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まことの人生を歩もう

無常
新井俊一師
前回、12 年間習っていた歌の先生と突然けんか別れした話
をしました。このような小さなことからこんなに短時間に
破局が起こり、今でも自分の馬鹿さ加減にあきれています。
しかし時間は後戻りしません。一度やったことはやり直し
がきかないのです。このレッスンを胸に、私はまた前を向
いて歩き続けます。
しかし私はほっとしているところもあります。一つの人間関係から解放されたのですから。どんな
人間関係でも束縛の面があります。相手の人との距離によって、その関係を維持する努力をしなけ
ればなりません。おそらく人生で最も緊密な人間関係は、家族との関係でしょう。もっともいつも
そうだとは限りませんが。
7 月の予定
人間は一人では生きられません。いつも他者との関係におい
て生きています。しかしその関係が時には苦しみの原因にな
ります。だから一つの関係の解消は一種の解放になります。
去年私の妹が亡くなったとき、私はその別れが悲しかったで
す。しかし解放感も持ちました。彼女の容態を心配すること
や、自分の力の及ぶ範囲で彼女を少しでも楽にしてやらなけ
ればならないと思うことから解放されたのです。私はまた、
彼女が苦しみから解放されたことに喜びさえおぼえています。
無常は否定的な意味ばかりではなく、同時に肯定的な意味も
持っているのです。

３・４日 別院・事務所休み
５日 10 時 家族法要
10 時 45 分 日本語プログラム
６－９日 1３－1４日 盆踊り練習
7 時半―9 時
１１日 1２日お盆墓地法要
１２日 １０時 お盆・初盆法要
１０時４５分 日本語プログラム
1６日 1７日 6 時半 お盆ブース工事
１８日 １９日 盆踊り
2４－2６日 ＮＷＹＢＬリトリート
2６日 10 時 家族法要
10 時 45 分 日本語プログラム

私の母方の祖父は魚釣りが好きで、釣り具をたくさん持って
いました。そのために、家はいつもものが溢れていました。
義理の叔母（祖父の息子の嫁）が私にこっそりと「おじいさ
んが行かんと、あかんねん」と言いました。おじいさんが死
なないと、この家は片付かない、という意味です。ところで、 ２日 1 時半 日系マナー法要
16 日 1 時半 日系マナー法要
私はたくさんの本を持っています。定年退職した時、大学か
ら家に皆持って帰ったので、家は本で溢れています。わが妻、 2２日 10 時半 敬老ホーム法要
息子、娘はみな愛情豊かな人間ですが、できるだけ早く本を

何とかしないと、こっそりと「お父さんが行かんと、あかんねん」と言い出すかも知れません。私
が亡くなったときには家族に、私がいなくなったことへの無常を感じてほしいですが、残された本
を見て無常を感じてほしくありません。
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５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。

会長の挨拶

別院理事会

会長

森久保ゆきお

関 谷 美 帆開教使を皆様にご紹介しご一緒にシアトル別院へ歓迎していただきたい
と思います。関谷開先生はシアトル別院に配属され、カストロ輪番、ジム・ワーリ
ック、アイリーン後藤両先生、ミニスター・アシスタントの方がたと共に私たちと
み教えを分かち合ってくださいます。
関谷先生はとても素晴らしいまたユニークな経歴の持ち主です。彼女は東京生まれ
でそこで幼少時の教育を受けられました。それよりお父様の移動でカリフォルニア、ニューヨークに移
り住まわれ 1999 年ボストン大学よりサイエンスのディグリーで卒業されています。そのご東京に戻られ
日本の会社に就職。1999－2012 年に仏教と禅を勉強されます。
仏教への関心が深まり、京都へ移転され中央仏教学院にて浄土真宗を学ばれる。
2013 年教師の位を取得。その後京都に残り法式作法の勉強をつづけ特別な位を取得される。
関谷先生は大きく推薦されて来られます。彼女の仏教への深い理解、特に
浄土真宗、と日英語に堪能であり、彼女の女性としての人生経験が今の別
院のスタッフを引き立たせるでしょう。先生はＢＣＡでも二人目にしかな
らない法式作法の資格をお持ちの先生となります。
また私たち西北部だけでなくＢＣＡ全体にとっても価値ある存在となります。同時に先生もカストロ先
生をはじめとするスタッフがいかに毎日のお仕事をされているかを勉強することにもなります。
関谷先生の移民局への申請は最終段階で、7 月の終わりか 8 月には着かれる予定です。先生の到着後に
会員にご紹介する歓迎会を計画します。お楽しみにお待ち下さい。
会員の皆様は先生を暖かく歓迎してくださる事と思います。どんなに興味深くユニークなお話が聞ける
のか私も待ちきれません！
合掌

＊多くの写真が英語面にあります。日本語面は紙面の数に限りがありますので英語面をご覧下さい。
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。
三人目のスピーカーはシアトル別院に新しく任務に就かれます関谷先生です。
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。
会員部より
2015 年会費を納められた方全員のお名前が英語面にあります。ご参考にされまして未納のかたは事務所まで
チェックをお持ちくださるかお送りください。これはお寺を維持するのに必要な費用です、皆様の絶え間ぬ
ご支援ありがとうございます。
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。

