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ほんとうの私」とは？
シアトル別院輪番 松林芳秀

仏教は私達に「ほんとうの自己」に目覚めて生きることの大切さを教
えます。特に浄土真宗の教えを開かれた親鸞聖人は、厳しく自己を反省
し、懺悔して、自分を見つめておられます。恩師・梶山雄一博士は『菩
薩ということ』の著書の中で、「落語と仏教」について述べておられま
す。古典落語には仏教的な意味を持つ話がいくつかありますが、その中
で「粗忽長屋（そこつながや）」という落語があります。日常生活にお
いて、「ほんとうの自己」を見失って生きている、そそっかしいそこつ
者の話があります。その話とは、

「長屋にそそっかしい男二人が隣り合って住んでいて、その一人が浅草の観音さまにお詣りに行き、
雷門を出てくるといっぱいの人だかり。人々の股ぐらをかいくぐって前へ出で見ると、行き倒れであ
る。その死人を見るなり、この男、「ああっ おっ、こりｱ熊の野郎だ」と叫ぶ。隣に住んで兄弟同
様につき合っている熊さんだというのである。

熊さんは身寄りのない独身者（しとりもん）だと聞いた世話人は、この兄貴分の男に、それでは貴
方（ああた）が行きだおれを引き取ってくれという。そそっかしやは、ああだこうだとごねたのちに、
「じゃあこうしましょう。あの、ともかくここへ当人をつれてきましょう」と、わけのわからぬこと
をいって長屋へとんで帰る。

長屋には、前の晩へべれけに酔っぱらって、どうして家に帰ったかもわからずに寝こんでしまった
熊さんが、まだ朝寝をしているのだが、これを叩き起こして、浅草へ連れて行く。「当人が来たから
どけってんだ」と人ごみをかき分けて、行きだおれを熊さんに見せる。

熊さんの方も、「あっ、これはおれだ。やい、このおれめ、なんてまあ あさましい姿んなっ
て・・・ こんなことと知ってたらもっとなんか食っときゃよかった」

世話人のとめるのもきかず、男は熊さんに行きだおれを背負わせて、長屋へ帰る。
途中、熊さんが言う。「なんだか兄貴 わからなくなっちゃったな、こりゃ・・・
背負われてんのはたしかにおれなんだが、背負っているおれはいってえどこのだれ
だろう」
この話は『日本霊異記』の中の説話から発祥して、

「魂の入れ替え」などと同じ系統の話とされている
落語です。私達は日常、「ほんとうの私」を見失わ
ずに生活しているでしょうか。
私達が日頃、自分だと思っているものは案外に、

名誉や地位であったり、家族や財産であったりする
のではないでしょうか。それらはみんな、熊さんが
背負った行きだおれと同じことで、「ほんとうの
私」ではないのです。私達は普段、「ほんとうの
私」を自覚しないで生活しているようです。熊さん
が、自分が死んだ、と思い込んだ時に初めて「ほん
とうの私」を見失っていたことに気がつくのです。
梶山先生は「自分が死んだと知らされた熊さんは
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浅草まですっとんで行って、行きだおれを抱きかかえて、ああ、おれはなさけない姿になった、という。
寄席の客たちは、この落語を聞いて、アハハハと笑って帰るのだが、なかに一人や二人、下駄をはきな
がら、まてよ、熊さんとはおれのことだ、と思う人がいるかもしれない」と結んでおられます。それで
は、浄土真宗の教えで「ほんとうの私」とはどうして知らされるのでしょうか。
親鸞聖人は『正信偈』において、「阿弥陀佛の摂取の光明の中に抱かれて生活しているのに、我執の

煩悩に眼をさまたげられて、その光明は見ることは出来ません。しかし、大悲の光明は、常に私を照ら
しています（我亦在彼摂取中 煩悩障眼水雖不見 大悲無倦常照我）」と私を反省し、真実の私の姿を
歓んでおられます。念仏者の「ほんとうの私」は、阿弥陀佛の大悲の光明に抱かれて生活している私に
目覚めて生きることであります。
アメリカでは六月は卒業式、結婚のシーズンでもあります。学業を終えて社会に巣立っていく若者た

