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まことの人生を歩もう

「はじめまして」
輪番 楠 活也
４月１１日の朝、タコマ仏教会の柿原先生宅を出発して、シアトルへ向かいました。その日はとても天
気が良く、出発するとすぐに真っ白なレイニア山が眼前に現れ、ようこそと出迎えてくれているようでした。シ
アトルへ来るのは、今回で 6 度目になります。しかし、サンデーサービスでお話をする機会はありませんでし
たので、ほとんどの方とは、初めてお会いするのではないかと思います。
私の名前は、楠（くすのき）活也（かつや）といいます。
5 月の予定
妻は、綾乃（あやの）といいます。妻とは、小学校からの同
５日 （金）７時 英語セミナー
級生です。ともに、出身は長崎で、今年で４０歳になります。
ご講師 羽田信生師
そして、昨年９月に、長男が生まれてきてくれました。名前を
６日 （土） 10－４時 日本語セミナー
結也（ゆいや）と言います。いろんな人とご縁を結んでもらい
ご講師 羽田信生師
たい、また、いろんな人と人を結ぶ人になってもらいたいと
７日 10 時 家族法要・子供法要
いう願いを込めてつけました。妻と長男の結也は、今、日本
ご法話 羽田信生師 毎田センター所長
にいます。５月２３日にシアトルへ来る予定になっています。
10 時 45 分日本語法要
これから３人、シアトル別院でお世話になります。どうぞよろ
ご法話 羽田信生師
しくお願いいたします。
８日 （月） 10－２時 日本語セミナー
私の故郷長崎も前の赴任地カリフォルニア州ローダ
ご講師 羽田信生師
イも暖かい土地ですので、雪を見る機会というのはほとんど １４日 10 時 蓮如上人追悼法要
10 時 45 分日本語法要 楠先生
ありませんでした。しかし、シアトルへ来る道中、また、お寺
２１日
10 時 降誕会法要
の近くからでも山の方には雪が積もっているのが見えます。
10 時 45 分 日本語プログラム
ある雪国での話です。小さな小学校で先生が子供
28 日 10 時 家族法要・スカラシップ受賞
達に聞きました。「雪が溶けたら何になりますか。」多くの子
10 時 45 分 日本語 楠先生
供達が元気よく手を挙げて答えます。「雪が溶けたら水にな
2９日 事務所休み
ります。」先生が教室の中を見渡すと、一人の生徒がじっと
10 時 メモリアルデイ法要レークビュー墓地
窓の外を見ていました。先生は、その生徒に同じ質問をしま
11 時半 楠先生奥様、ご子息歓迎会
した。すると、その生徒は、「雪が溶けたら、春になります。」
と答えました。
4 日 1 時半 日系マナー法要
私が初めてこの話を聞いた時、「雪が溶けたら水に
１８日 1 時半 日系マナー法要
23 日 10 時半 敬老ホーム法要
なるに決まっている。なんてくだらない質問をするんだ。」と

思いました。しかし、その生徒の「雪が溶けたら、春になる。」という答えを聞いて、私の考えの浅はかさに気
付かされました。私は、物事を物質的な側面からしかみておらず、心で物を見るということを失っていたよう
に思います。
では、「人は死んだら、何になるのでしょうか。」物質的な側面から見ると、「人は死んだら、火葬され
て骨になる、灰になる。」ということになるのでしょう。しかし、浄土真宗の教えを聞かせていただくと、「人は
死んだら、仏になる。」と教えていただきます。私たちのこの人生は、1 日 1 日が仏となる道を歩ませていた
だいているのです。これから、皆様とともに、この仏道を歩ませていただけることを楽しみに致しております。
合掌

