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シアトル別院時報
２７巻 ７月号

シアトル別院盆踊り
“シアトル サンバ”の完成を喜ぶ

シアトル別院輪番・松林芳秀

シアトル別院盆踊りは、昨年七十五周年にあたり、別院と縁（ゆかり）のある
大阪の岡橋晃鸞師を迎えて盛大に執り行われました。この記念すべき盆踊りに
はワシントン州グレゴアー・クリステｲーン知事よりシアトル盆踊りの布告や日本
国田中和夫総領事からも祝辞を頂きました。
今年も七月に入り、お盆シーズンになりました。仏教のお盆行事はインド、中

国、日本と伝わり、その国々の民族習慣に良く受け入れられてきました。今日、米国においてもお盆の
行事は各地で盛んに行われています。岡橋晃鸞師はシアトル別院盆踊り七十五周年を記念して、ご自
分が作詞・作曲された“シアトル サンバ”を完成し、その曲に関西若手の一流舞踊家・若柳吉翔さん振
り付けと共に、この度シアトル別院へ贈って下さいました。ここに、新曲盆踊り“シアトル サンバ”の完
成を喜び、岡橋師に感謝し、皆様にご紹介します。

盆踊り “シアトル サンバ” 岡橋晃鸞師作詩・作曲

１． 高くそびえるシアトルの ビルの谷間に 朝日射（さ）す
お寺じゃ喚鐘（かんしょう）が鳴っている 今日は 楽しい盆踊り
老いも若きも あなたも私 皆んな揃って シアトル サンバ

サンバサンバ サンバで踊れ シアトル サンバで レッツゴー ゴゴー

２． 日の本一の富士の山 親子に似たる タコマ富士
故郷（ふるさと）恋しやなつかしや 今日は 楽しい盆踊り
ねじり鉢巻 勇ましく太鼓たたいて シアトル サンバ

サンバサンバ サンバで踊れ シアトル サンバで レッツゴー ゴゴー

３． み仏さまにみ守られ 踊る人生 ありがたや
合わす両手も踊ってる 今日は 楽しい盆踊り
ユカタ着物も あでやかに 腰をふりふり シアトル サンバ
サンバサンバ サンバで踊れ
シアトル サンバで レッツゴー ゴゴー

七月十九日（土）、二十日（日）には、新曲の“シアトル サンバ”も含めて、皆で楽しくシアトル別院で
盆踊りを致しましょう。お盆は、現在の父母への孝養のみならず、七世の父母、ご先祖のご恩に感謝す
るのです。ともすれば忘れがちな親のご恩、初期移民の一世の方々の艱難辛苦のご苦労、更に移民と
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して我が子を異国のアメリカの地に送り、朝な夕なに胸を痛めて我が子の幸せを願いつつ生涯を終え
られた今は亡き日本の尊い父母、ご先祖に深くお念仏の中に感謝いたしましょう。そして、私達が今、
生かされている事を喜びましょう。これこそ人間として生まれて味わう最高の美徳であり、人生の真の
幸せを生む原動力になるのです。浄土真宗ではお盆を歓喜会（かんぎえ）と呼んでいるのは、この所以
です。合掌

５顔 沼田智秀著「生かされて」百八つのこころ より。

“和顔愛語”というのは、慈悲の実践法の一つであり、相手といしょにいるときに、やさしい顔つきをして、
思いやりにあふれた言葉をかけてあげることを意味している。
人間の感情は、常にその顔にあらわれる。笑っている顔、怒っている顔、泣いている顔、悲しんでいる
顔、喜んでいる顔、ふさいでいる顔、等々と、まことに人間の顔つきは千変万化であり、百面相なので
ある。
無財の七施、とまとめてよばれている布施行の一つに、“和顔施”というものがあるが、和やかな顔ほど
心をなぐさめてくれるものはないであろう。
もっとも、顔は、頭部の一部であって、眼、鼻、口がその中にあり、耳も前方だけを向いてついているの

