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年末年始の
過ごし方

★それそれ︒昔からそれなんだわ︒

讃ですか？

■具だくさんね︒

筒︑栗︑三ツ葉︒

ダシに鶏︑蓮根︑里芋︑しいだけ︑

我が家のお雑煮

◆どんな節？
★﹁阿弥陀如未来化して〜﹂︵うた
う︶
▼わがらん︒
■いずれにしても元旦の朝はねむい︑

我が家のお雑煮
なで一杯飲んで終わるのが２時頃︒

我が寺の除夜会
だから︑元旦の朝はゆっくり︒

ダシのお湯でやわらかくして︒

■普通のです︒モチは四角で︑昆布

すか？

・うちは梵鐘がないから大晦日は元

▼うちは︑除夜の鐘をつくんだけど︑

︵秦︶ところでどんなお雑煮を食べてま

旦会にそなえてさっさと寝る︒それ

▼あの１︑うちはお雑煮も食べるん
ですが︑大晦日からオデンがメイン

元旦会は朝７時からでひどく眠たい︒

■焼かない︒当然でしょう︒

料理で︑元旦もオデン︒お客さんが

までにお供えのモチをついたり︑う

▼それは普通と道う︒焼いてお湯に

▼焼かないの？

がないからまあ楽です︒そして︑お

つけて︒

︵㈲︶うちも︑７時からだけど除夜の鐘
つとめの後︑おとなはお酒︑子供に

るけど︒
★梵鐘があるとみんな︵ご門徒の皆

はお年玉︵文房具とかお菓子の詰め

ま煮を作ったりするのは終わってい

さん︶除夜の鐘を撞きにくるんだよ

酒だけ︒

◆甘酒を用意するんだ／私の所はお

めして︑そのあと一杯飲むときに一

■私の所も７時から正信謁をおつと

中学生までね︒

蕎だいたい２０人分くらいだと思う︒

▼お年玉どのくらい用意するの？

★甘い白味噌で不気味な味たった︒

かったけど︒

しいんじゃないかな︒京都ではまる

養まるいモチは︑北海道ではめずら

まるめモチです︒

◆うちも焼かないよ︒だけどモチは

養あと︑ニンジンは花の形というか

◆とろろ昆布をいれてもおいしい︒

▼う１む︒

を３個︒

一あきない︒毎日︑どんぶりにモチ

▼あきない？

■うちは︑半月︒

★だいたい３日聞かな︒

きてもオデンなんです︒
・お雑煮は何日食べる︒

★それに１０８個のお菓子を用意し

人分ずつつまみをパックしたものを

■味はやっぱり醤油︒ダシは︑昆布︒

紅葉の形にカットしていれる︒

焼くだけ︒

︵奪︶お湯になんかつけないって︒ただ

ね︒寒いけれど︑炭で鐘をあたため

て︑鐘を撞きにきた人に渡している︒

配ります︒

三ツ葉︑なると︑もみ海苔だけ︒具

▼自分とこの雑煮は普通だと思って

合わせ︶をあげます︒

一うちの場合は華瓶に←０８まで番
号を書いて整理券にしています︒梵

▼お寺で作るの？

が少ない︒

て︑元旦会のあと甘酒で体をあたた
めて︒

鐘は︑その年の位牌やら何やらいら

■いや︑仕出し屋さんにたのんで︒

草︑なると︑百合根︑牛苓︑里芋︑

いたけど︑そうでもないのね︒
︵㈲︶おつとめは︑正信掲和讃ですか？

仕上げに鰹節をパラパラ︒さらにイ

★ダシは昆布だけど︑具はほうれん
★正信謁は草譜だけど︑和讃は現世

クラを少々︒

昔は︑作っていたけどね︒

★そして︑除夜の鐘に引き続き︑元
旦会のおつとめ︒

利益和讃を独特の節まわしで︒

◆ほお１︑ぜいたく︒私の所は︑鶏

いわゆるお焚き上げ︒

◆同じく︒Ｏ時半頃からおつとめを

・それは︑赤い聖典に載っている和

なくなった物を燃やして暖めます︒

始めて︑そのあと参詣の人たちみん

今回の世界仏教婦人犬合に参加してみ
て︑私は仏教の教えの力に深く感動しま
した︒初めは︑日本からこんなに遠いア
メリカの地で︑同じ教えを聞いている事

前屈前誰こ

ロコ

に不思議な気がしました︒しかし日系の
方々の︑日本人に劣らないほど熱心に励
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んでいる様子がうかがえ感心してしまい
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若い私の目からこの大会を見て一番感
じたことは︑もっと若い世代の人が参加
していく必要があるということです︒日
本人も日系の方々も年配の人が多く︑ま
だまだ皆さん第一線で活躍していますが︑
