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 「平和について考えよう」 
 
   輪番 楠 活也 

 
 

１９４５年８月６日、広島、同年八月九日、長崎に原子爆弾が投下され、多くの方が亡くなりまし

た。私の父（１９３８年生まれ、２０１６年往生）は、戦争と原爆を経験しています。今月は、父

が当時の記憶を語った話を紹介します。 

 

 平和が続くと平和が解らなくなってくるのでしょうか？戦争そして原爆、その地獄を体験して二

度と起こしてはならないとの誓いが、いつのまにかあやしくなりだした今日このごろ。今一度、あ

の日、あの時をそれぞれの記憶をよみがえらせていただきたいと思います。 

 坂村真民さんの『二度とない人生だから』にある一説です。「二度とない人生だから 戦争のな

い世の実現に努力し そういう詩を一遍でも多く作ってゆ

こう 私が死んだら あとをついでくれる若い人たちのた

めに この大願を書きつづけてゆこう」に共感させていた

だき、私は幼き日々、強烈に思い出される光源寺での「あ

の日あの時」をと思いペンを走らせてみました。 

 昭和１９（１９４４）年の夏、暑い日でした。驚くほど

多くの兵隊さん達が私のお寺に宿営をされたのです。一週

間だったのか十日間だったのか、定かではありませんが、

この間の日々は、とても悲しい日々として記憶しています。

昼休みの時間、本堂で談笑しておられる兵隊さん達の回り

を走り回っていた私に、「坊や手を出してごらん」と、た

くさんのコンペイ糖を天にも昇る気持ちでいただきました。 

 ある日突然、「兵隊さん達が出発されるよ」と真夜中に

起こされました。境内に整列した兵隊さん達は粛々と出発

され、私は、日の丸の旗を無言で振り続けていました。そ

の後、誰一人として帰ってこられませんでした。おそらく

南方の海にみずく屍となられたのでしょう。 

 そのコンペイ糖の味を本当にいただいたのは数十年経っ
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まことの人生を歩もう 
 

８月の予定 

 

６日 １０時 原爆被爆者追悼法要 

     １０時４５分 日本語プログラム 

１３日１０時 家族法要 

   １０時４５分 日本語法要 

２０日 １０時 家族法要 

  英語ご法話  

        柿原先生 タコマ仏教会 

  １０時４５分 日本語プログラム 

２７日 １０時 家族法要 

  １０時４５分 日本語プログラム 

 

３日 1時半 日系マナー法要 

１７日 1時半 日系マナー法要 

２２日 10時半 敬老ホーム法要 
 



た後でした。ある日ふと思ったことです。昭和１９（１９４４）年の夏に出陣された人々は、故郷

に幼き子を残してこられた方々だったのではないかと気付かされました。「そうか！私の手のひら

いっぱいのコンペイ糖は、ふるさとの我が子への贈り物。私を通してふるさとの子供さんに…そう

だったのか！！」急いでコンペイ糖を買いに走り、口にふくんでいると、とめどなく涙が溢れてき

ました。 

 同じく長崎で被爆された吉田勝二さん（光源寺のご門徒）の言葉で、今月のお話を締めさせてい

ただきます。吉田さんが被爆されたのは高校生のころで、顔や体に大やけどを負いました。シカゴ

やニューヨークの国連本部で原爆の体験談を話されたこともあります。元気な大きな声で正信偈を

称える方でしたが、数年前にお亡くなりになられました。 

「平和の原点は、人間の痛みがわかる心をもつことです。」      合掌 楠活也 

 
野球ゲーム： 

  
8月 20日にはタコマの柿原先生がご法話をしてくださいます。日曜法

要のあとタコマ対シアトルのソフトボールの試合がマーサー・アイラ

ンドにてあります。 

Aubrey Davis Field, the West Field にて 1時より。2試合が行われ子供

のゲーム 1時、大人のゲーム 2時半。チームはもう埋まってますが皆

さんと一緒に応援にいきましょう。 

ランチ、飲み物、チェアー持ち込めます。 

行き方： 

From I-90 westbound take Island Crest Way (Exit #7). 
Continue straight through the stop light on North Mercer Way.  
Turn left onto 76th Avenue SE. 
Turn right onto SE 24th Street. 
Continue up the hill and turn right onto West Mercer Way. 
The parking lot will be on the left just past the I-90 entrance. 
 
