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 シアトル別院時報 
        ２７巻 ３月号 

 

 

おおおお彼岸彼岸彼岸彼岸のののの    仏仏仏仏のののの国国国国はははは    極楽浄土極楽浄土極楽浄土極楽浄土    

    

                    シアトルシアトルシアトルシアトル別院輪番別院輪番別院輪番別院輪番    松林芳秀松林芳秀松林芳秀松林芳秀    

 

 “暑さ寒さも彼岸まで”と申しますがお彼岸の季

節になりました。彼岸とは彼の岸の仏の国です。

温暖な気持ちの良い季節の訪れで、仏さまの世

界を偲ぶのがお彼岸です。仏の国について『仏仏仏仏

説阿弥陀経説阿弥陀経説阿弥陀経説阿弥陀経』には次の様に描写されています。  

「これより西の方に、１０万億の仏の国を越え

た所に、極楽という世界があります。その国にお

られる仏は阿弥陀仏と呼び、現在、説法しておら

れます。と。更に「その仏の世界を極楽と呼ぶの

は、そこには一切の苦しみがなく、ただ諸々の楽

しみのみがあるから極楽と名づける」と述べてあ

ります。 

浄土三部経の中で、『仏説観無量寿経仏説観無量寿経仏説観無量寿経仏説観無量寿経』と『仏仏仏仏

説阿弥陀経説阿弥陀経説阿弥陀経説阿弥陀経』はこの阿弥陀仏の世界をそれぞれ

極楽又は極楽国土と呼んでいますが、『仏説無仏説無仏説無仏説無

量寿経量寿経量寿経量寿経』では安楽又は安楽国と呼んでいます。 

 この様に極楽又は安楽国と呼んでいる仏さまの

世界は、梵語の Sukhavati の訳です。それは快

楽とか幸福という意味の(Sukha スﾂカ)に、それを

持っているという意味の(vati バテｲ)という接尾辞

が結びつき、女性名詞の Sukhavati と云う言葉に

なり、幸福に満ちた所という意味で、極楽とか安

楽国と訳されました。ところが、極楽又は安楽国

を、浄土真宗七高僧の第三祖・中国の曇鸞大師（476-542）は、清浄なる世界を意味する浄土と初

めて呼ばれました。 

宗祖・親鸞聖人は『教行信証教行信証教行信証教行信証』で仏さまの世界

を表わすのに、極楽とか安楽国という言葉をあま

り使わず、曇鸞大師に従って、仏さまの世界を多

く浄土という言葉で示されてい 

 

 

 

 

 

ます。浄土とは、清浄な所、清らかな所ということ

ですが、そういう意味

は梵語 Sukhavati に

はないのです。しかし、

親鸞聖人は大変尊敬

し、自分の名前の一

字をもらっている曇鸞

大師に従って、仏さま

の世界をお浄土と呼ばれたのは、快楽に満ちた

極楽とか安楽国という世俗的な意味を乗り越えて、

真実の仏さまの世界は精神的に清浄なる世界で

あることを示そうとされたからです。宗教的真実

の仏さまの世界は、清浄な所であるということで

す。 

親鸞聖人は『教行信証教行信証教行信証教行信証』第五、真佛土において

「真実の仏さまは不可思議光如来であり、真実の

仏さまの国は無量光明土である」と述べられまし

た。そして「真の佛土は仏さまの大悲の誓願の因

に報じて建立された報土である」と説かれました。

即ち、仏さまの大慈悲の働きである第十八願に

目覚めて、信楽する念仏者が生まれる仏さまの

世界は報土としてのお浄土なのであります。その

お浄土の仏さまは阿弥陀佛であり、この阿弥陀

佛を真仏として報佛と呼ばれました。そして、親

鸞聖人は報佛の阿弥陀佛も報土の極楽浄土も

        2008200820082008 年度教化標語年度教化標語年度教化標語年度教化標語    
    

    世世世世のののの中安穏中安穏中安穏中安穏なれなれなれなれ    

  3333 月月月月のののの予定予定予定予定    

 

