
アムリタ 11 号と一緒にご案内していた、コロナ自
粛期間中のお寺の取り組みですが、赤ちゃん連れ
のご夫婦が本を借りにいらっしゃったり、本堂で
子どもが久しぶりに走り回れたという方がいらっ
しゃったり、仏教に興味があるという地域の方が
訪ねてくださったり、様々な出会いがありました！

〒810-0074
福岡市中央区大手門 3-7-19
Tel     092-751-7074
Mail   syougakuji1640@gmail.com
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大濠公園駅
至赤坂

至唐人町

ローソン 正覚寺

吉野家
那の津通り

大濠公園

至博多方面

Access
地下鉄「大濠公園駅」より徒歩 5分
西鉄バス「港二丁目」より徒歩 1分

海見山
浄土真宗本願寺派

正 覚 寺

本堂の外陣の蛍光灯がちかちかと点滅し寿命を迎えていまし
た。本堂の高い天井なので、私たちでは交換ができず、電気
屋さんに見積もりをお願いしたところ、交換の度に費用かかっ
てしまう蛍光灯よりも、10 年ほどは交換の必要がない LED
に変えたほうが、効率的だということがわかりました。そこで、
総代さんにご相談をし、LEDに交換させていただきました。

本堂・納骨堂への階段の

電気が LED に変わりました！

浄土真宗の門徒としての自覚を新たにする、
とても大切な儀式です。受式され、仏弟子
となった方には、ご門主様から法名が授与
されます。どなたも受式可能です。

帰敬式のご案内

帰敬式は福岡教堂では毎年一月に行われま
す。（京都の本山では毎日行われています）昨
年は正覚寺から 2 名の方が受式されました。
ご関心のある方はお寺にご相談ください。

き   きょう しき

正覚寺スケジュール
ご門徒のみなさんもそうでない方も！
申し込み不要です。

お寺は毎日
9:00-17:00 に開い
ています。ぜひいつ
でも、お気楽にお立
ち寄りください。

11 月
14-15 日｜土 -日｜ 13:30 -15:10 

1 月

ほう おん こう

年末年始

いつもと変わらず、9 時～17 時まで開
いています。いつでもお参りください。

親鸞聖人のみ教えを皆さまとお聞かせい
ただく、浄土真宗のお寺の最も大切な法
要です。今年は、前住職の七回忌法要も
勤めさせていただきます。
ご講師には広島県より中村先生をお招き
します。定員制ですがぜひお参りくださ
い。詳細は同封の葉書をご参照ください。

法話：中村 啓誠 師
（本願寺派布教研究専従職員
  広島・光乗寺 衆徒）

けいじょう

再開します！！親鸞聖人の弟子の唯円さ
まがお書き残しくださいました『歎異抄』
を住職と一緒に少しずつ読み進めます！
参加費：200円（資料代）
持ち物：お念珠・聖典（お持ちであれば）
申込み：できれば事前にお電話ください

28 日｜木｜ 13:30 -15:00『歎異抄』を読む！
たん  に  しょう

ゆいえん

日　時：2021年 1月 27日・28日
会　場：本願寺福岡教堂（大濠公園横）
費　用：10,000 円
申　込：正覚寺に 11/16 までにご連絡を
定　員：先着 2名

仏教超入門！8 仏教初心者の妻が
住職に聞く！

妻「

住「
妻「
住「
妻「
住「

妻「
住「

妻「

私の亡くなった大切な親戚の方、浄土真宗
のお葬式はしたんやけど、お念仏されてい
る姿を見たことなかったんよ。お浄土に参っ
て仏様になられてるかな？」
うーん、分かんない」
え、分かんないの？」
うん。分かるのは仏様だけだよ」
そうなんか…」
でも、どこに行っていても仏様のお慈悲の
光が注がれていることに間違いない。それ
に、君がお念仏を頂戴して仏様になれば、
大切な人がどこに行っていても、今度はそ
の方を直接助けに行くことができる」
あ、そういうことなんか」
だから人のことより、いま私がお念仏させ
ていただくことが大事なんよ」
ふむふむ…、なんまんだぶ…」

第 14 世住職の七回忌法要に合わせて、ある
ご門徒様から打敷の寄贈がありました。打
敷とは、永代経や報恩講など主要な法要の
際に、お内陣を荘厳するためのもので、前
卓（阿弥陀様の前の台）に掛けるものです。

ご門徒様より

打敷の寄贈がありました！

密を避けながら無事に勤修することができまし
た。このような情勢のなか、足をお運びくださ
り、本当にありがとうございました！

お盆・お彼岸法要

今回の報恩講が
お披露目となり
ます。とてもす
てきなのでご注
目ください。今
後、大切に大切
に使わせていた
だきたいと思い
ます。

釋顕龍 (松尾顕龍 ) 七回忌法要
報恩講法要 ならびに当寺第 14世住職

お盆、お彼岸期間には、コロナ感染予防対策にご
協力くださり、ありがとうございました。お盆に
はのべ 400 人ほどのお参りがありましたが、密に
なることはなかったと思います。ずいぶん長い間
お会いできていない方もいらっしゃいます。また
お会いできる日を楽しみにしています！今回の表
紙は、今年生誕 150 年を迎えた鈴木大拙です。

