良い歳のとり方について考える

た。数年後には地区の農
家で構成する茶業組合の
長に任命され、年間３万
㌔のお茶を生産する工場
の経営を任され、２年前
に退任しました。地区の

蓮宗が推進してきた「立

００年を目途として、日

今年は日蓮聖人降誕８

縁で管区の檀信徒協議会

務めてきました。そのご

願寺の総代・護持会長を

菩提寺の静岡県掛川市正

この運動期間中、私は

を身近に感じながら過ご

信はありませんが、運動

ほどのお役に立てたか自

ています。

ができ、ありがたく思っ

くさんの示唆を得ること

手術でした。意識が戻っ

し人工心肺に切り替えた

内５時間は心臓を切り離

身麻酔をかけられ、その

しました。約

ありがたいことでした。

交流を図ることができ、

元喜

正安国・お題目結縁運動」
長に推挙され、令和元年
した 年間は、意義深い

清水

の最終年度となります。
から全国檀信徒協議会常
期間でした。仏教の真髄

全国檀信徒協議会常任委員

この運動は「いのちに合
任委員という大役を仰せ

あんのん

ための方法が論じられて
ません。おかげで半年後

感動は忘れることができ

と声をかけていただいた

時間、全

２年前に心臓の手術を

加盟し、多くの人たちと

掌」をスローガンとし、
つかることになりまし
たときに、主治医から
「気

歳を過ぎたころ

した。当地は緑茶の生産

の静岡での生活を始めま

しから離れ、生まれ故郷

ビジネス中心の都会暮ら

るほど元気になれまし

ンドすること）を達成す

齢以下のスコアーでラウ

願のエージシュート（年

るようになり、昨年は念

には趣味のゴルフができ

私は

いることを知りました。

地で、我が家も近所の農

日︶

時の記念日︑旧５月１日

世界環境デー

今年日蓮聖人ご降誕８

た。

家に委託してあった約３
千坪の茶園で妻と一緒に
お茶の生産を始めまし

て父親に対し感謝し︑恩に報い
日

身延山開闢会︵〜

日 ﹁入梅﹂
日

日 父の日
日 ﹁夏至﹂
日 沖縄慰霊の日
オリンピックデー

日

００年に合わせて刊行さ
妙法
蓮

華経の教えを弘めるこ
とを誓った。文教阿闍
のお伴をし、日成の名

梨は池上の地まで聖人
とご本尊を戴いたと伝

華経

社刊）を早速読ませてい

れ た 小 説『 日 蓮 』
（新潮
ただきました。小説の原

き、驚異的な戦後復興、

には日蓮聖人の足跡が 時の住職文教阿闍梨に

目である横浜市瀬谷区 台宗明光寺に寄られ、

横浜市と大和市の境 木又兵衛の案内で、天

てしまったかもしれ

急事態であれば命の

抗があるからだ。緊

４）瀬谷の郷を治めて

り、文安元年（１４４

時は室町時代に移

えられている。

ご生涯が描かれ、数々の
法難に遭われる中で、法
華経の行者として法華経
伝道のためには命に関わ
る法難にも不退転の意志
で立ち向かわれた生き方

歳を

が印象深く心に残ってい
私は今年傘寿の

ます。

高度成長を成し遂げた自

文教阿闍梨は日蓮聖

勧められ宿泊された。

あ じゃ り

負を持っている人が多く

弘安５年（１２８２）

ある。

身延から湯治のため常 人の一夜の教化を受け

０年時代といわれる超高

陸国をめざされた日蓮 て改宗し、明光寺から

ひた

齢社会を迎えておりま

聖人は 日を経て瀬谷 妙光寺へと改称し、日
の地に着かれ、矢倉沢 蓮聖人を開山に仰ぎ、

ちのくに

教 の 説 く、「 生 老 病 死 」

す。これからの人生は仏
の四苦の老に相当する時

街道会所の長である鈴 本人は第２祖として法

えず、世の中に感謝し、

ないが、こうして降

安全を最優先にする

守入道経光が、眼病平

いた深見城主山田伊賀
癒のため、妙光寺 世
日泉上人のもと３ヵ年

の祈願を行った。同４
癒を祝い祖師堂を建立

年（１４４７）眼病平
し、妙光寺の寺運が開
５０）

世日達上人代

かれた。
宝徳２年（１４
には恩田村（現・横浜
市青葉区）万年禅寺の
住職・通周和尚と信仰
によって目の病が治っ
起こる。教えを戦わせ

た山田伊賀守の宗論が

守の勝利となり、万年

ること２度、山田伊賀
禅寺と妙光寺は一寺と
人の弟子として通周院

なり通周和尚は日達上
日栄と名を改め、妙光
寺 世となった。先の
法論の結果、万年禅寺
の梵鐘は妙光寺に寄贈
奈川県重要文化財に指

された。その梵鐘は神
定され現存している。
（神奈川１部・伊東常
行通信員）

からこそ、簡単には

の未来へつなげるは

まから受け継ぎ、先
ずの想いを放棄して
しまうことにならな
のではないだろう

立場からすると、自

世代の受け継ぐ側の

脈だけでなくたくさ

ように感じてしまう

承の輪から外された

ための想いを託され

の前に見えているだ

負担という、今目

なるご先祖さまから
私たちには継承した

ための思い遣りの詰

来の子孫をつなげる
まった使命として向
によく耳にする「子

大切なのではないだ
※
■電 貫衛＝昭和

※

ろうか。

うが、振り返ってみ