本当なら次の世代がもっと表面に出てき
て︑仏教の教えを協力して広めていくこ
とが大切だと思うからです︒私もお寺の
子供の一人としてできるだけ協力したい
と思います︒
私がゝこの大会に参加できたのも︑ご縁
があってのことで︑本当に良い縁談にな
りました︒これからも︑機会があれば是
非このような場に出席していきたいです︒

工藤道子さん
慎子さん

ました︒
私は︑大会の場所がホテルと聞いて︑
お寺で行った方が良いのではと思ったの
ですが︑実際参加してみると︑とても厳
粛な雰囲気で神聖な気待ちになれるほど
でした︒
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世界仏教婦人大会を終えて
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組縦コ￣･射7号1995年ﾚ月１日
空知南組
３

膳鎧]ﾔ￨薄

仏

一行詩

住職よ 坊守よ

肩の力をぬいて⁝
そのままでいいんだよ︑そのままで

坊守よ︑たまにはお月忌に行ってみよ

みつけて下さい

息子よ︑早く私の嫁︵むすめ︶を

女中廃業したい母より

毎日﹁おそうじ母さん﹂と笑うけど
好きでしているんじやないのだけは
わかってね

若様よ︑頭使うのはあなたの役目︑
体を使うことは私の役目︑
わかっているけどたまには手伝え

目が合うたびに
﹁マッサージしてくれるの？﹂

と開くのはやめて

前住職よ︑
もう気張るのはやめて淡マと・：
住職よ︑
相手を立てれば自分が光る

光明寺
藤沢浩子さん
村︑コヰ半の交際のあと︑めでたく
式を挙げら村ましトに︒︵写真︶
正文さんの資格の習得や浩子さん
の勤め先の都合上︑こちらに帰って

とです︒労の圖に﹁世ひ得度をうけ

こら村るのは再来年になるというこ

10月10日︑光明寺の若院︑正文さ
んとこ結婚されましたが︑労の翌日︑

の出会いはだいぶん前なのですが︑

しょに幸せいっぱいの笑顔を見せて

たと思います﹂という正文さんといっ

﹁北海道のお寺によくお嫁に来てくれ

生活に不安を隔世ない様子でしたが︑

慣れない土地の︑芒村石お寺での

てばしい﹂と正文さん︒

ニューカレドニアヘの新婚旅行の準
備でお忙しい中︑突然新居にお邪魔
してお話をうかがいまし惣︒

まじめな浩子さんが正文さんのこと

龍大の同級生だっ↑に拉め︑お二人

を︑﹁軽そうな人だなあ﹂と披露宴の

﹁何も杓からないので︑いろいろご

空南会事務局

く村まし↑に︒

連絡先

プロフィールにも書い↑にように︑︵正

是非、御利用下さい。

指導下さい﹂とのこと︒頑張ってく

ております。

文さん曰く︶初めは相手にしてくれ

サイズはＡ３で、１枚100円にて頒布いたし

ださい︒

用紙を作成いたしました。

なかったそうです︒しかし︑正文さ

このたび空南会で、下がり雁金紋付の表彰状

んの熱意に浩子さんもしだいにひか

↑に﹁近くにお越しの際は︑ご連絡く
ださい︒﹂との言葉を真に皮けてしまっ
惣真弥くん︑︵真に受けてほしかっ拉
かおりさん？︶さっ労くの電話連絡︒

表彰状用紙ができました

..･l.sご､i･111･1･

私︑お嫁にきました
報恩寺
辰田かおりさん

正式なおつさあい︵どんなんだ？︶

その後︑紆余曲折はありましたが︑

からＩカ月はとこ結納︒それから２

報恩寺開基百周年祝賀会の宴の中︑
それまでの司会席から若さんに手を

ヵ月で結婚というはなれわざ︒若さ
ん曰く︑﹁できたから急いだわけじゃ

引かれてステージに上がり︑突然の

ないよ﹂︒

婚約発表という派手な登場をしてし
まったかおりさん︵写真︶︒会場は︑

程月掴日︑報恩寺本堂にて結婚式

をよろしくお願いします︒

受け答えをするかおりさん︑若さん

いつも明るく︑笑顔ではさはきと

驚く人おり︑ひやかす人あり︑喜び
労も廿ものお二人の出会いは︑札

に泣く人ありの大騒ぎ︒

幌で聞かれ拉７月の全国青年僧侶大
会︒かおりさんは司会︑真弥くんは
スタッフ︒大会終了後︑かおりさん
は︑何人かのスタッフに礼状を出し
たそうですが︑その中に書かれてあっ
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永岡龍憲師を
偲んで
西本寺前住職 藤堂西涯

