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まことの人生を歩もう

『法灯』
関谷沙羅師
10 年前の今頃のことです。スイスのサンガレン大学で
行われ、学生が運営することから「学生版のダボス会議」と呼ばれる『サンガレ
ン・シンポジウム』に、私は会社の上司のお供として同席させていただきました。
そこでは世界中から数百名の産官学界のリーダーと大学生や若手リーダー達
が集い、グローバルなテーマについて議論や交流をしていました。その際に拝見したり
お話しした日本からの発表者の方々を今テレビで頻繁にお見かけしますが、日本の代
表として更なる活躍をされ、影響力を増していらっしゃいます。学生版でこの充実であ
れば、本場のダボス会議はさぞや、と私は刺激を受けたことです。
当時学生版に参加することでワクワクしながら調べた『ダボス会議』。
6 月の予定
これはスイスにある非営利財団の『世界経済フォーラム』がダボスに
て開く年次総会で、約 2500 名の国際的リーダー達が一堂に会し、世
1－5 日 関谷先生 カリフォルニア
界経済や環境問題など諸問題を議論する場とのことでした。この世界
経済フォーラムでは更に、世界で活躍が期待される 40 歳未満の次世
５日 10 時 別院先亡者追悼法要
代の指導者『ヤング・グローバル・リーダーズ(YGL)』を選出しています。
10 時 45 分 日本語プログラム
１２日 10 時 ダーマ・スクール
今年 3 月、そのお一人に、ご門主様が選出されました。本願寺新報
アワード・サービス
によりますと「職業上の業績、社会への貢献、将来世界に貢献しうる
ダーマ・スクール最終日
潜在的な指導力」が決め手となってとのことで、若き指導者の世界的
10 時 45 分 日本語法要
ネットワークの中でのご活躍が期待されているとあります。
DS 主催 ポットラック・ランチ
１９日 10 時 家族法要
以前 YGL に選出された方の体験記によると、このグループには政
10 時 45 分 日本語法要
治家、社会起業家、経営者、芸術家、王族、大学教授、スポーツ選手、 2６日 10 時 総長・輪番追悼法要
宇宙飛行士等、様々な分野のリーダーが選ばれていて、選出後は
10 時 45 分 日本語法要
YGL が会するリーダーシップ教育の機会が多く用意されているそうで
2７－７月１日 ＫＳＰ
す。
私が垣間見たサンガレンでのグローバルな視野でのリーダー方の研
２日 1 時半 日系マナー法要
鑽、そしてその後の更なる充実からも、2014 年の今月、第 25 代門主
1６日 1 時半 日系マナー法要
に就かれた専如ご門主様が宗門内のみならず外におかれても、若手
2８日 10 時半 敬老ホーム法要
指導者としてご活躍なさることは目に見えるようであり、多くの方々が
心豊かなに生きることのできる世界に向け、声を挙げてくださることに

一僧侶として心強さをいただいています。
現在ご門主様は全国をご巡拝中ですが、本願寺新報に掲載された佐賀の御門徒・徳永義孝さんは、「りり
しいお姿が印象的でした。お若くして宗門をけん引される重責は想像もつかないが、ご一緒に歩ませていた
だきたい」と語っていらっしゃいました。
私達の時代のご門主様が歩まれる未来に光る道を、私達は私達の場所でご一緒に歩ませていただき、少
しでも皆でお互いを支え合い、盛り上げていけたらと感じさせていただいた喜ばしいニュースでした。
「法灯」とは、念仏の法と示され
る、宗祖・親鸞聖人があきらかに
された「浄土真宗のみ教え」のこ
とです。2014 年 6 月 6 日に行わ
れた『法統継承式』は、「法灯」を
受け継いで本願寺および宗門を
統一することを継承されることを
表明された「儀式」でした。そして、
今年の秋からいよいよ、2017 年
春までの約半年間に渡り、「法灯」
が専如ご門主様に伝えられた旨
を仏祖に奉告する「法要」、『伝灯
奉告法要』が勤められます。ご門
主のお代替わりを仏祖の御前に
告げられるとともに、お念仏のみ
教えが広く伝わることを願って、1
日 1 座、80 日間、勤められる予
定です。
シアトル別院からも参拝ツアーを予定しております。ぜひ多くの方々が参拝の機会を持たれ、親鸞聖人が
あきらかにされた浄土真宗のみ教えを聴聞されますよう念じております。
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すぐそこに夏が近づいているとは信じがたいことです。全てのクラスを終え人生の次
の段階へと進まれる今年の卒業生おめでとう。2016 年の春が終わり別院も新しいエキ
サイティングな時に入ります。地下工事の後は片付けられ新しい活動や会議の場所に
つながり、この夏から早速使えます。新しいスペースにはエアコンが入りお盆のよう
な暑くて長いシフトでも快適に働けます。このプロジェクトに係わり、予定の期日に
終わるように調整してくれたグレース田妻とロン浜川
に感謝します。
地下のプロジェクトは皆さんよくご存知ですが同じようなプロジェクト
が隣の家でも静かに行われています。アンドレア真野、クレッグ中野、
コーリー村田、サイレス本名、ギャリー柴田、ケン・ヨーコン、ポー
ル・ナツゼンが長く放り出されたままの家をゲストハウスにするべく片