羽田信生師による日英語のセミナー

メモリアル・ホールにて

５月５日 （金） ７時－９時 英語セミナー
“Shakyamuni and Shinran: Buddhism as a Teaching of Self-Examination”
５月６日 （土） １０－４時 日本語セミナー
Part 1- 仮の仏教から真の仏教へ：親鸞聖人の「三願転入」
（From “Provisional Buddhism" to “True Buddhism”)
５月８日 （月） １０－２時 日本語セミナー
Part 2 -「三帰依文」について
日本語セミナーはポットラックのランチ
会員部より
別院メンバーシップ・コミティーは維持会会員の会員増加運動を計画しています。維持会メンバーは会費によりお
寺の維持費、運営費のサポートをしています。ミニマムの会費の提案は３００ドル、７０歳以上は２５０ドルです。５
月中日曜法要の前に会員部が玄関でレジスターを受けています。
またオール・サンガ・ディナーを５月２６日（金）に計画しています。何かの特技などを他のメンバーとシェアしてい
ただき、クラスを教えていただきますようご案内します。クラスはクッキング、酒の試飲、茶道、お念じゅ作りとリペ
ア、など。興味ある方はタイラー森口まで連絡ください。 communications@seattlebetsuin.com
シアトル別院先亡者会員追悼法要
シアトル別院先亡会員追悼法要は 6 月 4 日 10 時よりに執り行われます。この重要な法要はシアトル別院の先
人の生前の貢献に敬意を払い感謝する日です。
法要中に本堂のスクリーンに先亡者のお写真が映されます。亡くなられたご家族のお写真の申し込みはメール
で office@seattlebetsuin.com にお送りください。サイズは 100ＫＢまでにして下さい。ご自身とご家族のお名前と
電話番号を添えてください。前年に申し込まれた方は申し込みの必要はありませんが今年は外して欲しい方は
お知らせください。
またディジタルの写真がない場合はお写真（カラーか白黒）を別院事務所までお持ちください。
スタッフがスキャンします。お写真がない場合もお名前だけでも結構です。下に用紙があります。
お写真の申し込みは 5 月 28 日までです。そのあとは写真・お名前が入るかお約束できません。合掌、
先亡者会員お名前
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
申し込み者 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

電話番号 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

サーモン・ディナー
今年のサーモンディナーの収支の最終報告はまだ出ていませんが別院の収入予算にある 2 万 2 千ドルには達
成の予定です。去年のティケット売り上げ枚数より 100 枚ちかく多く売れ、1800 枚にもなりました、来年はもっと
売れるとうれしいです。
別院婦人会にはお饅頭・おはぎを作ってもらい感謝しています。アテンドする人たちはお饅頭などを買うのを心
待ちにしています。これは春のバザーより引き継がれています。ベーク・セールに寄付された方々にもお礼申し
ます。(サインした方々)ベティー中島、シンディー渡辺、デビー柴田、エレン森、フラン新宅、ジョアン小財、キヨ高
島、マーガレット寺本、スザン藤成、タイラー森口、イベット寺田。
別院キャンプファイアーには 1000 ドルの寄付をフード・ワーマーのために頂きました。これはサーモンとポークを
キープするのに必要でした。この追加の一台で今後もっと多くのディナーをサーブでき、またフードを安全な温度
でキープできます。キング郡のヘルス・インスペクションも全てにおいて合格でした。

婦人会便り
気候もよくなり色々の花が咲いて心もはずみます。4 月はまた忙しい月となりまし
た。花まつりを 16 日にお祝いし、新しい先生のご到着、それに婦人会の会員昼
食会がひらかれました。
今年の花まつりは例年より特別な日になりました、シアトルに転任された楠輪番
に始めてお会いする機会いに門徒一同の喜びがオーディトリアムにあふれ、お
釈迦様のお誕生日がいっそううれしい日になりました。先生はとても気さくな方で
す、皆様も日曜の法要で先生にお会いする機会がありますように。
ホスピタリティーの係りの皆さん（ジュディス、フラン、マーリン、キャレン）その他の方々が楠先生のご到
着前にお寺の隣の家を掃除してくださいました、ありがとうございました。家はメインテナンスの方々が改
築して下さいました。
シアトルより 21 名（9 名婦人会会員）が京都の本
願寺での伝灯奉告法要に出席し、後の九州旅行
など関谷先生に大変お世話になりました。旅行中
も楽しく過ごせ多くの思い出が残りました。関谷先
生の計画で親鸞聖人の足跡をたどり、多くの浄土
真宗関連の場所をたずねることが出来ました。本
願寺の先生方にはお世話になり感謝しています。
今年も「ウォーク・フォー・ライス」が開催されます。
参加者を募っております。ACRS のフードバンクへ
の資金集めですが、シアトルで唯一のアジア人種
のためのフードバンクで数千人が頼りにしていま
す。ウォークは２．５マイルで 6 月 24 日。カープー
ルします。また寄付も募っています。walkforrice.org
で出来ますが チェックご希望のかたは
和田真知子まで、日曜に集め
ています。まとめて寄付をおくります。
婦人会のゴールは 500 ドルです。
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3 月ご寄付のリスト。ありがとうございました。
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