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まことの人生を歩もう

法然から正如房
への手紙
新井俊一師
この 5，6 年親鸞聖人の書いた『西方指南抄』の現代語訳の
作業にかなり時間を割いてきました。この書物はおそらく
『教行証文類』と同じ位の厚さを持っているでしょう。これ
は聖人が 85 歳の時に完成した大著です。おそらく残った命のすべてをかけてこの書を書かれたので
しょう。しかし浄土真宗の中ではあまり人気がありません。主な理由は、その内容のほとんどが法
然聖人の言動であるからです。だから真宗の人たちは、そこには親鸞聖人の言葉がほとんどないか
ら、浄土宗の人たちにとっては、それが親鸞の著作であるか
８月の予定
ら、という理由で、どちらからも真剣に取り扱われなかった
のです。
２日 １０時 原爆被爆者追悼法要
ご法話 新井俊一師・博士
私はこの書はとても興味深く、新しい発見に導いてくれ、わ
相愛大学名誉教授
くわくさせる書物だと思います。それは親鸞聖人のほかの著
１０時４５分 日本語法要
作とは異なった魅力を持っています。私が特に興味を持った
新井俊一師
のは法然が正如房という尼に書いた手紙です。正如房は百人
3 日―5 日新井俊一先生セミナー
一首にも入っている式子内親王だと言われています。
詳細は次のページ
文面から判断すると、正如房は非常に重い病気にかかってい
９日 １０時 家族法要
て、法然聖人に是非もう一度彼女に会いに来て浄土往生の道
１０時４５分 日本語プログラム
を説いてほしい、と頼んだようです。法然が言うことには、
１６日１０時 蓮如聖人追悼法要
本来なら、今やっていることもやめて、今すぐにでも見舞い
親鸞上人月法要
に行きたいと思いますが、そういうことはしないで、あなた
１０時４５分 日本語プログラム
のために念仏をしようと思います。その理由は、もし今見舞
２３日 １０時 家族法要
いに来たら、遺体に執着することになりきれません。それに
１０時４５分 日本語プログラム
この世で会おうと会わなかろうと、大した問題ではありませ
３０日 １０時 家族法要
ん。今一番大切なことは本願を念じて真剣に念仏することで
１０時４５分 日本語プログラム
す。あなたは早くから道心を起こし、大分前に専修念仏の道
に入られました。だからあなたの浄土往生は疑いがないでし
６日 1 時半 日系マナー法要
ょう。だから往生を願って、怠りなく念仏を称えなさい。
２０日 1 時半 日系マナー法要
２５日 10 時半 敬老ホーム法要

おそらく正如房は、臨終の時に善知識が居れば浄土往生が容易だろう、と考えたのでしょう。しか
しそれは本願と念仏の効力を疑っているのです。だから法然は、彼女がこの時になって本願に直接
向き合うことを願って、正如房に会いに行かなかったのです。この話は本当の真宗者は、自分で本
願に向かうことが大切だ、と教えてくれています。
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

別院理事会

会長

森久保ゆきお

ワー、暑かったです！ 今年の盆踊りは両日暑い日でした。この暑い日に別院のメ
ンバーと友人たちはよくがんばって働いてくださいました、今年のお盆は最も成功
したお盆でしょう。
浜川ロンとお盆コミティーの皆さん、カストロ先生とスタッフ、グエン・フローレ
ンス率いるダンスの先生、セットアップのサイラス本名とそのクルー、マイクル・ガーネットとボーイ
スカウト、キャンプファイアー、ＹＢＡ，祭り太鼓とその家族、ダーマスクール生徒と家族、別院メン
バー、家族、友人。皆のハードウォークがまたまた、お盆を私たちの門徒、家族と友人、そしてコミュ
ニティー全般の社会を作るイベントになりました。
皆さんに知って頂きたいのは私たち別院の理事と私は皆さんの献身をあたりま
えとは思ってません。私たちは別院のメンバーが有能で献身的な人達で、毎年
一丸となり懸命に頑張り、コミュニティーに私たちのお寺をオープンします。
そして同時にとても必要なファンドを得ます。
8 月になり少しリラックスし秋と冬の為に体力を取り戻し、私たちがシアトル
別院で共有するものに感謝しましょう。私達のコミュニティー、私達のサンガ、
必要な時のサポート、生き方と自身、そしていかに人生を豊かに過すかについ
て学ぶ場所があります。
お盆でのご奉仕ありがとうございました。 合掌
＊多くの写真や記事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英語面をご覧下さい。

新井俊一師・博士 シアトルセミナー
8 月 3 日（月）
9 時半―11 時半
12 時半―2 時半
7 時―9 時
8 月 4 日（火）
9 時半―12 時半
7 時－9 時
8 月 5 日（水）
7 時－9 時

日本語 １
日本語 ２
英語 「親鸞上人の法然聖人との出合い」
日本語 ３
英語 「法然の教え」
英語 「法然の教えの真の継承者親鸞上人」

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
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。

