることが大切であり、それが彼女の命
を生きることになるのだ、と言いました。

4 月の予定

５日 10 時 家族法要
10 時 45 分 日本語プログラム
12 日花祭り法要
9 時 15 分 一般灌仏
10 時 花祭り法要
11 時 日本語プログラム（本堂）
11 時 45 分 花祭りランチョン
１９日 10 時 アース・デイ・春の音楽法要
10 時 45 分 日本語プログラム
この法話をしているときに、「あなたのお嬢さんはお浄土
２６日 10 時 家族法要 （ＤＳ無し）
に生まれたのですよ。そして仏の智慧と慈悲をいただいて、 10 時 45 分 日本語プログラム
またこの世にもどって苦しむ衆生を仏道に導くことになる
のです」と言える喜びを味わっていました。私たちには帰
２日 1 時半 日系マナー法要
るところがあることを、ことのほかに有り難く思いました。
１３日 10 時半 敬老ホーム花祭り法要
日蓮、高野山寺と共に
先生の略歴：相愛大学名誉教授、文学博士
１６日 1 時半 日系マナー法要
(ハワイ大学）、浄土真宗本願寺派教師。
２８日 10 時半 敬老ホーム法要

会長の挨拶

別院理事会

会長

森久保ゆきお

去る 2 月、カストロ輪番、カルビン寺田と私はサン・ディエゴでおこなわれたＢ
ＣＡの全米代表者会議に出席しました。また八幡静江もＦＢＷＡの会長として出
席しました。
下記が会議での主な議題でした。



 ＢＣＡの会長であるドクター・マツダ・ケント氏より会費収入を前年と同
額の 1.6 ミリオンで予算案が出され可決された。毎年会員数が減っているのでひとりずつの額は
2 ドル増え 109 ドルとなる。ＢＣＡの年会費はシアトル別院の全会員分を維持費より払われる。
いくつかのＢＣＡの法人規則を変える提案が提出され可決された。これはＢＣＡの特別委員会で
数年間に亘り見直してきた問題で、何年にも亘る修正などで変えられてきた規則の相違や矛盾に
ついて整理された。



会議では「エコー・サンガ」受け入れについての提案が可決される。これはすべてのＢＣＡの仏
教会で将来の世代の為と「もったいない」精神でエコーの行動と認識を推進する案でカストロ輪
番がこの案の原動力となられた。



3 人の評議委員が選ばれた。バークレイのすやまキャーレン、モントレイのおだラリー、ベニス
のベリー・ダイアン。

前ＢＣＡ会長の村上ロンが数年前に始めた活動を引き継ぎ、会議では今日、み教えをいかにシェアーし
ているかを学ぶ機会を持ち、各仏教会共通の問題を話し合った。その後 8 人の開教使の先生がたからの
ご法話をきいた。参加者はまた e-polling のセッションにてスマート・フォーンで質問に答えるやり方
も試した。
会議は全米の大小の仏教会の先生方やリーダーの方々と会い、学んだ事でとでも有意義な会議でした。
サン・ディエゴとビスタの会員にお世話になりました。カストロ輪番、カルビンと私はこの会議に皆様
の代表として出席できたことを感謝します。この会議についてのご質問がありましたらお知らせくださ
い。
合掌。

花まつりランチョン
別院メンバーと家族の方々に「花まつりランチョン」へご招待いたします。4 月 12 日 11 時 45 分にジム
にて。
ダーマ・スクールが食事の用意とホストをします。仏様の誕生日を皆さまとお祝いし食事を共に楽しみ
ましょう。
ワパト・ブディスト・ホールでの「すきやき」
3 月 1 日、恒例のワパト・ブディスト・ホールでの「すきやき」は今年 54 回目をむかえ前年にもまして
の好評であった。 ロン・イナバによると 1700 食のディナーが売れ、200 人のボランティアーがクリー
ン、飾りつけ、宣伝、ティケットセール、下準備、などすべてに奉仕された。ボランティアとダイナー
は近辺以外に、レッドウッド・シティー、カリフォルニア、シアトル、ウェナチ、エレンズバーグ、ト
ライシティー、ポート・オーチャード、スポーケーン、などから来られた。長年の行事でも今年がすべ
てにベストだった。売り上げはワパト・ホールと近辺の仏教会の運営費にあてられる。