From I-90 eastbound take West Mercer Way (Exit #6). 
Turn left onto West Mercer Way. 
The parking lot is on your left just past the I-90 entrance. 

 
 

 

 

 



婦人会便り                           

本格的な夏の到来ですが会員の皆さんはいかがお過ごしでしょうか。庭

の手 入れやピクニックまた日陰でリラックスと楽しんでおられること

と思います。 

 

７月１５、１６日の盆踊りは多くの人出で楽しみました。金曜日の野菜

と麺の準備、クラフト・ブースの準備、土曜日、日曜日のブースに来て頂いた方々に感謝いたします。

またクラフトの寄付も沢山頂きました, ありがとうございました。焼そばは日曜日に早く売り切れまし

た。焼そばをクックしてくださった、デール、デニス、ジェームス、ディーン、ジェフに感謝します。 

 

３０名の婦人会の会員は楠輪番の奥様、綾乃さんとのディナー

の機会を持ち大変楽しい時間を過ごしました。綾乃さんは気さ

くな方で会員一同、美味しい食事と笑いの聞こえるひと時でし

た。まだお会いする機会がない方はぜひ日曜法要にご出席くだ

さい。 

 

ACRS のフードバンクへのファンドレイズとなる「ウォーク・フ

ォー・ライス」への寄付額が１８３０ドルとなりました。 

 

ファンドレイズ：親子丼を９月１０日に販売します。前売りテ

ィケットを６ドルで日曜日に売り出します。 

第５回を迎える女性のセミナーは今年も ９ 月 ２３日 ９ 時半

より ３ 時半に予定しています。  費用は弁当込みて ４５ドル、

菜食もチョイス出来ます。学生割引もあります。 申し込みは紙

用紙でもオンラインも出来るようになります。 今年は日本語は

ありませんが皆様お揃いでご出席ください。 

恵信尼公、覚信尼公法要：９月２４日。婦人会では婦人用品の

寄付をお願いします。下着、生理用品などの寄付を当日お持ち

ください。 

 

ご寄付のリスト：ありがとうございます。 

デイジー倉本ご家族、デイジー倉本のメモリー 

リアン西・ウォング、一般寄付 

キャレン森久保、一般寄付 

 

亡くなった方： ご家族の方々には心から哀悼の意を表します。 

デイジー倉本、長い間の婦人会メンバーで各種の活動をされま

した。 

ゲイル・ソデットー、色々なイベントをサポートされました。 

 

 

 

 

 



別院会員部より 

別院メンバーシップ・コミティーは維持会会員の会員増加運動を計画しています。維持会メンバーは会

費によりお寺の維持費、運営費のサポートをしています。ミニマムの会費の提案は３００ドル、７０歳

以上は２５０ドルです。今年の会費は 9月 30日までに収めてください。 

 
 

第 5回 Women in Buddhism seminar ご案内 

   

  9月 23日 9時半―3時半 シアトル別院にて 

 

  テーマ：Our Buddhist Path: Women’s Choices 

   

   講演の先生方： 

  キャロル・ヒマカ師 サウス アラミダ カウンティー仏教会 

  キャンディス・シバタ師 バークレイ仏教会 

  徳野博士 ワシントン大学教授 

各々のスピーカーが本堂で講演され、またリラックスできる「気功」のセッションもあります。 

大人 45ドル、生徒 30ドル（ランチ込み）オンラインでも申し込めます。 

菜食のチョイスもあります。 

＊今年は日本語のセッションはありませんが先生方と有意義な一日をすごしましょう。 

----------- detach here ------REGISTRATION FORM ------- detach here----------- 

Online Registration is also available at www.Seattle Betsuin.org (check or credit card payments 
are accepted online. Please make checks payable to SBC – Seattle Buddhist Church) 

Name __________________________________________________________________________ 

Mailing Address __________________________________________________________________ 

Phone Number _____________________________ Email Address _________________________ 

Registration Fee* (includes Bento lunch) Adult $45, Student $30 *work scholarship available 

Amount Enclosed: Registration ____________ Check here for vegetarian ______ 

Donation ______________ Thank you for your dana 

Total Enclosed: _________ Check # ______________ 

Seattle Buddhist Temple 1427 S. Main St. Seattle, WA 98122 

Office: 206-329-0800, Registration inquiries: Leonora.clarke3@gmail.com 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

 

 

 

 
 
 
 
                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 


