晃

参列者が限定される
中、檀信徒の代表の一員

ルス感染の１番リスクの
少ない方法をと考えた結

した。ところが日本国中

に加えさせていただきま
初めて参加し、池上幸保

開催された常任委員会に

めた昨年

たものの、首都圏との大

発生させた津波はなかっ

大震災時に大きな被害を

かったのですが、東日本

美しい頃となります︒ 日は﹁十

日

日

日

日

日

十三夜

鉄道記念日

日蓮聖人第７４０回忌

芭蕉忌

日蓮聖人お会式
︵〜

佐渡法難会

日

日

いのりの日

読書週間︵〜

国連の日

日︑

日

月９日︶

日 ﹁霜降﹂
︑電信電話記念日

日

日︑

︿今月の大安﹀
４日︑８日︑

︿今月の友引﹀
日︑

日︑

日

ほ っ

け

や つ

迎え、田螺籠を持って

という者の妻が臨月を

坂本村にいた六郎太

まつわるもので、こ

割合を占めると思い

っていた自分をまず

や副住職が独断で進

の修繕などは、住職

た

に

し

妙法
蓮
華経

総代たちと手を取り

田の水をもって産湯と
した。
六郎太の妻がお礼に
田螺を差し出すと、聖
人は快く受け取り、田
に戻した。すると不思
に鳴き始めた。この時

議なことに田螺は一斉

その後、同地の田螺

を通じて、第

代執

堂・客殿の再建新築

った人たちに、思い

取り目を通して下さ

います。
作りながら、

トを切ることができ

もと、やっとスター

す。ですが、この経

悩み頭を抱えていま

しさを痛感し、迷い

えるものになると確
自分の思いが少し

言わされているよう

感謝して参りたいと

ての皆さまに、報恩

徒／昭和 年生／石
川能登日青会／立正
分たちの活動や、思 大学仏教学科卒

報の役割は、広く自

命しております。広

広報担当委員長を拝 ■石川県妙法輪寺修

現在私は、全日青 思っています。

に感じたのです。

護下さる仏さまから グ」にまつわるすべ

るかのように、ご守 に、この「タイミン

ことを保証してくれ でも多く伝わるよう

だと思います。その

イミング」だったの 信しています。

い時機」
、まさに「タ

りましたが「丁度よ 験は今後の自分を支

ました。紆余曲折あ

まざまな人の協力の 人に思いを伝える難

檀家さんをはじめさ

ます。この大事業は が届くように努めて

工事の真最中にあり

３ ３ ０ 年 ぶ り の 本 青年僧に、また手に

まさに今、自坊は 行部の思いを全国の

す。

進 め て い く も の で 国日青』
。この誌面

る当会の機関誌『全

い、代表である檀家 期２年で５冊発刊す

ん。檀信徒と話し合 識しております。任

めることはできませ いを伝えることと認

て、自ら赤子を抱き、 局長）

るばかりだった。そし （千葉西・月﨑了浄支

涙し、信心を肝に銘ず 絶滅してしまった。

ただ、嬉しさのあまり 崩れにより残念ながら

六郎太の妻は、ただ た袈裟掛けの田螺も山

産することができた。 にわずかに生息してい

痛もなくやすやすと出 となり、裏庭の池（㊦）

折りしも産気づき、苦 原寺奥の院」
（写真㊤）

まちに痛みが癒えた。 少。持仏堂は「本山藻

を洗ったところ、たち は 外 来 種 の 影 響 で 減

と外に出て介抱し、足

がつき、「あら痛わし」 薬としてきた。

た。聖人はその声に気 産・眼病など万病の妙

ャ ー」 と 大 声 を だ し り 田 螺 の 出 す 汁 を 安

れ、あまりの痛さに「キ た。以後、永きにわた

殻 が 刺 さ り 足 が 切 と言われるようになっ

みつぶしてしまった。 袈裟を掛けお経を読む

に入っていた田螺を踏 から法華谷の田螺は、

千葉県長南町

法華谷の田螺
日蓮聖人は斎藤兼綱
て坂本村法華谷（現在

公の霊夢により請われ
ほっ け やつ

今、私たちは誰もが経

日間の説法をされ

の長南町）の持仏堂で

は毎年、県内の檀信徒が

かれています。宮城県で

田螺を採っていたとこ

た。

一 堂 に 会 し て、「 統 一 信
ろ、日蓮聖人の法華経
を唱える声が聴こえて

に持仏堂までくると聖

すが、今年も昨年に引き

人のあまりにも神々し

いがし、知らず知らず

隔をあけ、マスクをして、

いお姿に、思わず持っ

きた。心が洗われる思

小声でお題目を唱えると

続き中止となりました。

いう状況が続いていま

ていた籠を落とし、中

ます。

安堵する自分もいま

には、その時々での

物事を進めていく
と気付きました。「タ

人間関係や、環境な
「ある物事をするの