話をしたものでした︒

本当ですか︒﹂

云ってもお通夜の説教が大変上手だっ

﹁いい奥さんでしたか︒﹂

﹁イイエ︑みんな見合いです︒﹂

﹁恋愛でしたか︒﹂

﹁ハイ︑本当です︒﹂

たと云うことです︒私も二︑二回聞い

龍憲さんの特長と云いますと︑何と

たことがありますが︑それはすばらし

﹁そうですね︒聴聞ですね︒﹂

﹁今︑一番何をしたいですか︒﹂

気性がよく合いました︒﹂

﹁ハイ︑みんな良い家内でした︒私と

した︒

いものでした︒奈井江と美唄は近いで
すから︑私其の御門徒の方でも
﹁美唄にお通夜に行って来たが︑美唄
のお西の住職は説教がうまい︒あんな

えておられた様です︒文学で申します

神経を使って聴き手に喜ばれる様に考

と称賛する者が度々でした︒それだけ

相回向には必ず還相の回向ありで︑浄

とそれだけ他にやさしくなります︒往

かしい事です︒己れに執着しなくなる

ち己れに執着しない事です︒大変むづ

葉で云うと﹁無我﹂だと思います︒即

ら︑信心には必ず念佛を具する︒

聴聞とは︑他力の信心の事でしょうか

本当に北陸の御門徒だと思いました︒

﹁そうですか︒まだありませんか︒﹂

と大江文学とか五水文学と申しますが︑

土に往生すれば必ず大悲を行ずる怖様

﹁ねてもさめても脂のあらん限りは称

いですねご

﹁お念仏を一目に一万返くらい称えた

龍憲さんの説教は︑説教の新しい境地

でありましょう︒﹁人にやさしい﹂とか

﹁自分に威しい﹂とは︑お釈迦様の言

を切り聞いて完成させた︑言葉が許さ

上手な説教を初めて聞いた︒﹂

突然亡くなってゆかれました御住職

れるならば︑永岡説教・永岡法話と云っ

恩愛はなはだたちがたく
生死はなはだっきがたし
念彿三昧行じてぞ
罪障を滅し度脱せし

の生前を偲びながら二百お話をさせて

す︒お正信偏には﹁重俗名声聞十方﹂

の蓮師のお言葉がよみがえって参りま

とあります︒重言偏の﹁名声超十方﹂

名念恂すべきものなり﹂

のではないでしょうか︒私共は凡夫で

ります︒宗祖はそれを真実と云われた
すから︑十方の衆生にやさしい人にな

﹁親切にする﹂とかは大変難しい事であ

教育委員連絡協議会の会長にもなられ

美唄市の教育委員長にもなり︑空知の

又︑挨拶も大変上手でした︒従って

てよい様な気が致しております︒

頂きます︒
私は︑御承知の様に︑永岡家の長女
したから五十三年程経ちます︒初めて

を受けられたお言葉と拝察致しており

と結婚致しまして既に金婚式がすぎま
の靖さんで犬切にされましたが︑今で

て目に来て下さる信心も念怖もみ怖の

ます︒声になって耳に聞こえ︑名になっ

手元に出来あがった誓願が私にとどい

れませんが︑子や孫にやさしいと云う
先日︑テレビで﹁春風疹小朝が参り

﹁ｎ月25目氏に勲六等瑞宝章が逆ら
れました事︑報告致します﹂

︵仮通夜のご法話から︶

生浄土の遂を歩ませて頂きましょう︒

して下さる大悲のお声を聞き取って往

往生の素懐を遂げた龍憲さんが還相

人ぞなき﹂

﹁本願力にあいぬればむなしく過ぐる

ました﹂と云うのを見ました︒越前の

﹁あなたは何か一番楽しみですか︒﹂

登場しました︒

て下さるからこそと喜ばせて頂きます︒

事もすばらしい事だと思います︒

それに名士との交際が上手でした︒
所謂︑表通りを歩いている人だった様
剣道は五段・練士と云う猛者でした

に思います︒
が︑家にあっては子供や孫に大変やさ

巻で福井の百才の老人がゲストとして

たのでしょう︒

は親戚が増えましたから︑私はもう参
加薄くなりました︒
本当の兄弟ではありませんがよく似
も円形脱毛症になりました︒あまり口

た所加あって︑恰度同じ時期に二人と
にしたくない事なのですが︑同病相憐

しく︑孫を風呂に入れたり旅行に連れ
て行ったりしていたのは︑とても私共

