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  新井俊一師     
 

 
ある人が、自分は長い間親鸞聖人の教えを聞いてきたけれども、全く進歩

できていない、と言いました。私は、この人の聞き方に問題があるのではな

いかと思います。「進歩」などなくてもいいのです。ある時、座禅に熱心な在

家の方が先生に、「自分はどれほど進歩したでしょうか」と聞いているのを

聞きました。先生は「あんたはよくやっている」と答えていました。その人が

どんな意味で「進歩」を言ったとしても、禅の先生がどんな意味で「よくやっ

ている」と言ったとしても、そういうことは浄土真宗では問題になりません。 

 

聞法者の中には、几帳面にノートを取っている人がいます。何冊も

たまったノートは、その人にとってはとても大切なものです。私も何

回かそのようなメモを取ろうとしたことがありますが、それを読み返

したことがありません。何となくメモにした法語は生きているように見

えないからです。本当に大切なことは、法話を聞くまさにその時に、

法に触れている、ということです。教えを聴いた時間の長さや、法座

に出席した回数は、阿弥陀仏の本願を本当に理解することにはつ

ながりません。   

 

時には、法話を一回聞くだけで深い信心をいただく人もいます。『観

経』の終わりの方に、一生悪行ばかりしていた人物が死に瀕してい

るときに、善知識の教えにしたがって、南無阿弥陀仏を十回称える

と、往生ができた、という話があります。おそらく「進歩」を語る人た

ちは、自分の寿命について切迫感がなく、まだしばらく続くと思って

いるからそのようなことを言うのでしょう。私たちは自分の命が今つ

きかかっていると考えて、それなら何を最後の頼みにするかを考え

なければなりません。私にとってはそれは、南無阿弥陀仏です。浄

土真宗の講師はすべてそれを語っているのではないでしょうか。 

 

2015 年が始まりました。 

明けましておめでとうございます。 

けさ仏壇にお灯明とお線香とお花を差し上げている時にふと思いま

した。 

 

  201５年度教化標語 

まことの人生を歩もう 
 

2月の予定 

 

１日 10時 スカウト・サンデイ法要 

     10時 45分 日本語プログラム 

7日 2時 海野大徹師メモリアル法要 

８日 10時 涅槃会法要・ペット法要 

           ご法話 マーク海野師 

     10時 45分 日本語法要 

           ご法話 マーク海野師 

     11時 45分 菜食ポット・ラック 

1３-1５日 西北部仏教徒大会  

      ベルビュー・ウェスティン 

1５日 別院での法要なし 

1６日 事務所休み (プレジデントデイ) 

2２日 10時 家族法要 

     10時 45分 日本語プログラム 

 

５日 1時半 日系マナー法要 

19日 1時半 日系マナー法要 

2４日 1０時半 敬老ホーム法要 

26日 10時半 敬老ホーム法要 

 

http://www.blogger.com/profile/12149415505385472223


このお灯明は仏の智慧           私の命の奥底を照らしてくださる 

このお線香の煙は仏の慈悲        私を最も清浄なところに導いてくださる 

このお花はお浄土の生まれ        すべての命が輝く世界を示してくださる。 

 

苦しいこと、楽しいことなど、いろいろあるでしょうが、あなたも私も実りある一年を過ごしましょう。 

                 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。 
 

 会長の挨拶             別院理事会 会長  森久保ゆきお 

 
2月 13日から 15日に催される西北区仏教徒大会に皆様は参加されますか。 

 

多くのメンバーが一年以上にわたり西北区およびカナダとＢＣＡのお友達に楽しん

で頂こうと努力してきました。ＢＣＡとカナダの 15もの仏教会から大会に参加さ

れます。多くの参加者を迎えて楽しい時間を約束します。 

 

計画委員会はリン・グッドリッチとキャレン森久保をリーダーに活気の有る大会にしようと、テーマも

「エブリデェイ リズム オブ 念仏」です。このテーマの下線としてケミ中林の指導により音楽がこ

の大会において法要、ウォークショップ、バンクエットにより深く響くでしょう。 

 

大会の基調講演のご講師はオークランド仏教会のハリー・ブリッジ師、先生はミュージシャンです、ベ

ースギターを片手に、大会に来られます。先生のエネルギーは誰にも移りやすくまたその音は若者にも

大人にも響き渡ります。 

 

梅津総長をはじめ、北米区の開教使の先生方も皆参加されます。私たちは楽しいこと好きの先生方がこ

こに居られてラッキーで、梅津先生もいつも楽しいこと好きです。先生方の参加が元気付けになります。 

 