と「お寺」となると、
何かにつけ、この単

ます。お寺を維持し

恥じますが、同時に

た意味を知らずに使 通れないお堂や境内

ものの、ちゃんとし ていく上で避けては

語を口にはしていた

間」とありました。 それは非常に大きな

に丁度よい時機や瞬

語を辞書で調べると どさまざまな事象が

イミング」という単

をよく口にしがちだ

ミング」という単語 した。

ふと、最近「タイ

広報担当委員長
大森 教生

ありがたさ

タイミングの

一杯務めさせていただき

発展に今できることを精

ら、宗門そして菩提寺の

早く戻ることを祈りなが

平穏な日常が１日でも

が、叶わない状況です。

拝したいと考えています

生活を過ごせるように参

そしてこれからも平穏な

度登詣し、今までのお礼、

あるうちに七面山に今一

す。個人的にも、体力の

菩提寺でも、隣同士の間

た に し

して親睦をはかっていま

行会」という行事を開催

常になるという状況に置

苦しめられ、非日常が日

ナウイルスという疫病に

験したことのない、コロ

いっぱいです。

なご縁に感謝の気持ちで

導いていただいた不思議

大の喜びであり、ここに

日蓮宗の信仰者として最

として参加できたことは

日午後

２月 日、千葉県鴨川
が新型コロナウイルス感
会長はじめ委員のメンバ
不通となりました。はか

動脈である東北新幹線が
らずも自家用車で行くと

誕生寺は風が強いものの

三夜﹂で︑十五夜に対し﹁後の

日︶

果、自家用車で行くとい
う結論に達しました。ル
ートや所要時間を調べ心
そ して２月

の準備を整えました。
時過ぎに福島県沖を震源
とする最大震度６強の地
震が発生しました。自宅
も大きな揺れに襲われ
年前の東日本大震災の悪
夢を思い出さずにはいら

市大本山小湊誕生寺で営
染拡大による緊急事態宣
だきました。

ーにご挨拶をさせていた

早坂

不 思 議なご縁に感 謝
全国檀信徒協議会常任委員
れませんでした。幸いに

まれた「宗祖降誕８００
言発令中の真っただなか

自宅には大きな被害はな

年慶讃大法要」に参列で
にあり、全国檀信徒協議

月、宗務院で

感じています。

きたことに無上の喜びを
その席上、池上会長か
いう準備を進めていたた

会総会も中止となりまし
ら、次回の常任委員会を
め、自身の移動に支障は

思い返せば、昨年４月
「宗祖降誕８００年慶讃

た。
コロナウイルス感染拡

前任者の体調不良による
退任に伴い、何も分から

案がなされ、全会一
加者全員がマスク、さら

晴天に恵まれました。参

そして当日のご正当、

ありませんでした。

致で承認されまし
にフェイスシールド着用

楽の演奏で法要が始まり

任委員の重責を感

ました。終始荘厳な雰囲

と厳重なコロナウイルス

首都圏に再度緊急
気の中、２時間に及ぶ式

対策がなされるなか、雅

事態宣言が発令され

じ、身の引き締まる

ているなか、宮城県
典があっという間に過ぎ

旧９月１日

ました。

６日

動手段でコロナウイ

そ う こう

冬にかけての露が寒さを増して
きます︒ 日は﹁霜 降 ﹂で︑北
国では早くも霜がおりてきま
す︒

日からお会式の大法要が催され

月﹂ともいわれ︑芋名月・豆名
から十三夜を賞した催事が各地
で開かれてきました︒

︻行事︼

日

８日は﹁寒露﹂で晩秋から初 ８日 ﹁寒露﹂

第に濃くなってきます︒

から誕生寺までの移

思いでした。

た。この時初めて常

で開催したい旨の提

大法要」に合わせて小湊

み

大がいったん収束しはじ

よ

ない まま常任委員の末席

こ

た︒御年 歳でした︒

月 の暦

◎誘い合い会式の寺へ坂のぼる

樹木の葉が色を染めて紅葉の

ます︒各寺院でもそれぞれに郷

池上本門寺や身延山では︑

土色を交えてのお会式行事が開

上田正久日
今年のお会式もコロナの影響

え しき

で例年のように︑大勢の人びと
かれます︒
平時であれば万灯行列や和

月などともいわれています︒昔

で盛大にというわけにはいかな
いと思いますが︑心ではみんな
讃︑通夜説教︑仏讃歌などで秋

まん どう

で寄りあって誠心を込めたもの
一番の行事となりますが︑残念
ながら今年も規模縮小で行うと
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といたしましょう︒
日蓮聖人は今から約７４０年
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