むとでも申しましょうか︑病院や薬の

言イ︑毎朝新聞を見るのが一番楽し

﹁新聞は何処を見ますか︒﹂

みですＬ

﹁ハイ︑死亡の所を見ます︒叉若い人

村山首相は﹁人にやさしい政治﹂と

の真似の出来ない事でした︒

る政治﹂と対抗しましたが︑首相は国

﹁奥さんをごＩＩ人もらったそうですが︑

幸せだなあと思います︒﹂

が亡くなったなあ︑私は長生きをして

云いました︒野党の人達は﹁責任のあ
会答弁で﹁人にやさしい﹂と云う事は
﹁自分に威しい﹂事だと説明しておりま
した︒私はすばらしい言葉だと聞きま

丁ざ手にして︑﹁ああ︑これでコ区切

札幌別院にて

大会ま万あと164日

1000人で正信偏をおつとめしましょう

組内含ブロックにて開催されている仏教婦人大会を、

４年に一度、一同に会して開催する運びとなりま

一

一

一

一その日は記念誌を完成させる日でし

橋 芳 子

︲︲ 十月二十七日︑出来たての記合法

藤沢量正師

製本ができるという﹁製本太郎﹂な

師

言言プ言二言ソド言

★講

Ｔリね︒﹂という安堵感に包まれた私

岩見沢市

る機械︑プリントゴッコ等を積み込
んで︑﹁今日は完成だ／・﹂と気合い
を入れて行ったのに・⁝あれえ〜っ︑

場

︲︲でありました︒思い返せば︑今年が
︲︲︲さつき会の二〇周年だと気付いたの
製本に一番必要なカバーがない！急
いで家に すると若さんがいた︒ラッ
キーが⁚︒高速岩見沢インターでブツ
を受け取り︑正教寺さまへ帰って原
稿をはさんでみると︑原稿がはみ出
してるう︒そこで敦子おねえさまが
印絹会社へ ︒先方のミスであるこ
とがわかり︑製本まで引き受けてく
れたのでありました︒︵ヨカッタ︒ワ

★会

市民会館

これからのことを考え︑その夜はな
一一

一一

︲︲かなか眠れなかったのでした︒

一一

一一

えて下さったのは︑会のおねえさま

︲︲︲ 五月に幹事が変わり︑対外的な行
︲︲︲事について知恵のない幹事二人を支

Ｔ言さんのおかげでここまでやれたの

︲︲方︵﹃春よ来い﹄みたい︶でした︒

す︒

Ｔたと感謝の気持ちで一杯でございま

タシ︑製本太郎チャン︑ヤッタコトナ

1995(平成ワ)年６月13日(失)

寺族婦人会研修

インダワ︒︶

日

函館別院報恩講参詣

★期

10月20〜21日

〜
つo

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝昌＝＝＝皿＝＝

‑

それではこの行事に際しての最大

一

︲︲︲級のアクシデントをご披露いたしま

一

かくして記念誌はできあがったの

一

多＜のみなさ生のご参加で、法の朋の輪を広回生しよ

一

した。

一

でした︒めでたし︒めでたし︒

慶讃奉告法要（稚児行列）

一す︑ペンペン︒時は十月二十四日︑

廊吻端夕

組仏教婦人大会開催

第１回

報恩寺開基百周年

10月16日

‑一一
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き'
『司

幹事

さつき会20周年秘話
仏青研修会陶芸教室
長沼町田端さん宅
７月23〜24日

日校連盟一泊研修
７月28〜29日

ペンペン︒所は美唄正教寺さま︑ベ
ンペン︵もういいって︶︒

︱
︱
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妙華寺

庫裡

多くの方々のご協力により組報17

号を発行することができました︒あ

りがとうございました︒

なお︑前号を15号として発行しま

したが︑16号の誤りでした︒ここに

訂正しお詫び申し上げます︒

空湘南組基推委 広報部

空仙南組組報
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