ここでメンバーの方々にこの大会においてのご支援に対しお礼申します。広告セール、ボランティアの

時間、ブースター寄付など十分の資金ですばらしい大会になる環境にしてくださいました。大会を実現

に導いて下さり“ありがとう” 

 

この記事を読まれるときにはもう大会の申し込み締め切りは終わっています。参加される方、おめでと

う、とても楽しい大会です（スーパーボールの次に）もし申し込まなかった方、食事のオーダーをホテ

ルにしたかチェックしてください。まだでしたら申し込めるかもしれません。 

 

大会に参加されない方も 15日の日曜のサービスには出席してください。ベルビュー・ウェスティンで

10時からです。ＢＣＡブックストアと宝石デザインもあいています。 

                          では会場でお会いしましょう。 合掌、 

 

2月 8日 10時 涅槃会法要・ペット法要   11時 45分 菜食ポット・ラック 

ペットの写真はデジタルで pets@seattlebetsuin.com までおくって下さい。事務所でもヘルプできます。 

 
サーモン・ディナー 

今年のサーモン・ディナーは 3 月 28 日です。サーモン以外のチョイスもあります。このイベントに皆様のご協力を

お願いします。皆様の知り合い、家族、などにお声をかけて下さい。メンバーにはティケットがいつものように送ら

れますが使わないティケットはお寺に返すよりどなたかに売って頂けますように。このディナーはお寺の 2 回のフ

ァンドレイズの一つでとても大切な催しです。この基金で宗教部や運営にあてられます。3 月の始めにティケット

が送られて来ますので注意して下さい。食材のオーダーがありますのでティケットは早い目にお支払いください。 

mailto:ペットの写真はデジタルでpets@seattlebetsuin.com


冬季パシフィックセミナーのおしらせ   

 
講師:  内 藤 知 康 師    浄土真宗本願寺派観学寮員・龍谷大学名誉教授 

             
「真実の教えと信心の生活」 
 

日時：2015 年 3 月 7 日（土）  午前 9:00 - 午後 4:00   場所：シアトル別院 

 

参加費：$30 （昼食込み） 申込締切：2015 年 2 月 23 日 

北西教区のメンバーの方は所属寺を通じてお申し込み下さい。 

参加費支払いのチェックは「Seattle Betsuin」宛てとしメモ欄に「Winter Pacific Seminar」と

ご記入下さい。なお送付先は上記シアトル別院までお願いいたします。 

連絡先: office@seattlebetsuin.com 電話: 206-329-0800 

  

米国仏教大学院・米国仏教団仏教教育部の共催で今年はじめて西北部において冬季パシフィックセミナーが催

されます。基調講演のご講師の内藤知康師・教授は観学という本願寺の最高の地位と龍谷大学名誉教授でおら

れます。日本語のご講演は英語の通訳もあります。また午後にはＣＢＥ共同ディレクター・本願寺通信教育主任

の桑原浄信師の英語と内藤教授の日本語のレクチャーがあります。 

 

２０１５年法事予定 

故人の面影をしのび、感謝すると共に、故人の命日を縁として、家族が仏法に触れる機会です。 

＊法事のご要望は別院事務所までご連絡下さい。206-329-0800． 

亡くなった年 

２０１４年   一周忌    １年目 

２０１３年   三周忌    ２年目 

２００９年   七回忌    ６年目 

２００３年   十三回忌   １２年目 

 

１９９９年   十七回忌   １６年目 

１９９１年   二十五回忌  ２４年目 

１９８３年   三十三回忌  ３２年目 

１９６６年   五十回忌   ４９年目

2 月 7 日 2 時 シアトル別院において海野大徹師追悼法要 

海野大徹先生が 12 月 13 日 85 歳で亡くなりました。1 月 3 日にバークレー仏教会でお葬式がおこなわれました。

シアトルのほかに専心、ＬＡ，ＮＹ、ホノルルにて追悼法要がおこなわれます。追悼法要にはマーク海野先生がご

出席されます。皆様も海野先生の生前の思いでを偲びそのご貢献に感謝しぜひご出席ください。 

カストロ先生の今月のご法話（英語面）で海野先生がシアトルに来られた時の思いでなどを書いておられます。

お香典の代わりにご家族からシアトル別院にご寄付されるようにリクエストされています。 

 

女性のセミナー 

第四回を迎える女性のセミナーは今年も 10 月 3 日に予定しています。その日をセーブしておいてください。今年

はトードー・インスティチュートよりリンダ・アンダーソン・クレッチさんを招いております。彼女は日本の精神療法で

ある森田療法と内観療法を教えておられます。今からとても楽しみです。詳細はおって案内されます。今年も意

義あるセミナーとするためにコミティーは色々なアイデアを出し合っています。コミティーにて協力してくださる方

はアイリーン後藤までお知らせください。 

 

