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シアトル別院時報
２8巻 ４月号

祝釈尊降誕花まつり・“三法印”から涅槃の世界
“決別は確かな事実と知りつつも・・・”

シアトル別院輪番 松林芳秀

有名な明治の文豪・夏目漱石は『草枕』の冒頭で、「智に働けば
角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。兎角に人
の世は住みにくい」と、私たちの住む世界の難しさを述べ、さりと
て「唯の人が作った人の世が住みにくいからとて、越す国はあるま
い。あれば人でなしの国へ行く計りだ。人でなしの国は人の世より
も猶住みにくかろう」と、住みにくい人の世を逃れることの出来ないことを、私たちに知らせ
ています。
しかし、住みにくい世界から、明るい世界へ移り変わる方法として、「住みにくき世から、

住みにくき煩（わずら）いを引き抜いて、有難い世界をまのあたりに写すのが詩である」と述
べています。
私は青春時代に、『草枕』を読みふけって、夏目漱石の冒頭の記述を人生訓として口ずさん

できました。それは又、釈尊の説かれた仏教の三法印として示された逃れることの出来ない事
実（法）を、如何に受け止めて生きるかという道標（みちしるべ）でもあります。
釈尊は、私たちの人生が「諸行無常」であり、「諸法無我」であり、「一切皆苦」と説かれ

ました。この様な相（すがた）は、『平家物語』の冒頭で、「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の
響きあり、沙羅双樹の花の色、盛者必衰の理をしめす」と悲哀をこめて美しく描写されていま
す。
去る 2009年 2月 4日の『北米報知』紙上に、シアトル短歌会の歌が発表され、冒頭に法友・

楠見房子さんの歌が掲載されていました。楠見さんの短歌は一昨年の日本全国万葉短歌大会で
佳作入選し、その歌の素晴らしさは定評のあるとこ
ろです。この度発表された短歌は、
“決別は確かな事実と知りつつも 捨てがたきか

な君のぬくもり”
と詠われていました。これはまさに夏目漱石の語る
「住みにくき世から、住みにくき煩（わずら）いを
引き抜いて、有難い世界をまのあたりに写すのが詩
である」ことを実証した短歌だと感激して読みまし
た。「決別は確かな事実」であることが、諸行無常
の私たちの人世です。そこに、｢捨てがたき君のぬ
くもり｣である永遠のお慈悲の世界に目覚める、有
難い世界を見出されたことは誠に素晴らしい人生だ
と思いました。

2009 年度教化標語
世の中安穏なれ

4 月の予定

5 日 家族法要 日本語法要
12 日 花まつり法要

花田ジューリー先生
日本語法要
花まつりランチ

19 日 家族法要 日本語法要
ＤＳ アースデー

26 日 家族法要 日本語法要なし
ＤＳ ジムデー
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日本の生んだ偉大なる哲学者・西田幾多郎博士はその著『善の研究』で、「宗教的要求は自
己に対する要求である。自己の生命に就いての要求である。我々の自己がその相対的にして有
限なることを覚知すると共に、絶対無限の力に合一してこれに由りて永遠の真生命を得んと欲
するの要求である」と述べ、自己が相対的であり、有限であることに目覚めて、絶対無限の力
と一つになり、永遠の真生命（涅槃）を得ることが宗教の本質であると示されたのです。
親鸞聖人は浄土真宗の教えで、生まれがたき人の世に縁あって生まれ、生まれることによっ

て死を逃れることの出来ない有限なる私が、永遠で無量寿のお慈悲である阿弥陀仏、そのご本
願と一体となる南無阿弥陀仏の教えを示して下さいました。これは実に、有難いお念仏の人生
です。南無 阿弥陀仏

６４手段 沼田智秀著「ささえあって」百八つのおもい より

手段とは、方法、手だて、しかたということですが、どれほど素晴らしい思いでも、それを実
現する方法・手だてがなければ無に帰します。
すなわち、どれほど素晴らしい計画を立てても、方法を間違い、手だてがなければどうにもな
りません。そういうことでは、物事の最後は手段によって決まるといっても言い過ぎではあり
ません。
仏教は、智慧の教え、慈悲の教えといいますが、もうひとつ大切なことは、方便の教えだとい
うことです。方便とは、よき手段を選ぶということです。
智慧は、慈悲なり、慈悲は方便となってはじめて、人間を救う教えにな
るのです。親鸞聖人の「和讃」にも、
極悪深重の衆生（をすくう）は他の方便（手段は）さらなしひとえに弥
陀を称してぞ浄土にうまるとのべたまう （「源信讃」）

