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平和と協調

「We are all different!
みんなちがってみんないい」

輪番 楠 活也
私は、バスケットボールを見るのが好きで、今は、プレーオフのシー
ズンなので、毎日どのチームが勝つか楽しみにしています。数年前の
ことです。あるプロバスケットボールチームのオーナーが差別発言をし、それが公に公表されまし
た。この事件の後、そのチームの公式ウェブサイトには、”We are one.”と言うメッセージが載せ
られました。また、テレビを見ていると、あるファンの方
6 月の予定
が、”We are the same.”というボードを持って応援してい
ました。
３日 10 時 別院先亡者追悼法要
また、それと同じころに、スペインで人種差別が問題になり
10 時 45 分 日本語 DVD
ました。サッカーの試合中に、応援に来ていた男性が、ある
１０日 10 時 ダーマ・スクール法要
選手に向かって、バナナを投げたのです。バナナを投げると
ダーマ・スクール最終日 アワード式
言う行為は、人種差別、特に、黒人差別を示しているそうで
10 時 45 分 日本語法要 楠輪番
す。この事件の後、多くの有名なサッカー選手が、この人種
DS 主催 ポットラック・ランチ
差別に反対の意志を示すために、手にバナナを持った写真を
１７日 10 時総長・輪番追悼法要
インターネット上に載せました。一つの写真には、”We are
10 時 50 分高野山寺今中先生
all the same.” というメッセージも載っていました。
レクチャー「真言１０１」
私達の日常生活には、いたるところに差別があります。肌の
10 時 45 分 日本語法要 DVD
色、性別、国籍、年齢、外見、言語、貧困、などなど、あり
２４日 10 時 家族法要
とあらゆることが、差別の原因となります。人間誰でも、差
10 時 45 分 日本語 楠輪番
別をする可能性を持っているし、差別をされる可能性を持っ
25－29 日 KSP
ています。それが、人間の性でしょう。仏教は、そんな人間
29－３０日 IMOP
のありのままのすがたを教えてくれます。
”We are all the same.”というメッセージの意図は理解でき
７日 1 時半 日系マナー法要
ます。ただ、ちょっとちがった物事の見方もあるように思い
２１日 1 時半 日系マナー法要
ます。私が大切にしている物事の見方は、”We are all
2６日 10 時半 敬老ホーム法要
different.”“みんなちがう”です。私達は、みんなそれぞれ
2８日 11 時 メリル・ガーデン法要
ちがいます。その違うもの同士が、共に生きているのですか
ら、その違いをお互いに認め合って、分かり合って生きてい

かなければなりません。日本の詩人、金子みすずさんの詩が、このことをわかりやすく教えてくれ
ています。その詩を紹介させていただきます。
「私と小鳥と鈴と」
私が両手を広げても お空はちっとも飛べないが 飛べる小鳥は私のように 地面を速く走れない
私が体をゆすっても きれいな音はでないけど
あの鳴る鐘は私のように たくさんな唄は知らないよ
私と、小鳥と、それから私、みんなちがって、みんないい
金子みすずさんは、小鳥は小鳥として、鈴は鈴として、自分は自分として、見ておられます。とて
も、自然で素直なものの見方です。これは、とても簡単なように思いますが、なかなか、そのよう
なものの見方をすることはできません。私は、無意識のうちに、物事に優劣を付けています。あな
たも誰か他の人を見た時、そのひとをありのままそのまま見ることができていますか。その人を、
金持ちかどうか、学歴、風貌、肌の色、人種、自分にとって役に立つか、立たないか、などで優劣
を付けていませんか。阿弥陀仏は、十方衆生をそのまま受け止めてくださいます。ありとあらゆる
ものを、あるがまま、そのまま受け止めるのが、阿弥陀仏のものの見方であり、仏教徒としてのも
のの見方、考え方です。みんなそれぞれ違う人生を生きています。そのそれぞれのいのちが、仏様
にとって、尊く大切なのです。仏教徒としては、それぞれちがう全てのいのちを、ありのままその
ままに受け止めるという、阿弥陀様のお慈悲に感謝し、そのものの見方考え方を常に心に持ちなが
ら、日々、生かさせていただきたいものです。
合掌 楠 活也

