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2011 年度教化標語
世の中安穏なれ

仏と人
新井俊
一

仏陀というのは「悟りを開いた人」という意味ですが、「悟り」とは
人生の真実に目覚めることです。人生は苦に満ちている、その苦の原因は我々の煩悩である、その煩悩
を解決することによって私たちは苦から解放される。このように書くと「四聖諦」を思い出すでしょう。
実際、釈尊の悟りの内容は、四聖諦に集約されています。しかし釈尊が完全な仏になったのは、釈尊の
中に慈悲が芽生えて、この悟りの内容（智慧）を苦悩する衆生と分かち合おうと決心されたからです。
浄土真宗が釈尊の根本仏教とはかなり異なっている、という批判がありますが、それは正しくありませ
ん。阿弥陀仏は釈尊を通じてあらわになった真実そのも
10 月の予定
のであり、また釈尊をして衆生に働きかけて苦悩から解
脱するように促した慈悲そのものなのです。仏教には
2 日 10 時 家族法要
様々なスタイルがありますが、どれをとっても、釈尊の
10 時 45 分 日本語プログラム
教えを信じてそれに帰依することから始まります。浄土
9
日
10
時 家族法要
真宗ではそれを信心と呼びますが、他宗では、そのあと、
10 時 45 分 日本語プログラム
釈尊の定められた戒をたもち、行を行って、釈尊の悟り
16 日 10 時 初参り法要
に達しようとしますが、浄土真宗では、どこまでも教え
10 時 45 分 日本語プログラム
を聞いて、聞き抜いて、仏の心を身に受けることを目指
します。南無阿弥陀仏を称えることは、仏の心が私たち
22 日 10 時―4 時 日本語聞法セミナー
に届いたということなのです。そして念仏を称える身に
宮地彰雄師
なってから初めて、教えに遇うのも、仏に遇うのも、す
オレンジ・カウンティー仏教会
べて仏の働きのおかげだったな、ということが分かりま
BCA 名誉開教使
す。南無阿弥陀仏は仏の世界と私たちをつなぐ橋でもあ
23 日 10 時 家族・子供法要
ります。
10 時 45 分 日本語法要
宮地彰雄師
ぶつのこころは ふしぎなものよ。
1 時 SBBWA 先亡者追悼法要
めにわめえでど、はなしができる。
宮地彰雄師
ぶつとはなしを、するときわ、
30 日 10 時 家族法要
称名ねんぶつ、これがはなしよ。
10 時 45 分 日本語プログラム
（浅原才市）

新井先生に許可を頂き転載させて頂きました。
先生の略歴：相愛大学名誉教授、文学博士(ハワイ大学）、浄土真宗本願寺派教師。

素晴らしい秋のお彼岸法要
お彼岸法要にご出席された方々に感謝します。天候に恵まれ、前夜の雨に庭
がリフレッシュされ、ぼん鐘の音に門徒が駆け足で集まってくる。私は本堂
の後ろで法要に参加しました。内陣は先生たちとアシスタントたちで満ちて
おり、サンガメンバーが席を埋め、別院コワイアーが前の席に。コワイアー
は“A”の日でした、ピアノとバイオリンの伴奏、とてもよかったです。ゲ
ストの IBS の桑原先生には子供、英語、日本語のご法話をしていただきまし
た。先生たちは DX,DS、DS 父兄会に忙しくしておりました。また、ボーイ・
スカウトも始まりました。なんという活動に満ちたお寺でしょうか。またす
ぐにお会いしましょう。
合掌