う ち し き

- 住職コラム「お浄土に参らせてもらえばこそ」

-2020 年 11 月 -2021 年 1月 正覚寺スケジュール

まえ

じょく



コロナで生活が一変する一年でした。感染症

ということで私がいつも思い出す話がありま

す。1991 年にご往生された山本仏骨先生の

お話です。私の祖父の恩師であり、また過去

に正覚寺にもご法話にいらしたこともあるそ

うです。

住職コラ
ム

お浄土に参らせてもらえばこそ

しかし母も亡くなり、親類に預けられて私は

育ったのであります。いろいろ親類の人は世

話をしてくださったけれども、なんといって

も本当の力となる拠り所がないことほど寂し

いことはありません。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ぶっこつ

山本先生は金沢の農家の家にお生まれになり

ました。大変熱心な浄土真宗のご家庭だった

ようです。正規の学校は小学校しか出てい

らっしゃいません。しかし、23 歳の時に仏

教を学び始め、メキメキと頭角を現し龍谷大

学の教授になり、本願寺の勧学という学問の

役職で最高の地位にまで上り詰められたお方

です。

今からちょうど 100 年ほど前の話です。

1918 年から 1920 年頃にかけて「スペイン

風邪」という大変な感染症が流行りました。

山本先生のお父さんをはじめとし、兄姉 5

人が次々と亡くなり、お母さんと小学 6 年

生の山本先生が残されました。そして、その

お母さまも次の感染拡大の中で感染し、命を

終えられます。その時のことを山本先生ご自

身がお話ししてくださったご法話を今回は紹

介します。↙

真宗の信仰というのはね、ただ単に死んで極楽

（浄土）に行くっていうんじゃない。極楽は死ん

で向こうの遠い向こうにあるっていうんじゃな

い。極楽は宇宙法界にその光を放って、いつで

も私を包んでいるんだ、ということを味わって

いくんですね。

「親のある子は声を出して泣く」と言います。

親に聞いてもらうために声を出して泣く、と。

親のないものは聞いてくれるものがないから、

声を潜めて泣くというんだ。こんなことを言

うとなんですけれども、私はその事を本当に

骨身の底からそれは噛みしめさせていただき

ましたね。

お浄土に行くということは遠いところへ分か

れていくっていうことじゃない。お浄土に行

けばこそ、いつまでも一緒におるんだって。

永久に一緒にいくんだって、その母の信仰が

どんな時にも私の心の拠り所となって、私の

胸に湧き上がってきたことであります。(中略 )

そこにね、本当の信仰というものは、順境でも

逆境でも、人間の喜びや悲しみを超えて、私の

大きな力となり、生きる根拠となっていくもの

だ。それこそが本当の信仰の世界だということ

を味わせていただかなければなりません」。

ご門徒さんから、正覚寺の本堂でお葬式は
できるのかと質問があり、検討してみたと
ころ、社会福祉法人みんせい葬祭が、本堂
での葬儀のプランを作成してくださいまし
た。

正覚寺の本堂で

お葬式ができるように

なりました

正覚寺では年回忌表を本堂に貼り出してい
るのですが、今年度末から、年に二回、半
年間分の回忌表を一斉送付することにしま
す。（本堂での貼り出しも続けます。）

回忌表を

郵送することにします「私は幼い頃に両親と別れたんです。私の母

が亡くなる時、私は 12 歳でありました。母

の友達が来てね、「あんた、今、小さい子ど

もを残していくんだが、子どものことが気が

かりでしょう？」と言いましたら、私の母は

「いや、私は心配していません。私がお浄土

に参らせていただくということは遠いところ

に離れていくんでない。お浄土に参らせても

らえばこそ、永久にこの子の上に生きている

のです。きっと私は守り抜きます」と申して

おりました。これはちょうど私の 12 歳の 5

月 22 日でありました。私は子どもだから「そ

んなもんかなぁ」と思っておりました。↗

しかし、そういう時にね、ずっと私の目の前

に浮かんだのが母のお念仏を称える姿でした。

母の信仰というものは、あの人は学問も何も

ない人だったけれども、確かなご法義を味わっ

たな、と思うんだ。

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

阿弥陀様は私たちに「悲しむな」と言われる

仏様ではありません。「悲しみを抱えずには生

きられない、死なれないそのあなたを、私は

浄土に迎えとり仏にする」という誓いの仏様

でございました。

プランの作成のために、本堂に仮の祭壇を
設営し、写真の撮影をしたのですが、非常
に荘厳な祭壇ができました。また本堂での
葬儀は一般の葬儀に比べ、費用をかなり抑
えることができます。

プランを実際に見てみたい方は、実際の流
れや費用について書かれたファイルがあり
ますので、お気軽にお寺にお問い合わせく
ださい。

以前より、複数のご門徒さんから年回忌の
案内を直接家に送ってほしいというご要望
がありました。しかし、個別にご案内を郵
送するのはお寺の業務量が膨大に増えてし
まうので、どうしたものか？と思案してお
りました。

なんらかのご事情があり、郵送される回忌
表にご家族・ご親戚のお名前を掲載しない
ほうがよい場合には、掲載しませんので、
お寺までご連絡ください。（来年前半分につ
いては 11 月中にご連絡お願いいたします。）

他のお寺にお伺い
してみたところ、
寺報などと一緒に
年に数回、回忌表
をすべての門徒の
皆様に送付される
お寺があることが
わかり、同じよう
にさせていただく
ことにしました！

かんがく

子どもをこの世に残していく先生のお母様が

悲しくなかったはずがありません。ではなぜ

「心配していません」という言葉が出てきたの

か？悲しみの中で、悲しみを超えて私たちを

包む仏様の言葉に出会われたからではないで

しょうか。命終えていくお母様も、そして後

に残った子どもも、本当に豊かに支えられて

いく世界があることを、私は山本先生のお話

の中で教えていただきました。