＊たくさんの写真が英語面にあります。日本語面には紙面の数に限りがありますので英語面をご覧
下さい。

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。
ＡＢＡピンポン
ＡＢＡでは 18 歳以上の大人のピンポンゲームにご案内します。月 1 回ジムのステ
ージにて昼ごろから 2 時くらいまでに集まりましょう。皆さん気楽に来てたのしみ
ましょう。
女性のセミナー
第四回を迎える女性のセミナーは今年も 10 月 3 日に予定しています。その日をセーブしておいてください。今年
はトードー・インスティチュートよりリンダ・アンダーソン・クレッチさんを招いております。彼女は日本の精神療法で
ある森田療法と内観療法を教えておられます。また、シカゴ仏教会よりパティー・ナカイ師をお招きしています。
今からとても楽しみです。詳細はおって案内されます。今年も意義あるセミナーとするためにコミティーは色々な
アイデアを出し合っています。コミティーにて協力してくださる方はアイリーン後藤までお知らせください。
２０１５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４月６日２０１５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。
羽田信生師 （毎田仏教センター所長）によるセミナーご案内
日本語セミナー
5 月 2 日 10 時―4 時
英語セミナー
5 月 1 日 7 時―9 時
白河仏教会にて
新井俊一先生来沙のご案内
別院時報でいつもブログを載せさせて頂いております新井俊一先生が 8 月 2 日から 6 日までシアトルに
こられセミナーなどの機会を頂く予定です。楽しみにお待ちしております。

婦人会便り
会長の挨拶

馬場ジャネット

うどんファンドレイズ；１００杯以上のキツネうどん、そして、
スイーツトレイ（Sweets Tray )が、３月８日、ダーマ エクスチ
エンジのあと販売されました。仏教会メンバーの方々、本当にあ
りがとうございました。また、Wong-西リアーンさんをリーダー
に、川原律子さんと彼女のスタッフの方々、そしてスイーツをベ
イクし、お持ち寄りくださった方々の手助けで、夏休み期間中、
フリーランチの支給がなくお腹をすかせた子供 達の為に、と企画
されたこのフアンドレイズを成功裏に終わらせることができまし

た。SBBWA はこの売り上げの全額を ARCS と Denise Louie Education Center へ寄附することにしています。
皆様の御協力、感謝しています。
新入会員入会式と歓迎昼食会；本年は、例年よりも多くの方が新しくメンバーに加わってくださいまし
た。会員一同大変喜んでいます。４月２６日に、本堂での入会式の後、歓迎昼食会を開き、皆さんと一
同に親交を深めたいと思っています。一人でも多くの会員の方に出席していただき、新入会員の方々
共々、一層の親睦を深めしっかりとした婦人会の礎 を築き上げていきたいと思います。
私たちは仏教会やコミユ ニティへのサービス、又は面識を作りたいと思っている婦人の方々の入会を
募っています。詳しいことは、教会事務所の中野ジョーンさんにお尋ねください。
SBBWA 史実係；谷口明子さん、頭本トミさん両人は婦人会の史実係としてカメラを片手にいろいろな行
事、例えば新入会員入会式並びに歓迎昼食会、秋のメモリアルサービス、新年会、コンベンション、カ
ンフレンス等でスナップ写真を撮ってくださっています。彼女たちはそのスナップ写真によって私たち
の史実を記録しておられます。それは教会の掲示板にしばしば掲示されています。それらは SBBWA の歴
史として、活動の模様をファイルにし残されています。別院仏教婦人会の歩みは其れ等スナップ写真に
あるメンバーや行事によって語り継ぐことができます。
朝食を昼食に；第３回目の “朝食を昼食に”の ファンドレイズを５月１７日、ダーマエクスチエン
ジの後に計画しています。メニューは 卵、ソーセージ、ワッファー、御飯、その他、和洋折衷です。
婦人会のフアンドレイズに、御協力よろしくお願いします。
キッチンクリーンアップ；婦人会、１月、２月、３月、４月の当番グループの方々にはキッチンとパン
トリイの掃除をお願いします。期日は４月に予定しています。サーモン デナーの後のおおいに使われ
たキッチンのカウンターやストーブ、パントリイの整理などあらゆる場所をクリーンします。当番グル
ープの方々以外にもヘルプしてくださる方がありましたら、お手をお貸しください。よろしくお願いし
ます。
合掌
４月

行事予定

３月２９日
４月 ５日
４月１２日
４月１９日
４月２６日

婦人会
役員会
婦人会
理事会
花祭り
婦人会
役員会
新入会員入会式並びに歓迎昼食会
通信書記 （日）

5 月の予定
17 日 降誕会法要
24 日 スカラシップ授賞式法要
25 日 メモリアルデー法要 レークビューセメタリー
30－31 日 ＢＷＡ 世界大会 カルガリー

寺田鈴子 提出