付けています。そこには長期の先生方が滞在出来
ます。プロジェクトは屋根の葺き替え、電気の新
しい配線、室内の壁の張替え、天井のプラスター、
床材のさい仕上げ、バスルームとキッチンのリモ
デル、廊下とバスルームの床、配管工事、ペイン
ティングなど。
最初のゲストとして泊まられるのは新井俊一先生
です。7 月に到着され別院にて 1 週間に亘りレクチャーとウォーク
ショップをしていただきます。ゲストハウスが新しくなるばかりではなく地下の部屋も新しく改築され
ています。
セーブ・ダ・デイ！ カストロ先生が今年の末でリタイアされます。リタイ
アメント・パーティーは 11 月 20 日に予定しています。カレンダーにマーク
を付けてください。先生は 1986 年より 30 年間に亘り私た
ちと共に喜びと悲しみを分かち合ってくださいました。先
生のパーティーの為に写真集を予定しています。もし古い
写真をお持ちでしたらメールで送ってください。
RevCastroRetirement@seattlebstuin.com
結婚式や飾らないポーズの写真、イベント、など。ビデオ
がありましたらコピーを作って事務所までお届け下さい。もしこのプロジェクトに
参加希望の方は上記のメールまでお知らせください。
先月お寺のリーダーたちと私はワパトにあるヤキマ仏教会での BCA の NW 地区の会議に出席しました。
ここでは 6 箇所の NW の仏教会の代表に会いました。
大きなニュースはオンタリオの藤本先生が 8 月 1 日に輪番としてサクラ
メント別院に就任されます。サクラメントではボブ大下輪番とパティー
大下先生が 7 月末にリタイアされます。NW 地区では残りの先生方がこの
状況の対応に混乱しておりますが梅津総長の新しいアサインメントを待
っています。
ヤキマ仏教会に関係しておられる方々かこの小さなお寺をヘルプされたいとお思いの方々、どうか仏せ
い会館の屋根の取替えにご協力ください。2 万 3 千ドル掛かります。ご寄付は免税です。ご寄付の送り
先は Yakima Buddhist Temple, 212 W. 2nd Street, Wapato, WA 98951

熊本県の地震のすぐ後で本願寺では救済のための資金、たすけあい運動
募金「平成 28 年熊本地震」災害義援金を始め、救助隊の派遣、熊本近辺
の寺院に対処の事務所を設置しました。BCA では 6 月 30 日まで、支援金
を集めています。チェックをシアトル別院あてにされお送り下さい。チ
ェックのメモのところには「Kumamoto Earthquake Relief」とお書きくださ
い。シアトル別院ではチェック全額を BCA に送り、BCA より日本に送られます。
もしそれでももう少し余裕がある方は別院のビルディング基金にご寄付ください。改築工事は始まった
ばかりです。この記事を皆様が読まれるころには事務所と本堂前の天井の水漏れの後についた汚れを直
しています。シアトル市では「無補強組積造建物」の地震の予防のための補強を強制的にさすというう
わさもあります。お寺の施設部ではそれも含めて計画しており皆様のご協力をお願いしています。この

改築には 1 ミリオン ドルくらい掛かります。これまでもそしてこれからものご支援、ご援助に感謝し
ます。合掌

婦人会便り
４月もまた忙しい月となりました。１－４月の当番がパンツリーのお掃除をしました。カ
バーの中を全部出して整理・整頓、すっきりしてこのまま汚したくないと思いながら帰
りました。皆様お疲れ様でした。
新入会員の入会式とランチは会員一同楽しい雰囲気のなかで一日を過ごせました。
関谷、ワーリック、アイリーンの先生方にご出席いただき式も無事おわりました。４人
の新入会員の方々にも今後おおいに活躍いただきたいと思います。
第４４回米国仏教団婦人会連盟大会のご案内
今年の大会は西北部地区主催、開催されます。ベルビューウェスティンホテル、１０月７－９日。申し込みはシア
トル別院婦人会でまとめて送りますのでご参加ご希望の方は鹿嶋加奈子か大川ジェニーまでお知らせください。
またテーブルを日曜日に用意しますのでご質問などもお知らせください。大会費は１９５ドル、土曜日の大会、昼
食、晩餐会が含まれています。また日帰りバスツアーはチフリ博物館などで昼食こみ、６０ドル。日本語ではウォ
ークショップも用意されており日本語基調講演はオレンジカウンティー仏教会よりのワンドラ睦先生です。
来年３月に本願寺で執り行われる伝灯奉告法要とツアーの計画が進められています。参加ご希望の方は和田
マチコかナイナ冨田加藤までお知らせください。
５月１５日のファンドレイズのうどんセールは大変な成功でした。クッキング、ベーク製品の寄付、セール、購買な
どのご協力ありがとうございました。
夏の日帰り旅行を計画しております。楽しみにお待ちください。
盆踊りがすぐにやってきます、ご奉仕、ダンス、フードなど皆さん一緒に楽しみましょう。
お仕事のサインアップはいつもの地下の廊下に張り出されます。よろしくお願いします。
今年も ACRS のファンドレイズ「ウォーク・フォー・ライス」がスワード・パークで６月２５日にあります。2.5 マイルの
ウォークで気楽に参加してみませんか？事務所までご連絡ください。また寄付はお寺でも受け付けられますがオ
ンラインでも出来ます。グループ名は“Stepping with the Sangha”です。

お盆の行事予定
7 月 5，6，7，11，12 日
盆踊り練習 7 時半―9 時
9 日（土） お盆セメタリー・サービス
マウント・プレサント、クイーンアン（12 時）
ワシントン・メモリアル・パーク、シータック（1 時）
レーク・ビュー、キャピタルヒル（3 時半）
10 日（日） お盆・初参りサービス（10 時）別院、
お盆セメタリー・サービス
エバグリーン・ワシャリ、ノースゲート（1 時）
サンセット、ベルビュー（3 時）
13―15 日 6 時半
盆踊り建物準備
16、17 日
シアトル盆踊り