お盆予定
6，7，8，9，13，14 日 盆踊り練習 7 時半―9 時
11 日（土） お盆セメタリー・サービス マウント・プレサント、クイーンアン（12 時）
ワシントン・メモリアル・パーク、シータック（1 時）レーク・ビュー、キャピタルヒル（3 時半）
12 日（日） お盆・初参りサービス（10 時）別院、
お盆セメタリー・サービス
エバグリーン・ワシャリ、ノースゲート（1 時）
サンセット、ベルビュー（3 時）
16、17 日 6 時半
盆踊り建物準備
18 日
シアトル盆踊り
4－10 時 お盆法要 5 時半
踊り 5 時半―10 時
19 日
シアトル盆踊り
3－8 時
お盆法要 4 時半
踊り 4 時 50 分―8 時

婦人会便り
会長の挨拶

馬場ジャネット

第１５回 世界仏教婦人会大会；“いだかれて ともにつながる わたしのいのち”
と題して開かれたこの大会は、５月３０〜３１日、カナダ カルガリーにて、世界各
国から２０００名近い参加者が集いました。日本をはじめ、南米、カナダ、BCA, ハ
ワイの参加者が、ご門主さまにお会いし、キイノートスピーカーである 梁瀬奈々師
（プロフェッショナルシンガーソングライターでもあります）と カナヤ 臼杵 パ
トリシア開教師の心にしみるお話を聴聞させていただきました。それに加え、ワーク
ショップではそれぞれの地域から来られた方が体験談などを、発表されました。
１７名のシアトル別院婦人会のメンバーが、カルガリーでの盛大なこの大会に参加
しました。
２０００名の仏教徒による讃仏偈、重誓偈の読経は重曹で一致した和音は耳に快く、
会場に響き渡りました。
この次の世界仏教婦人会大会は、２０１９年、メリオット サンフランシスコ カリフォルニア州で
開かれる事になっています。
広島備後教区からのお客様；広島備後教区仏教婦人会のメンバー３９名とその世話係の方々が、カルガ
リーでの大会出席のあと６月１日に当別院に立ち寄られた。皆さん、シアトル別院やその婦人会メンバ
ーを訪問する為にこの日程を組まれたとの事で、慌ただしい時間ではありましたが、カストロ輪番、ウ
オリック先生、後藤アイリーン先生とタコマ仏教会の柿原先生（先生は広島備後教区の出身です）の進
行により短いサービスが行われました。そのあと別院内のツアー、ダイニングでのささやかな歓迎会、

写真撮影などがおこなわれ、広島出身の婦人会メンバーの方々には久しぶりの故郷談義にはながさいて
いした。お客様には、いろいろのお土産をご持参くださり、我々のメンバーもギフトバッグをお客様に
用意してくださいました。
わずか２時間あまりの訪問ではありましたが私たち婦人会にとっては心温まる時間でした。
婦人会メンバーの方々のお客様への心使いとおもてなしに本当に感謝しています。
新入会員サービス；新入会員サービスが４月２６日新入会員歓迎昼食会に行われました。本年の新入会
員は、 Clarke,Leonora、長谷川キャシー、中林けみ、Pham 森口 Thy、溜淵 Gibbs Tara、田村アナ、そし
て Vu,Nancy の７名の方々です。私達婦人会はこの新しいメンバーの方々との親交を深め、我々の別院
とそのメンバーそして地域のコミュニティーへの奉仕に貢献していきたいと思います。
ようこそ シアト別院婦人会メンバーへ！
献身的サービスのメンバーの方へ；川原律子さんと桑原絹江さんへ４月２６日の新入会員歓迎昼食会の
席上で感謝状が進呈されました。この感謝状は我々の BWA(仏教婦人会連盟)とシアトル仏教会が、お二
人の終わることの無い奉仕活動にたいして送られたものです。
律子さんは長年に亘り料理部の部長として教会とそのメンバーに彼女の達人的なスキルをもって奉仕
してくださっています。また前婦人会長でもある絹江さんは、毎週日曜日、教会参拝者への対応、サー
ビスブックの手渡し、そしてまた、お内陣の生け花、そして敬老への奉仕等々。
これらは、ほんの一例です。律子さん絹江さん両人の奉仕はシアトル別院、婦人会にこれからもささ
げられます。
盆踊り展示即売会ブース；婦人会実行委員会では、着物、ゆかた、ハッピ、てぬぐい、下駄、髪飾り等、
ブースで販売する品々を集めています。これらの品は盆踊りやフェアー（お祭り）に装うための最も人
気のある品なのです。我々のクラフトクラブでは、ブースで展示する品々を用意するのに大わらわです。
盆踊りでは、小物入れ、カード、ビーズのブレスレッド等々クラフトブックの中から作られた品々を見
いだすことができるでしょう。
どうぞ、７月１８〜１９日の別院盆踊りでは、婦人会展示即売ブースにもあしをお止め下さい。
合掌
これからの主な行事
７月２６日
7 月２９日
８月１４〜２１日
８月１６日
１０月 ３日
１０月 ４日
１０月１０日

婦人会 役員会
婦人会 バス旅行
FBWA YOUTH EXCHANGE
蓮如上人 サービス
婦人の為の仏教セミナー
恵信尼公、覚信尼公サービス
２０１５FBWA（全米仏教婦人会連盟）代表者ミーテング
通信書記（日）

寺田鈴子

8 月の予定
2 日 原爆被爆者追悼法要
ご法話 新井俊一博士
3－5 日 セミナー 新井俊一師・博士
16 日 ＢＷＡ日本からの交換学生の歓迎会

提出