ち、幸せな結婚生活を希望に満ちて始める夫婦は、「ほんとうの私」に目覚めて人生を歩む事が、真実
の幸福に通づる佛道であります。合掌

５２ 実体
どのような状態においても変わることのない本
質的存在を実体といいますが、この世にそのよ
うなものがあるでしょうか。
この世に、実体のあるものは何ひとつないとい
うのが仏教の「諸法無我」という教えです。す
べてのものは、因（直接原因）と縁（間接原
因）の組み合わせによって、仮にしばらくその
ものとして存在しているのであって、永遠不滅
の存在として、この世に存在しているのではな
いという教えです。

私という存在にしてもその通りです。永遠不滅
なる存在として、私はここに存在している訳で
はありません。
父母をご縁に、この世に誕生した私は、この年
齢になるまでに、数限りないご縁をいただいて、
今、ここにこのような状態で生かされているの
です。私も実体としてここにあるのではなく、
因縁所生法（因と縁によって生じたもの）とし
て、仮に名を付けてもらって、この世に生かさ
れてあるのです。

沼田智秀著「ささえあって」百八のおもい
より。

別院理事長の挨拶 田原 優
西北部評議会

先般ご承知の様に今年度の全米佛教団全
国評議会及び開教使会議はオレゴン州ポートラ
ンドに於いて西北部仏教団を主催者として行わ
れましたが、その際の会計結果が発表されまし

て、約二万ドルの黒字
を計上しました。五月
十七日にヤキマ佛教会
で催された西北部評議
会は一万二千ドルを
BCA キャンペーン（21
世紀募金）に寄付する
ことに決議いたしまし
た。特にこの額を BCA

Endowment Foundation
(全米佛教団基金財団) が行っている百万ドル
キャンペーンへ入れることになりました。

この会議で今年度の西北部仏教団への会
費は会員一人につき＄5.33 で、昨年全米佛教団
へ届け出た会員数に基づいてすることに決まり
ました。シアトル別院は 556 人ですので
＄2964.48を支払うことになります。

来年 2009年の西北部仏教徒大会はオレ
ゴン州ポートランド市のオレゴン佛教会を主催
者としておこなわれます。2010 年はオレゴン州
オンタリオのアイダホ・オレゴン佛教会が主催
者となります。

キャンプファイアー
4月 27 日に次期メンバーの為のオープンハウス
を催しました。メンバーがゲーム、スナック、
余興などを計画、多くの方が来られて皆エキサ
イトしました。アリソン、ティファニー、クリ

ス、エレン、ティーナ、エミリー、ダーナ、エ
ミ、に感謝します。
5月 4日メンバーがキャンディーセールで得た
お金のほとんどを寄付する事に決定。寄付先は
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ヒューメインソサエティー、ロックスオブラブ、
ファイアーデパートメント。
ハミングバード
5月 4日の最終会議では毎年ミーティング会費
の年度末のチャリティー先を決める。今年は中
国の孤児園に決まった。メンバーの一人が北京

に住んでいるのでコーディネトする。来年度の
役員選挙の結果、会長―コーキー、副会長―ク
リスティー、書記、サマンサ、会計―テディー。
活動は夏も続けられ皆楽しみにしている。父兄、
友人、サンガの皆様のご支援を感謝します。

ダーマスクール
6月 8日が最終日です。皆勤賞、高校、大学の
スカラシップ及び表彰式があります。クラス写
真がお求めになれます。生徒の先生にお尋ね下
さい。晴れた夏日よりの降誕会に幼児クラス以
外のダーマスクール全員が敬老ホームまで歩い
て行きました。ジュニア、シニア.高校生クラス
が短い法要を先導、お経、仏教讃歌、法話など
を分かち合った。居住者に幼稚園児クラスが花