ケン道堂原さんに感謝状：30 年にわたりぼん鐘をついてくださいまし
た。親鸞聖人降誕会の 5 月 20 日 楠輪番と星野会長より感謝状が贈ら
れました。
6 月 追加スケジュール
１－２日 輪番 JSC （輪番 毎月曜休み）
1 日 護持会 12 時法要とランチ
2 日 9 時半 英語ブックグループ集まり
3 日 11 時 45 分 キャンプ・ファイアー、カンセル・ファイアー ジムにて
11 時半よりリフレッシュメント。 アワード授与
6 日 毎水曜日 10 時法要
8 日白河仏教会にてお経のウォークショップ。7 時
楠輪番の先導で、宮地先生、ワーリック先生がお経のウォーク・ショップを
開かれます。 白河仏教会 7 時―8 時半。8 時半―9 時半ソーシャル。申し込み office@wrbt.org
9 日 10 時雅楽練習
16 日 10 時親鸞聖人 月法要 輪番 オレゴン寺
24 日 プライド・パレード Pride Parade 11 時
今年もシアトルおよび西北部のメンバーが参加します。マーチ参加希望者はアンナ田村まで
30 日 ウォーク・フォー・ライス Walk for rice
今年もスワード・パークを歩きます。ACRS のフード・バンクは近辺で唯一のアジア系のフード・バンクで 5000
人以上の方を助けています。去年は別院メンバーが 1700 ドルを寄付しました。 ウェブサイトから寄付がで
きます。 acrs.walkforrice.org チーム名は SBBWA または和田まちこが皆様のチェックを集めて
おくります。チェック宛名は ACRS.

7 月スケジュール
9－12 日 16－17 日 盆踊り練習 7 時半―9 時
14 日 セメタリー法要 マウント・プレサント、 ワシントン・ メモリアル、 レークビュー
１５日 お盆・初盆法要 10 時、別院
セメタリー法要
ワシャリ、 サンセットヒルズ
２１－２２日 盆踊り
27－29 日 NWYBL リツリート
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。
シアトル別院先亡者会員追悼法要
シアトル別院先亡会員追悼法要は 6 月 3 日 10 時よりに執り行われます。この重要な法要はシアトル別院
の先人の生前の貢献に敬意を払い感謝する日です。どうぞご出席ください。
法要中に本堂のスクリーンに先亡者のお写真が映されます。前年に申し込まれた方は申し込みの必要は
ありませんが今年は外して欲しい方はお知らせください。

婦人会便り
SBBWA news by Nina Tomita-Kato and Machiko Wada
新入会員法要と歓迎会が4月29日に開かれました。多くのメンバーの参加があり
楽しい一日となりました。Pam Horn, Lorraine Jacobs, Marie Kosai Luke, Julie Myers,
Miya Ramsey, Tomiko Takeuchi, Ileen Tanabe の7名の新入会員が入会されました。
例年のWalk for Riceチームと一緒にスワード・
パークを歩きましょう。2・５マイルのウォー
クは競争ではないので自分のペースでお友達と
歩けます。詳細は和田まちこかナイナ冨田―加
藤まで。また寄付をお願いしています。オンラ
インでは
ACRSwalkforrice.org (team: SBBWA) チェックの
場合は和田まちこがACRSまでおくります。
白河・タコマ仏教会の婦人会メンバーでスノークォミー・カシノでのラ
ンチに出かけませんか。6月16日。締め切りは5月31日。サインアップの
ボードが事務所前の廊下にあります。
ポートランド旅行：今年の旅行にポートランドに一泊で行くプランがあ
ります。トレインでポートランまで行き、日本庭園や買い物、の予定。
興味ある方は廊下のボードにサインアップするかジャネット馬場かジェ
ーニー大川

までお知らせください。
盆踊りのクラフトブースでは着物、帯、ハッピなど
の寄
付をお願いしています。
毎週のお内陣の仏花のためのグリーンの寄付をお願
いし
ます。メモリアルホールの外に置いてください。
全米仏教婦人大会：9月14－16日バイサリア、加州。廊下に説明書とサイン
アップがあります。締め切りは8月24日。ぜひ参加されるようおねがいします。
オライオンセンターのディナー係り：次は9月21日です。お手伝いできる方はお知らせください。
5 月 20 日のサンガ・デイでのフードサンプルにご協
力いただいきました。感謝します。
フラン新宅（酢の物）寺田鈴子（いなりずし）リアン
西ウォング（プルポーク サンド）ティーナ頭本―コ
ー（3 色もち）楠綾乃（豆腐チーズケーキ）
お手伝い：ティー・パム、タイラー森口、ドーナ頭本、
リアン西ウォング
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。長年のメンバー土生文代夫人が亡くなりまし
た。
お盆にてご奉仕される方々にはキング郡のフード・ハンドラーの許可を取って頂きたくお願いしています。オンラ
インで簡単なビデオとテストの後、10 ドルを払えばとれます。ウェブサイト：
http://www.kingcounty.gov/depts/health/environmental-health/food-safety/food-worker-card.aspx
「how to get a card online」のボタンをクリックしてください。
カードが取れましたらコピーを事務所のジョーンまで送ってください。