シアトル別院会員のみなさまへ 田原 優

２００9年度別院バザーは大勢の会員の皆様のご奉仕頂きまして、お蔭様で大成功でし
た。数えきらぬ日時をその計画と準備に献身された委員の皆様、及びに多くの奉仕者がそれぞ
れの役割を果たされてこそこの大切な年中行事を成功させることが出来たのです。バザーはそ
れこそシアトル別院という大家族がこぞって成しあげた行事でした。

別院理事会の研修会が三月七日に催されました。先般御承知かと思われますが、別院理
事会は昨年中かなりの時間を割いて、当別院の運営に関して諸点を探究してまいりました。そ
れにより減少しつつある会員とその高齢化、老朽化しつつある建物、運営費にともなう赤字財
政、などの厳しい現状を把握することが出来ました。この研修会はそれらの事実を踏まえた上
で、これからの別院及びに会員の皆様の為に明るい将来にむけての指針となるものを見出すこ
とでした。我々が求める変革は数多く非常に困難且つ複雑なものであります。この研修会で諸
点において理事達の同意を得ましたことで、将来へむかっての大きな一歩を踏み出したことに
なります。しかしこれはあくまでも一歩であり、皆さんと共に前進したいと願っています。

米国仏教団に就いてのお知らせ。森ポール氏と私はシアトル別院の代表として二月二十
六日から二十八日に行われた米国仏教団年次評議会に出席いたしました。シアトル別院は米国
仏教団の強力な支持団体としてしられており、過去・現在の指導者達が米国仏教団の色々な分
野で活躍してきました。
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２１世紀キャンペーンで高率な参加者を得たのがその良い一例です。
浄土真宗センター財政委員会はカルフォニア信用銀行よりの３５０万ドル貸付金を 25年契約で
払うことで同意を得ました。これにより米国仏教団が直面していた財政面での危機が緩和され
ました。

親鸞聖人七百五十回大遠忌の為に米国仏教団では 2010年 2 月 26－28 日にサンノセで行
われる米国仏教団評議員会議と時を同じくして記念行事を執り行います。2 月 27 日（土）に行
われる講話会と晩餐会への参加費は 110 ドルです。講話会の演説は田中ケン博士で晩餐会での
演説はパシフィック仏教学院のパイパー・富山氏です。2009・2010年度米国仏教団の財政経常
予算が承認され、16、692 人の米国仏教団会員に一人 85.76ドルの会費を義務付けるとしまし
た。シアトル別院の会員は 565人ですので年額 46,369.55 ドルとなります。

ABA
ＡＢＡでは 4 月 4 日にメンバーシップディナーを開催。6－9 時 別院ジムにて。当日はディナ
ーとダンス（オールディー）で皆様のご参加を待っている。＄30. 別院事務所まで連絡のこと。
206-329-0800

花まつりランチ
4月 12 日、花祭り法要のあとに催される。ダーマスクールが準備します、無料。仏様のお誕生
日をお祝いし、このうれしい日に会員一同と過ごしましょう。

キャンプファイアー
5月 31 日にアワード式がおこなわれます。12 時―1時ジムにて。アラムナイ、家族、友人の参
加をおねがいします。
キャンディーセールー今年は最高の売り上げでした。5741ユニットが売られました。半分が CF
USAのプログラムに行きます。ピュージットサウンド CFは財政難ですのでとても意義のあるこ
とです。
私たちのグループも 2000ドル以上のファンドレイズでした。寄付されたキャンディ（5 ドル払
って受け取られなかった）はミニタリーに出征中のファミリーをサポートする団体に寄付され
ました。トップセラーは英語面に。
ディスカバリー・ホライゾン：3月 1 日ＣＦの 99回目の誕生日を祝う。法要では 3人が先導し
た。カルナクラスは多くのボランティアに助けられ順調に進んでいる。ＢＷＡの川原夫人から
和食のいなり、まんじゅう、うどんを習い、堀川夫人より生け花を習った。上西ゲールよりキ
ルトを習い、お内陣に使う打敷を作っている。

ダーマスクール
涅槃会のベークセールにＤＳより 50 ドルがポーセイドンへブンに寄
付された。

春のバザー
門徒一団となってがんばった 09年のバザーが終わってまだ数週間で
す。成功の元となるその計画は一月より始められます。財政面でどの
ような結果になったかは今まだわかりませんが楽しんでいる様子がめ

につきそれも成功の一部です。バザーは別院のファンドレイズで、売り上げがすべて別院の運
営資金となります。ご奉仕の方々の仕事量を軽くするためとバラエティーのために今年はメニ
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ューを変えました。詳細は今年の総会で発表されます。この委員会を代表しまして皆様のご支
援と参加に感謝いたします。