森ポール、別院会長

別院理事会員候補者について
シアトル別院の理事選挙が近づいてきました。まもなく 2011 年の別院会員の方々に投票用紙が送ら
れます。最終の票読みは 12 月 11 日の別院総会です。お寺の運営などを課題とした理事会議は年間
6 回開かれます。理事への候補にお名前を加えることをご希望の方はお名前・電話番号・メールアド
レスと共に過去 3 年間のお寺に関連した自己紹介を添えて 10 月 16 日 10AM
までに事務所まで
提出下さい。
理事資格について
1、レギュラー会員であること。別院の決まりでは：維持会費最低額を納めている。
2、3 年間務められること。
3、年間最低 6 回の理事会議もしくは追加の会議に出席できること。理事は全部の理事会議に出席を要
望されています。都合で出席不可能の方も最半分は出席が求められています。
お稚児
11 月 6 日無縁法要にて子供たちのお稚児行列に参加ご希望の方は用紙が玄関にあります。ダーマス
クールの父兄にお尋ねください。
会員部より
今月も英語部に会費お支払いの方のお名前があります。この方々は 2010 年の維持会費をお支払いにな
った方々です。70 才以上は$250（＄500 ご夫
妻）、70 才以下は$300(＄600 ご夫妻)です。これ
は別院の維持に対しての最低額になります。あり
がとうございます。
初参り
10 月 16 日 10 時 初参式―浄土真宗の習わしと
して赤ちゃんが初めてお寺に参って祝福をうけ、
記念のじゅずをいただくとても意義ある式です。
締め切りは 10 月 9 日。シアトル別院までお知ら
せ下さい。206-329-0800.

秋祭り別院テーブルにて

アン O

写真―市川サット

ABA ニュース
マージャン・クラス
マージャンのレッスンは続いております。次は１０月３０日の予定です。１２時―２時。初心者も歓
迎です。ランチを持って来ても結構です。質問などは ゲール K か真知子 W まで

婦人会便り
会長のメッセージ

八幡静江

ＢＣＡの開教使の先生方の夏の布教研修会がシアトルで催され、ＳＢＢＷＡではスナックを作った。川原律子
以下の方々、和田まちこ、藤井藹子、桑原絹江、中西清子、山崎美代子、竹田園枝にお世話になった。
9 月のキッチン掃除には道堂原芳枝、浅場マリアン、真野アイリーン、竹村朴美、道堂原ケニーによりストー
ブを掃除してもらった。ミスター道堂原には特に感謝します。
星野アランと和田真知子のアレンジよる日本語プログラムは好評で、多くが出席されている。その他にも
SBBWA のメンバーが先導となりセミナーなどにご奉仕している。それらは SBBWA メンバーや別院会員によろこ
ばれ、とても有意義な機会になっています。
活動部
11 月 2 日 10 時より 12 時に清水ちょう、SHIBA ボランティア、による 2012 年のヘルスケアーとプレスクリプ
ションの変更についての説明会があります。説明会の前に自分のメディケアの質問を用意しておいて下さい。
この説明会は別院会員と一般の方が参加出来ます。サインアップは別院事務所前にあります。
寄付感謝録―英語面をご覧ください。
10 月の予定
10 月 2 日
23 日

11 時 45 分
1時

婦人会理事会
別院婦人会先亡者追悼法要

日本語法要・プログラム予定
１０月

２日（日） 日本語プログラム ビデオ法話 桑原浄信師 「非戦へ」

１０月

９日（日） 日本語プログラム ビデオ法話 南條了瑛師 「仏さまの光とは」

１０月１６日（土） 日本語プログラム ビデオ法話 桑原浄信師 「願いをかけられた存在」
１０月２３日（日） 日本語法要

ご法話 宮地彰雄師

１０月３０日（日） 日本語プログラム ビデオ法話 海野マーク師

「お念仏の旅」

１１月

「愚禿親鸞」

６日 (日) 日本語プログラム ビデオ法話 廣田デニス師

１１月１３日

(日) 日本語プログラム ビデオ法話 小杭好臣総長

「立ち返る道」

シアトル別院日本語聞法セミナー
２０１１年１０月２２日（土曜日）
午後１０時ー午後４時

ご講師：宮地彰雄師
オレンジ・カウンティー仏教会

講題

「仏様はどこにおられます」
皆様おそろいでご出席下さい。

チェックはシアトル別院宗教部
( Seattle Betsuin R.D. ) 宛に。
チェックと封筒に日本語セミナーと書いて、申込書と一緒に別院に送付し
て下さい。1427 S. Main St. Seattle, WA 98144

登録用紙
日本語セミナー２０１１年１０月２２日（土）１０時ー４時
費用 ：１０ドル（昼食込み）
締切日：２０１１年１０月２０日

お名前＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
お電話＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

係り：グローブス芙美子、桑原絹江、青山サエ子