2 日     キャンプファイアー法要  

        日本語法要 

9 日     家族法要 日本語法要 

16 日   家族法要 日本語法要無し  

        バザー 

23 日   お彼岸法要 青木先生 

        日本語法要 青木先生 

30 日   家族法要 日本語法要 
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共に光明の働きであると説かれました。 

 更に、『涅槃経涅槃経涅槃経涅槃経』の「光明は名づけて智慧とす」

を引用して光明は智慧の働きであると説かれまし

た。このことは私達が報土のお浄土に生まれるた

めには、絶対の真実である仏さまの智慧によらな

ければならない事を示されたのです。 

 今年もお彼岸の訪れで、仏さまの世界を偲ぶ時、

私たちはともすれば阿弥陀仏は歴史上の仏さま

ではないから架空の仏さまのように思ったり、そ

の阿弥陀佛の極楽世界を現実離れしたものと理

解しがちです。しかし、曇鸞大師や親鸞聖人は、

私たちに極楽浄土とは阿弥陀佛の大慈悲のご本

願の働きの結果として出来た報土であり、その仏

さまの世界は光明無量の智慧の世界であると説

いて下さいました。 

 浄土真宗では、お彼岸を「讃佛会」とも呼んでい

ます。これは私たちが佛さまのご本願の智慧とお

慈悲の働きを讃歎することです。お彼岸会にあた

り、大いに仏さまの教えを聴聞し、お念仏に生き

る幸せを感謝いたしましょう。合掌 

 

24242424 異路同帰異路同帰異路同帰異路同帰    

行く路に多少の違いはあっても、行きつく所は同

じであるという言葉で、方法は異なっても結果は

同じという例えとして使われます。仏教において

も、たくさんの宗派に別れ、その歩む道は違って

も、目指す先というか、行きつく所は同じなのです。 

すなわち、「歎異抄」に、 

われもひとも生死（まよい）をはなれんこ 

とこそ諸仏の御本意 

とありますように、仏教のすべての宗派が目指す

のは、「生死をはなれる」ということです。 

龍樹菩薩は「十住毘婆沙論」で、 

仏法に無量の門あり、世間の道に難あり、          

易あり。陸道の歩行はすなわち苦しく、水道の

乗船はすなわち楽しきがごとし。菩薩の道もま

たかくのごとし。あるいは勤行精神のものもあり、

あるいは信方便の易行をもって、とく阿惟越致

（さとり）にいたるものあり。 

といわれ、仏教には大きく分けて難行道、易 

行道という二つの道はあっても、行きつく先は生

死をはなれて阿惟越致であると教えてくださって

います。 

          沼田智秀著「いつくしみ」百八のおもい より。 

    

        別院理事長別院理事長別院理事長別院理事長のののの挨拶挨拶挨拶挨拶 
                    

田原 優 

 「とても素晴らしかった。」

「ほとんど完璧に近いできば

えでしたね。」などの褒め言葉を参加者の皆さん

が私に向かって囁かれました。これは第６１回恒

例西北部仏教徒大会が無事終了した時の事でし

た。何十ヶ月にも亙る詳細な計画を練り細目に気

をくばった準備・下拵え、そして最後の数日間で

それらを抱合して本当に完璧に近い催し物を成し

遂げた多くの奉仕者の皆さんにただただ頭が下

がる思いです。参加者の皆さんにとって今回の仏

教徒大会は良い想い出を多く残したものだったで

しょう。この大会のテーマであった「念仏に帰る」

は御法話をお聞かせくださった先生方よりもお褒

めのお言葉を頂戴いたしました。執行委員達が

考えて色々盛り込んだ番組は参加者達が「念仏

に帰る」ということの真の意義を共に学び、体験

するのに大いに役にたったとおもいます。この紙

面をお借りして大会にご参加頂いた皆さんおよび

多面において御助力なされた皆さんに心から御

礼申し上げます。 

 米国仏教団の全米開教使会議および全国代議

員会議がオレゴン州ポートランド市で２月２６日よ

り３月１日に行われます。議題の中には米国仏教

団の今年度予算、浄土真宗センター、米国仏教

団が抱える負債返済問題など私達にとって身近

なものがあります。これに参加する代表者が帰っ

てからその報告を致します。 

 三月はキャンプ・ファイアの恒例のお祝いを第

一日曜日（３月２日）に、恒例の春のバザーは３

月１６日です。皆様のお手伝い大いに歓迎いたし

ます。春季お彼岸法要は３月２３日でカナダのバ

ンクーバー佛教会の青木先生をお招きして御法

話を戴きます。３月３０日には日曜学校生徒達は

メモリアル・ホールの礼拝堂にてお参りがありま

す。 

カストロ先生の宗教講座「正信偈入門」は毎火曜

日３月４、１１、１８、２５、４月１、８、１５、２２日の

午後７時から８時半までに行われます。参加費は

２０ドルです。 
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 今年度の役員会は都合により原則として第三