で、ある特定の一方向には有効であっても、他の三方向には、顔全体を向
けなければ役にたたないのである。
そこで、仏や菩薩の慈悲を具体的に表現したものとして、十一面観音、とい
った、どの方角にでも同時に顔を向けているような形式の仏像がつくられる
ようになったのであろう。

別院理事長の挨拶 田原 優

別院会員の皆様へ、
会員の皆様によって選出されましたシアトル別院 の理事達はそれぞれ別院の色々な団体や委員会な
どに属して日夜努力を尽しています。しかしながらお寺の為、会員の為に数多くの課題を評議し採決す
る際には、彼らが属している団体や委員会だけに限らずもっと広い分野での認識と知識が必要となり
ます。これはお寺での真の指導者となるには不可欠な事です。
この度役員会のメンバーの支持を得て「批評と計画」と題した時間を通常理事会の中に盛り込み、宗教
部、会員部、維持部、日曜学校、会館部、財政部などよりそれぞれどのような活動をしているかなどに
就いて発表があり、それを受けて理事達が批評と提
案などが出されます。それによって各団体や委員会
がより良きものとなり別院の為、会員の皆様の為に
なることが我々の願いです。
この際、真の指導者として欠かせないのは、会員の
皆様のご意見に耳を傾ける事で御座います。如何
なる事でも私、田原優にお聞かせ下さい。

盆踊り
夏が近づいてきました。盆踊りの季節です。別院で
の今年の盆踊りは 7 月 19－20日です。。多くの
方々のご奉仕が必要ですので地下の廊下のサイン
表にお名前をご記入下さい。

7 月の予定

4日 独立記念日、事務所休み
6日 家族法要 日本語法要
7－11 日 盆踊り練習日
12日 墓地法要
13日 墓地法要 お盆初盆法要 3 時
14－15 日 盆踊り練習日
19－20 日 盆踊り 盆踊り法要 5 時 30分
25－27 日 NWYBA リトリート
27日 家族法要 日本語法要 正信偈
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準備の為の水、木、金曜日のうちの一日と土、日曜日の一日をご奉仕下さい。お寺の諸団体のメンバ
ーでなくてもどんどん参加して下さい、他の会員とお知り合いになるよい機会です。
踊り練習日 7 時半―9 時 7 月 7 日―11 日、14 日―15 日
去年の盆踊り75周年記念に 2 曲の新しい踊りを紹介しました。その内の一曲「ひびき」は大阪の岡橋
先生の作詞、作曲で、振り付けもされました。岡橋先生は去年のお盆に来沙されシアトルの皆様が先
生の曲をいかに楽しんでいるかをご覧になり別院の為に新曲を作曲して下さいました。この素晴らしい
ギフトの踊りの練習に来て下さい。

お盆墓地法要
７月１２日（土）

１２時 クィーンアン セメタリー （輪番松林）
１時 ワシントンメモリアル（輪番松林）
２時半 レークビュー セメタリー （カストロ先生）

７月１３日（日）
１０時 サンセットヒル セメタリー （カストロ先生）
１時 ワシャリ （輪番松林）
３時 お盆 初盆法要 （別院）

ABA
6月 8 日に数人のメンバーが再活動への話し合いの場を持ち、主旨の再検討の後下記を加えた。

＊奉仕活動―高齢者会員への手助ける ＊社交活動―会員親睦
＊若い世代を援助し奉仕する ＊モンゴリアの仏教徒への援助活動を続ける
＊お寺の環境問題や宗教活動に貢献する

これらの活動に賛同される成人メンバーの参加を呼びかけております、会員又はカンソルに参加希望
の方はお知らせ下さい。坂本ケリーが別院コンタクトです。7 月 6日 11 時半より2 回目の会議をします。
9月にはハワイアン朝食のファンドレイズも計画中。 英語面にアンケートがあります皆様のご意見、ご
提案をお待ちしております。