バザーコミティーはお寺の団体代表とメンバーで成され、3 度会議をしました。その方々の時
間と努力に感謝します。ステフＯ，スージーＴ、ロンＨ，クレグＮ，ケリーＳ その他諸団体
よりスティーブＣ，ダーナＮ、ポーリンＳ、しずえＹ，アンドレアＭ，ジャンＫ，マスＴ，ダ
ーナＺ．
計画も皆様のご奉仕・寄付がなければ成り立ちません。これはお寺の 2回の大きなファンドレ
イズの内のひとつです。感謝されない奉仕と思われますが多大な感謝をいたしております。こ
れは一人で出来るものではありません、成功裏に感謝よりみなさまの奉仕の努力に御礼もうし
ます。ひとりで一箇所以上の役に就いて下さったり、計画外の仕事が出来たりと予定外の仕事
もしてくださいました。一人一人の方々に御礼申します。皆様のお陰で成功裏に終わりました。
ベーク品、その他の商品を寄付された方、ご奉仕の方々の名前を書くスペースがありません。
サインアップ表は後にとって置き将来にどれ位の人数が必要かに参考とします。名前は表しま
せんがご寄付は重ねて御礼もうします。
最後にバザーのティケットを受け取らなかった方々がおられます。どうか別院事務所まで連絡
ください。バルクメールであることも事情になっていると思いますが住所の間違いもあります。

スカラシップ
ハイスクールシニア（2009）・辻原メモリアルスカラシップと別院コンテ
ィニュー教育グラントにアプライできます。締め切りは 4月 24日金曜日午
後 1 時。質問は賀来しずまで 206-329-0800
カレッジ生徒・下紺まさる・みつまスカラシップは現在医学部、ナーシン
グ、エンジニア専攻の生徒に限られます。締め切り、連絡先は上記と同じ。

事務所の業務時間変更
月曜日―金曜日 9 時―3 時まで。土曜日はクローズ。時間外で緊急の場合は時報英語面に連絡
先があります。

会員部より
英語部に会費お支払いの方のお名前があります。会員 70 才以上は$250、70 才以下は$300 です。
これは会費の維持に対しての最低額になります。別院年会費は 9月末が締め切りになります。

シアトル別院仏教会の維持会員になる手続きについて
維持会員にはシアトル別院仏教会の目的に賛同される方は誰でも入会出来ます。当仏教会の規
約には、次のように目的が記されています。
“・・・阿弥陀如来のご本願に生かされる喜びを、感謝のお念仏に表し、親鸞聖人と七高僧に
よって示された仏さまの教えを維持相続し、社会一般の福祉に尽力します。”
来訪者の方は、出来ればシアトル別院の“正規”の会員になって下さいます様にお願いします。
当仏教会の“正規”の会員とは、その年の年間維持会費（仏教会の維持・運営のための基本的
寄付）を支払って下さる方々です。
入会用紙は、仏教会の入り口の間にあります。また、別院インターネットの
www.seattlebetsuin.com からも入手できます。どうぞ、シアトル別院維持会員になって下さ
いますようお願いいたします。
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婦人会便り

会長のメツセージ 谷野テリー
来る５月３日に予定されています 恒例の新入会員入会式並びに親睦昼食
会に付き、 馬場ジャネツト、 和田真知子と会員部に依り、 種々と計画
準備が進められています。お寺の女性会員の皆様には此の機会に今一度
考慮していただき、婦人会へと入会して下さいます事を私共一同歓待致
しております。入会希望者は、会員部員の高島清子、堀川徳禧久、加藤
ジョイス、又は、谷野テリー 会長迄連絡下さい。

・寄付感謝録 一般寄付は、英文寄付欄を参照下さい。

・婦人会活動部
活動部は来る４月８日（水曜日）、鶴の折り紙手芸クラスを、午前９時３０分
より午前１１時３０分迄ダイニング ルームに於いて開きます。

・４月行事予定
５日 SBBWA 理事会議

１２日 花祭り
２６日 SBBWA ５月 理事会議

通信書記（日） 清水和美

今月のこよみ
卯月（うつき） 陰暦４月の異称。

1日 エイプリルフール

28日 サンフランシスコ平和条約発効記念日

日本国民の主権を回復したことを記念する日。
1951年(昭和 26年)の 9月 8 日に、サンフランシスコにて、連合軍と日本との間に「対日
平和条約」が調印され、翌年４月 28 日にその効力発生、日本の主権が回復、正式に国際
社会に復帰した。

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
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