婦人会便り
会長の挨拶

馬場ジャネット

盆踊り；恒例の盆踊りでは、私達婦人会は焼きそばブースと手芸品展示発売
ブースを受け持ち販売しました。例年と異なり、今年焼きそばブースでは、
焼きそばのみ（これはベジタリアンの方の為に）と、焼き鳥を焼きそばの上
に乗せたものを販売しました。また手芸品展示販売ブースでは、クラフトク
ラブの製作 による、ブレスレッド、カード、水引で作られた髪飾り、可愛
いこけしなど、これに加え、ゆかた、着物、帯なども販売しました。
この様に毎年の盆踊りに参加協力できることを、大変嬉しく思っています。
又、シアトル シーフェアーの一部である、シアトル別院盆踊りに、たくさ
んのコミニュティの方々、ようこそ、お集まりくださいました。
夏の１日バス旅行；７月２９日、貸切りバスで、Bellevue Botanical Garden,シャブシャブレストランでの
昼食、Snoqualmie Casino,そして North Bend Outlet でのショッピングと、一日を過ごすことにしました。
この例年の１日旅行は、婦人会実行委員の計画により、シアトル近郊の視察を兼ね、メンバーの方々や
友達とランチを共にし親交を新たにして一日中楽しめる様にと日程が組まれました。
蓮如上人サービス；私達シアトル別院では、８月１６日に、第一回の蓮如上人のサービスを行うことに
なりました。FBWA の決議文には、蓮如上人の功績を讃えることを奨励しており、ある意味ではそれぞ
れの教会に課せられたことです。
別院の先生方、別院宗教部そして別院婦人会では、蓮如上人を讃えるサービスを持つことにしました。
その日のご法話はシアトル別院のカストロ輪番にいただくことになっています。このサービスには、私
達婦人会のゲストである日本からの二人の交換学生の方もお参りされます。仏教会会員そして若い方達
もこの意義深いサービスに是非お参りくださるのをこころより願っております。
交換学生；FBWA（米国仏教婦人会連盟）の交換学生プログラムの一部である二人の若人を迎える為の計
画は今進んでいます。８月１６日、蓮如上人のサービスの後、歓迎会を開きます。全婦人会会員は勿論、
西北部教区若人、西北部教区婦人会代表者の方々を、パットラックランチへご招待致します。日本から
の交換学生のお二人は、シアトルのホストファミリー宅に宿泊し、ホワイトリバー仏教会、タコマ仏教
会を訪問します。去年の夏、西北部教区から安河内ロジーさん（シアトル）と福永クリスティさん（オ
レゴン）が交換学生として、日本を訪問しホストファミリーにお世話になり、西本願寺の大谷夫人とお

会いし、そのあと広島、京都、北海道とツアーをしてこられました。若い方達も、当日、Dharma
Exchange のあとパットラックランチ歓迎会にご参加ください。歓迎します。
婦人会コンフアレンスの日をマークしておいてください；第４回婦人会コンフアレンスが、この秋、１
０月３日シアトル別院にて 催されます。この一日セミナーには、三人の先生方のクラスが予定されてい
ます。シカゴ仏教会の住職である, Rev. Patti Nakai、Todo Institute より Linda Anderson- Krech 先生 そ
してシアトル別院の関谷美穂先生です。詳しい内容は、申し込み要項が出来次第、ご通知致します。
婦人会の キッズ サマー プログラムへの 参与；今年もまたキッズ サマー プログラム（KSP)を、
満席の参加者のうちについ先日終えました。我々婦人会もその教科課程の一部を受け持ち伝統的な生花、
太鼓、料理,饅頭の作り方、踊り、書道そしてお裁縫などの授業を受け持ちました。今年の課題は‘日本
の着物’ということで、マンガやアニメーションの世界などを参考にして日本古来の着物やゆかたそし
て当時の子供の着物のスタイルなどを追求した。このプログラムのリーダーは寺本ゲールさんと寺田イ
ベットさん、そして婦人会のメンバー、仏教会のメンバーの柴田ゲーリーさん。私達メンバーは１学年
から５学年までのクラスを中村ジュデス、加藤富田ナイナ、タイラーエリン、八幡シズエ、そして馬場
ジャネットの方々とともに授業を持った。このプログラムの為に皆さんの時間と熟練したスキルを提供
して下さり本当にありがとうございました。
このプログラムはわたくしたちの婦人会のメンバーなしでは成り立ちません。
合掌
８月の主な行事
８月 ２日
８月１６日
８月１６日
８月２３日

婦人会
理事会
蓮如上人 サービス
FBBWA Youth Exchange
婦人会
役員会

通信書記（日） 寺田鈴子

提出

From Hiroshima to Hope
「広島よりホープ」のイベントが毎年グリーン・レークで 8 月 6 日に催されます。今年はカストロ先生
が提灯行列の先頭を勤められます。このイベントは無料で灯篭流しに書道の先生方が好みの言葉を書い
てくださいます。書道は藤井藹子、琴はマーシャ高村などお寺関係の方々も参加されます。8 月 6 日 6
時半より。
9 月の予定
13 日 ダーマスクール初日
20 日 お彼岸法要
今月のカストロ先生のアーティクルより
8 月 16 日予定されている第一回 蓮如聖人追悼法要は、聖人の業績に感謝し特別に法要を営むことが米
国婦人会連盟会議で承認されたことに始まります。蓮如聖人（1414－1499）は本願寺第 8 代目。本願寺
中興の祖であり、本願寺を再興し、現在の本願寺教団の礎を築かれました。本堂に聖人の御影が阿弥陀
様の左にあります。聖人の書かれた『御文章』はいまでも本願寺で毎朝読まれております。シアトル
別院には塗りの箱に入った『御文章』があります。『御文章』の一章、『白骨の章』はお葬式では欠か
せないものです。
本願寺派では重要な人物である蓮如聖人について学ぶのはとてもいい機会です。 ―中略―
今年の法要では幸運にも蓮如聖人自身が 500 年前に書かれたお名号（南無阿弥陀仏）が見られます。サ
ット市川の父上がシアトル別院の輪番でおられた時に調達されたもので、その家宝をお借りします。