キャンプファイアー
6月 1 日のカンセルファイアーは大成功でした。セントラル CF ピ ュ－

ジットサウンド支部より2 名、ノース支部より1 人のゲストを迎えました。
多くのメンバーのフライアップが発表され、07－08 年の成果と活動報告が
ありました。関係者一同に感謝します。詳細は英語面に。

時報がウェブでご覧になれます！！
別院のウェブサイトwww.seattlebetsuin.com 内に newsletter の

Happy 4th of July. セクションがありますそこをクリックして下さい。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 人以上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。
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婦人会便り

会長のメッセージ 谷野テリー

当別院のお盆祭りを目前に控え、私共は婦人会への供給食品残余の利
用整理の必要上、フード部長 川原律子を先導に、去る６月８日食品販売を
行い、計画通りの成功行事となりました。おはぎ１００プレイツは 桑原絹枝
の小豆アン練りを含め、青山サエ子と田中リク子で準備され、１００プレイツ
のいなりずしは、田妻巳代子と寺田鈴子で準備して下さり、多数の会員有
志よりお手伝いをして頂きました。
賀久シズと為国フランシスには、販売係りとして食品券のお世話をして頂きました。分担仕事は各々食
品名目の責任者で組まれ、和田真知子に総まとめをして頂きました。お寺は週末予定行事一杯で、会
員は全て計画通りに済ます事を目標に、あらゆる空き場所と制限時間を利用しました。当日午前４時３
０分よりご飯炊きをつとめて下さいました田原マス、アナ、おはぎの下準備をして下さつた道堂原ケニー
の方々へ特別感謝致しております。有難うございました。先導者、川原律子と御援助下さいました方々
有難う。この食品販売に関する結果報告は、次回の理事会議に於いて和田真知子より報告の予定で
す。

６月 7 日 ４、５、６月当番の婦人会員とグローブス アラン、坂本ケリーも加わり台所清掃をして頂き有
難うございました。

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
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：お寺の台所に於いて）

活動部に依るペンシルホールダー制作につき、長谷川ジム氏には、かまぼこ板を元に下準備のお仕事
をして頂きました。部員一同有り難く感謝致しております。

7 月予定行事
１２日 お盆墓地法要
１３日 お盆墓地法要、お盆／初盆法要（別院本堂に於いて）
１９−２０日 シアトル別院盆踊り

通信書記（日） 清水和美

レッツ グリーン！
従来の電球から蛍光灯に変えるのはとってもいいことですが切れた球を有害廃棄物投棄場に持ってゆ
く必要があります。この球はマーキュリーが入っているのでゴミと一緒に出来ません。
goto.seattlepi.com/339026 をご覧下さい。
では、電池はどうでしょう？バッテリーも又、有害廃棄物投棄場に持ってゆくべきです。これはとても有
意義なプロジェクトでCF かスカウトで取り組んでもらいたいです。
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SBWA ではお盆のフードのパッケージをアースフレンドリーにしようと考えています、称賛です。盆踊り
について。。もし皆がカープールすれば、もっとみんながリサイクルをゴミから拾いリサイクルビンに入
れれば。。

本願寺ウェブサイトより
新「教章」制定
4月 15 日春の法要において浄土真宗の要旨であり、「み教え」を理解していただくための手引きである
「浄土真宗の教章」（私の歩む道）が制定されました。
本願寺のウェブページをご覧下さい。www.hongwanji.or.jp

浄土真宗の教え
浄土真宗は、釈迦如来の説かれた『仏説無量寿経(ぶっせつむりょうじゅきょう)』をよりどころとして、親
鸞聖人が明らかにして下さった教えです。
釈迦如来は、生死の迷いを離れてさとりに到る道を、数多くの教えによって説かれました。それらの教
えの中で、私たちが真に迷いを離れてさとりに到ることのできる教えは、浄土真宗のほかにはありませ
ん。
浄土真宗とは往生浄土の真実の教えという意味で、あらゆる者を必ず救うという阿弥陀如来の本願の
はたらきによって、その浄土に往生してさとりを開く教えであります。

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



六