木曜日に行われます。    合掌、 

 

ダーマスクールダーマスクールダーマスクールダーマスクール    

ポットラックでは沢山のご馳

走をありがとうございました。

リン グッドリッチと家族がリ

サイクルとコンポーストを整

理して下さり、コンポーストは

持って帰られました感謝しま

す。 

 

スカラシップスカラシップスカラシップスカラシップ    

高校生対象の辻原ファミリー奨学金の申し込み

は Office@seattlebetsuin.comまで連絡のこと。締

め切りは 4 月 25日。シアトル別院関係者で大学

などの学校に入学予定のシニアに限る。 

 

会員部会員部会員部会員部    

会費納められた方々のお名前は英語面に掲載。 

会費は年間 300 ドル、70才以上は 250 ドル。 

 

西北教区仏教徒大会西北教区仏教徒大会西北教区仏教徒大会西北教区仏教徒大会報告報告報告報告    

       中野ジョーン、加藤ジョイス 

    

「念仏にかえる」というテーマで２月１５－１７日に

かけてタクイラのダブルツリーゲストスイーツで開

催されました。ハワイのリフエ本願寺ミッションよ

りの近藤みどり先生の基調講演では先生自身の

念仏へかえる経験などを親友のケロッピのヘル

プのもとにお話されました。ゲストスピーカーの小

山ディーン先生はシアトルに帰られた今回の愉

快なお話と YBA との交換を語られた。２０人にお

よぶジュニア ミニスターアシスタントがディストリ

ック以外の各地から参加しました。大会参加者は

西北部以外にカナダからも多く出席されました。

計画時から大会委員会をガイドして下さった先生

方に感謝いたします大変お世話になりました。お

寺のメンバーの方々、ブースターの方々、プライ

ズ寄付の方々、大会のご奉仕の方々に感謝いた

します。ブックレットの広告取りに大変な仕事をし

て頂いた田原マス、賀久デールにお礼申します。

大変忙しい週末でしたがとても楽しみました。 

        写真は谷口あきこより 

お習字クラス 

小山先生 

門徒式章クラス 
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ウォークショップの習字と門徒式章作りは定員を

上まる出席者で賑わい、充実した一時間を過ごし

た。 

 

盆踊盆踊盆踊盆踊りりりりデザインコンテストデザインコンテストデザインコンテストデザインコンテスト    

Ｔシャツなどに使うロゴのデザインを募集中 

賞金は 100 ドル。締め切りは 4 月 27日で詳細は

英語面に。 

 

時報時報時報時報ががががウェブウェブウェブウェブででででごごごご覧覧覧覧になれになれになれになれますますますます！！！！！！！！    

別院のウェブサイト seattlebetsuin.com内。 

時報郵送を減らす努力は続けられております。今

までに１５０人の方々がウェブ時報に変更されま

した。郵送費、コピーの手間、紙代などをご考慮

のうえご協力下さいますように重ねてお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

会長会長会長会長ののののメッセージメッセージメッセージメッセージ                

              谷野テリー 

 

２００８ー２００９年度役員任務無名未定２箇所が

下記の通り選出されました。 

記録書記（英）：新宅フランシス    

通信書記（英）：池上デイアナ 

 

去る１月１５日と２９日の両日２７名のお寺の婦人

達により、手とミシンで会館ステージの幕の修繕

を致しました。仕事の便利を計り幕をステージ迄

降ろしてくださつたメイントナンス員 、本名サイラ

ス氏、又、この大修繕の奉仕にと参加下さいまし

たお寺のご婦人達に感謝致しております。 

 別院維持会費以外に恒例の婦人会費１０ドルを

来る４月１５日迄にお支払い下さい。 

    