ダーマ・エックスチェンジのコーヒー当番 

今年のコーヒー当番を募っています。新しいアイデアでは朝早く来て用意するグループと後片付けのグ

ループに分けてサインアップするかチームをつくり仕事を分け合うアイデアです。もしお手伝い出来る

ようでしたらサインアップのボードがダイニングにありますのでよい日・月を選んでください。皆さん

の協力をお願いします。 



婦人会便り 
           会長の挨拶     馬場ジャネット   

                                                         

新年会；１月１１日、仏教会公会堂に於いて、ルーク・キアナさんと横山ジェイスンさん

の進行により、２０１５年の新年会が賑やかに催されました。カストロ 輪番の指揮のも

と、２０１５年度の仏教会役員の方々が宣誓されました。        
３４０名のメンバーとゲストの皆さん一同、お弁当ランチをたのしみました。 

川原律子さん、桑原絹江さんの煮豆（マメに働ける健康な身体を）と 藤井藹子さん、島田シャーリイさん、永井 

サニーさん、ヴァートみちさん、山崎美代子さん達によるキンピラゴボウ（牛蒡の様に大地に深く根をはる人生を）

と、おせち料理には欠かせない二品が、婦人会メンバーの方々より、サービスされました。ごちそうさまでした。ラ

ンチのあと仏教会メンバーの方達による余興が行われ、麻植サンキさんをリーダーに、兼本イレーンさん、真野

アイリーンさん、和田真知子さん、八幡静恵さん、頭本とみさん、上西ゲールさん、そして馬場ジャネットさんの婦

人会の有志の方々の民謡ダンスも披露されました。 

 

NW 西部地区仏教徒大会；２月１３〜１５日、ベルビューウエステンホテルにて開かれる NWD 仏教徒大会（音楽

を中心にした興味深い大会）は快調に準備が進められています。大会のキイノートスピーカーでもある  Rev. 

Harry Bridge 先生の （毎日の念仏をリズムにして）というテーマで開かれるこの大会は、日本語でも英語でもバ

ラエテイに富んだ、ワークショップがプログラムされています。 

西部地区 BWA は、土曜日１４日朝７時３０分から代表者会議を、日曜日１５日朝８時から西部地区 BWA 総会を

開きます。FBWA 役員会ミーテング（Oct 10 、２０１５）と、  2016  FBWA 会議のホストとしての西部地区 BWA の

プランや計画などが、総会の時に報告されます。西部地区 BWA のメンバーのかたは、皆さん、出席していただき

たいと願っています。 

 

通信（Mailing Committee)係；婦人会役員の真野アイリーンさんをリーダー に一年を通して婦人会の通信を受け

持ってくださっている、浅場マリアンさん、浜中洋子さん、中村ルビーさん、麻植サンキさん、志賀谷メリーさんの

みなさんには本当に感謝しています。おかげさまで婦人会の行事や催しを知ることができます。大変なお仕事で

すが、これからもよろしくお願いします。 

 

帽子を編んでくださる；この冬の為にお一人でたくさんの手編の帽子を届けてくださった方があります。豊島美智

子さんは婦人会に加入されて以来様々な色の帽子を手編され寄附してこられました。これらの帽子は、オライオ

ン センター、Union Gospel,  ホリデイバッグとして,  Coal  Creek  YMCA’ s teenage  

へ そして  homeless  women’s  program へ贈られました。私たちは、彼女の 

仕事に、そしてその貴重な時間を費やして下さった事に本当に感謝しております。もし何方か余分な毛糸をお持

ちでしたら、国広キャロラインさんか清水ダーリンさんへお届けくださいませんか。よろしくお願いいたします。 

 

オライオン センター；１月１６日、富田 加藤 ナイナさんのクッキンググループにより、オライオン センターのヤ

ングホームレスの人たちにバランスのとれた夕食がふるまわれ、浅場ローレンさん、森ポールさん、森トリシャさ

ん、八幡静恵さんが、デナーの用意を手伝われました。 

そして豊島さんの手編の帽子が１８歳から２４歳の若人に手渡されました。 

次のオライオンセンターへの奉仕は６月１９日に予定されています。どなたかこの奉仕活動に参加してくださる方

がおられましたら私たちにお知らせください。献立も自分たちでそれぞれに計画して調理をしサービスしていま

す 。２０１５年のエンターテイメントブックをこのプログラムの基金のために販売しています。    合掌   

 

２月    行事予定    

1 日   SBBWA    役員会          

8 日   Nirvana    Day   &  Dana  Day  寄附  

22 日  SBBWA    理事会                           通信書記（日）  寺田鈴子 提出 



 

 

 