委員長

い遣った言葉だと思 青会、活動普及担当

がいかないように思 成寺副住職、茨城日

子孫に物理的な負担 年生まれ、古河市本

という言葉は自分の

担をかけたくない」

どもや孫、家族に負

相談を受けるとき き合うことが何より

渡す使命がある。

ものを次世代に受け

だろうが、それでも 自分自身、そして未

さらに加速していく

はコロナ禍によって はなく、過去から連

墓じまいなどの問題 けの問題とするので

てきているはずだ。

ぎ、未来へつなげる かもしれない。

んのものを受け継

先祖さまから命や血 分のところで急に継

か。私たちは代々ご

の家にも当てはまる いだろうか。逆に次

そしてこれは全て

いのだろう。

捨てることはできな

十分に理解している るとそれはご先祖さ

代 で す。
「老」を苦と考
恩返しの時間とすること
いています。日蓮聖人の

ができたらとの思いを抱
教えを心に刻み、その万
健康で他人に世話をかけ

分の一でも実行できる、

っています。

ない人生でありたいと願

継承の使命

何年、何十年、何百

活動普及担当委員長
電 貫衛
今年ついに日蓮聖

人降誕８００年のご 年と続いてきた伝統
こで途絶えさせてし

正当を迎えた。コロ があるからこそ、そ
ナ禍により当初の計

誕８００年を迎える

ことはもちろん正し

画とは違う形になっ まうことに大きな抵

ことができている。

同じように世の中 いし、結論はそこに
の行事やイベントも 導かれるべきだが、
藤の大きさと重さが

その殆どが開催中止 そこに至るまでの葛
や規模縮小などの形

重要なのだと私は思
う。先人から受け継

に収まっている。
世の中が緊急事態

となると、伝統文化 いだものをいかに守
や伝統行事は中々に り抜き次の担い手に
酷な対応を迫られる 継承させるか、その
想いの結晶こそが伝

城主の眼病平癒叶い寺運開ける

熱情に満ち溢れた聖人の

題「パッション」の如く

聖人の足跡と梵鐘

います。日本は人生１０

った戦中戦後を生き抜

本の最も困難な時代であ

迎えます。私の年代は日

80

ことになる。それは

統の尊さであ
り、その先人
たちの想いの
積み重ねを継
承してきた人

12

自治会や各種親睦団体に

「敬いの心で安穏な社会
である『法華経』は仏事に
がどこかわかりますか」

分はいかがですか、ここ

み

この運動に対し、どれ

づくり」を目標にした社
た。宗門運動を通じての
唱えるだけではなく、皆

けちえん

会性に富んだ宗門運動で
が幸せになる社会を築く

よ

るようにしましょう︒ 日は﹁夏
至﹂です︒１年中で昼が最も長
く︑夜が最も短い時期に当たり
ます︒
みんなでお題目を唱え合って
夜の闇を短く︑明るく住みよい
世の中を長くしてまいりましょ

日 日朝上人会

日︑

日 国連憲章記念日
日 いのりの日
貿易記念日
︿今月の大安﹀
日︑

神奈川県横浜市妙光寺
10

はその重みを

13

学びや出会いの中で、た

こ

月 の暦
に入ります︒必ずしも暦通りに

日から 日まで身延山では
う︒
︻行事︼

１日 気象記念日︑衣替え
電波の日
２日 横浜開港記念日

４日 とうかさん大祭︵広島市︶ ６日︑ 日︑

︿今月の友引﹀
日

行くぜ！ 全日青！

す。

６
◎雨煙る紫陽花寺の鐘の音
はいきませんがしめり気の多い

うっとうしい梅雨の季節がや
日蓮聖人が身延山へ初めて入山

開 闢 会 の 法 要 が 営 ま れ ま す︒

上田正久日
シーズンに入ります︒
ってきました︒雨が降らなけれ
なされた記念日です︒佐渡から

か い びゃく え

ば生物は枯れてしまいますが︑
多く降ると洪水で万物を押し流
鎌倉を経て︑波木井公の招きに
応じられて入山なさいました︒

してしまいます︒
雨ひとつとってみても︑なか
る場合は︑山林に身を隠す﹂と

いさ

﹁３度国を諫めて用いられざ

ぼうしゅ

歯と口の健康週間
︵〜 日︶

日︑

28

http://www.kozoukun.jp/

３日︑９日︑ 日︑

25

なか思うようにいかないのが世
の中のようです︒

いわれる行動とものこされてい
ます︒

５日 ﹁芒種﹂

22
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こぞうくんが活躍のサイトは

ご先祖さまと向き合い未来を想う

これからは
「老」
の時代だが、
「苦」
と考えず恩返しする時間に
16

13

さて︑今月は５日が﹁芒種﹂
にゅう ば い

日は﹁父の日﹂です︒改め

10

17

21

清水 元喜＝全国檀信徒協
議会常任委員／静岡県西部
檀信徒協議会長／掛川市正
願寺総代・護持会長／昭和
16年 ７ 月21日 生 ま れ ／ 趣
味：ゴルフ、庭いじり
15

20

で田植えのまっさかりとなりま
11

す︒また 日が﹁入梅﹂で雨期
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