＊＊＊＊百年祭百年祭百年祭百年祭コミテイコミテイコミテイコミテイよりのおよりのおよりのおよりのお知知知知らせらせらせらせ    

百年祭のアルバム部では、近ずいてまいりますＳ

ＢＷＡ百年祭の祝賀会準備に備えて、全会員の

個人撮影に取り組んでいます。１月中すでに写真

撮影を済まされた方々には、御協力有難うござい

ました。まだ済まされていない方は、４月中に下

記の何れかの方法にて写真撮影に御協力下さい。 

１、来る４月２０日、新入会員歓迎昼食会後、別

院ダイニングルームの向かいの部屋に於いて撮

影。希望者は麻植テシ（電話：２８３ー５５３７）又

は、水森シエリー（電話：３６３ー３９８８）迄御交渉

下さい。 

２、自宅での希望者は高島清子の御親切により

自宅撮影可能の為、高島迄御交渉下さい。 

 （電話：４２５ー２２７ー０９３１） 

３、専門家の写真は複写禁止法により使用出来

ませんが、デジタルキャメラ写真は、デジタルフア

イルを麻植、水森迄届け出て下されば可能です。

専門家以外の写真は、別院迄、 

 （ｃ／ｏＳＢＷＡ Ｃｅｎｔｅｎｎｉａｌ ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ）送

付下さい。 

 

代々の婦人会員の尊い活

躍の様子を追求出来得る

歴史的なこのアルバム製作

へと、皆様の御協力を頂き

感謝しています。 

 

＊＊＊＊活動部活動部活動部活動部からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

３月５日  

ぞうり型のペンシル ホールダー 製作  教師 

広尾好江、清水ダーリン 

３月１２日  

バザーへの売店用パーテイスナツク作り  教師 

原田セツ、清水ダーリン 

婦人会便婦人会便婦人会便婦人会便りりりり    
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３月２６日 カード製作  教師 平井ケイ、時田リ

リイ、馬場ジャネット 

希望者は、オフィス前の掲示板申込み用紙に氏

名を記入又は、原田セツ（４２５ー８２７ー６４８７）

か 清水ダーリン（４２５ー２２７ー０８０５）迄 

 

＊一般寄付は、英文寄付欄を御参照下さい。 

    

３３３３月行事予定月行事予定月行事予定月行事予定    

   ２日 ＳＢＷＡ理事会議、 

      キャンプファイヤー サンデー 

  １６日 春季バザー 

  ２３日 春季彼岸会（青木開教使） 

 

       通信書記（日）  清水和美 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      日本語版のイーメイル・アドレス       Newsletter-jpn@seattlebetsuin.com       シアトル別院時報日本語面             翻訳・編集 和田真知子 
 

    2008200820082008 年春年春年春年春ののののバザーバザーバザーバザーごごごご案内案内案内案内    

    

            3333 月月月月 16161616 日日日日    11111111 時時時時――――3333 時時時時    

        寿司寿司寿司寿司、、、、うどんうどんうどんうどん、、、、てりやきてりやきてりやきてりやきチキンチキンチキンチキン、、、、    

        カレーライスカレーライスカレーライスカレーライス、、、、ベークベークベークベーク品品品品、、、、他他他他    

 

フードのほかベーク品やハンドメイド作品な

ど多くありご家族、ご友人誘い合わせてご参

加ください。 

これは別院にとって大変重要なファンドレイ

ズです。 

ベーク品、ハンドメイド品の寄付もよろしくお

願いします。ベーク品は 1 ドル位の小分けに

して下さい。（３クッキー、２カップケーキ等） 

ご所属の団体よりお願いするでしょうが各部

所のボランティアのリストは地下のホールウ

ェイに張り出されますのでお名前をご記入下

さい。 

ティケットが各ご家庭に送られました。一枚 5

ドルです。ご自身やご友人でお使い下さい。

ティケット代は当日前にお寺まで郵送される

か（キャッシュは送らないで下さい）当日のお

支払いテーブルでお名前を言ってお支払い

下さい。 

 

ご質問等は別院事務所まで連絡下さい。 