壁掛け、4・5年
生が手製のブッ
クマークをプレ
ゼントした。

良い夏をお過ご
し下さい、また 9月にお会いします。

ダーマスクール ティーチャーズ コンフェレンス
5月 2－4日、12名のダーマスクール教師たちが
サンマテオにてのコンフェレンスに参加。アン、
ジョーン、カリアン、マリー、ジョイス、スー
ジー、ジュリアン、ナイナ、ステフ、ティーナ、
ローリー、ロン。基調講演はバークレイ寺とＩ
ＢＳの理事長、松本デービッド先生。「浄土真
宗の核心。３Ａの人生、Awareness(自覚),

Authenticity（真偽）, Appreciation（感
謝）」
ローリーは 10 年間の功績を認められた。 大会
の詳細は英語面に。
一同はその後浄土真宗センターを訪問、歓迎さ
れた。ここで学んだ物を来年の為に役立つ計画
を予定。この大会に出席する機会を得てみなと
ても感謝している。

会員部
会費を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。

時報がウェブでご覧になれます！！
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。

婦人会便り

会長挨拶 谷野テリー
去る 4月２０日、恒例の新入会員入会式並びに
昼食会が催しされました。入会式は、開教使補
佐、ウオリツク ジム先生の補助を頂き松林輪
番で執り行われました。１３０名の会員と来客
出席の立ち会いの元に新入会員、フローレンス
グエイン、いわふちジュン、 墨田 レスリー、
須坂 ゲイル、梅田スーザン、コー 頭本テイー
ナ 計６名の御婦人達の入会が紹介されました。
昼食会では会員部長、高島清子により新入会員
各々の感銘的な伝記が読み上げられました。行

事への大役を務めて
下さつた二人の副会
長、馬場ジャネツト、
和田真知子、会員部
員、高島清子、堀川
徳禧久、水森シエリ

ー そしてその他の関係者の方々に依る御協力
で、大変意義ある機会の歓迎行事となりました
事を感謝致しています。 昼食親睦会に 引き続
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き、為国マス、山崎ステイーブ、ちねんトーマ
ス、中野順子の方々で準備して下さいました余

興へと移りました。

寄付感謝録 一般寄付は、英文寄付欄をご参照下さい。

婦人会活動部
６月１１、１８、２５日 水引 クラス 指導者：清水春子 ９時３０分〜正午
７月２日 シヨフォン ケイキ クラス 指導者：高島清子 ９時３０分〜正午

（注：お寺に於いて）
盆祭りの為、着物、浴衣、ハッピ、帯等をお寺へ寄付して頂ける方は、別院オフィス迄お持ち運び下さ
れば喜んでお受け致します。

6月行事予定
１日 SBWA理事会議、別院会員先亡者追悼法要

１５日 別院ピクニツク
２２日 総長、輪番忌法要 通信書記（日） 清水和美

レッツ グリーン！
お店でプラスティックのバッグを使わなくな
ると私達はなにを使えばいいのでしょうか？
キング郡の図書館のウェブサイト kcls.org
によりますと、そこでは会員にあげる為に
BioBags をオーダーしたそうです。それは生
物分解出来、堆肥にできる素材から作られて
います。フードストレージやごみ袋などもあ
るそうでコーンスターチや野菜油が原料です。

ボトル水の変わりにメタル製やナルゲン社製
のボトルを使われることを考えて下さい。ボ
トル水は遠い所から運ばれて来ます、グリー
ンハウスガスの元になっています。

アイデアをお寄せ下さい。
gkaminishi@hotmail.com

別院ピクニックにご参加ください

6 月 15日（日）10 時―2 時
レークボーレンパーク、ニューキャッスル
(Lake Boren Park)

SBWA がお弁当のオーダーを受け付けています。＄８． ８０歳以上は無料です
がサインアップしてください。。また送迎の必要な方もSBWA まで申し出てくだ
さい。玄関にサインアップがあります。お弁当をオーダーしない方はポットラッ
クを持ってきて下さい。
道順
I-４０５（南北より）Coal Creek Parkway でおり南からは右に、北からは左に
折れる。２マイル程行くと Safeway, QFC, McDonalds が見えます。右側にレーク
ボーレンが見えますと SE 84th Wayで右に曲がります。パークは直ぐの右側で
す。
＊レントンから Coal Creek Parkway を北に来られる方は８４で左に曲がれま
せんので気をつけて下さい。
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