日蓮宗

常栄山

こ とほ

除夜の鐘で迎える新たな年
■大晦日・除夜の鐘の音は
梵鐘に記された世界平和への
祈りと共に旧年と新年をつな

に進歩させました。大量輸
送と高速化にしのぎを削っ
ていた１９６０年代には、
東西両陣営が超音速旅客機
の開発に着手。
▼１９６８年 月初飛行
したソ連のツポレフ １４
４型は時速２５００キロ。
遅れること２カ月、英仏共
同開発のコンコルドは時速
２１００キロで対抗しまし
た。
▼しかし１９７５年に営
業飛行を始めたツポレフは
採算が合わず２年半で運休
に。コンコルドも騒音と高
額な運賃が悪評の上、２０
００年の墜落事故で搭乗率
が低下、２００３年の 月
で姿を消し、超音速旅客機
の時代は終わりました

TU

ど

本堂屋根・正面四カ所に風鐸が

み ょうはち

ら

また、風に吹かれて中心に
吊した舌がたてる「ガランガ
ラン」という音が魔よけにな
ると信じられました。
音が聞こえる範囲の住民に
は災いが起こらないとされ、
平安、鎌倉時代にはお寺だけ
でなく、貴族の屋敷でも軒先
に風鐸を吊すのが流行したそ
うです。■また難波さんから
は以前にも
妙鉢・銅羅
置台、写真
㊤の奉納も
いただいて
おります。

10

誰でもできる月一回の修行・毎月１日午前９時・運気を高める「盛運祈願会・せいうんきがんえ」、どなたでもお参りください

短命だった超音速旅客機

タイムカ
▼ライ
プ セ
ト兄弟の
ル
初飛行（１９
０３年 月）以
来 １０６ 年、２
度の世界大戦と冷戦
時代は航空機技術を大幅

奉納を頂きました

■下荻野の難波チエ（ ）
さんから、風鈴の古い呼び名・
風鐸（ふうたく）が奉納され
ました（写真㊦㊧）。
【風鐸とは】
お寺の仏堂や塔などの軒の
４隅につり下げられ、広い境
内で風向きを知るためなどに
使われたようです。

12

「除夜の鐘」の流れ

団参

「 除 夜 の 鐘」 を つ い た ら 、 本
堂へお参りしましょう。
鐘 の 時 と同 じ よ う な 気 持 ち
で 合 掌 、 礼拝 い た し ま す 。 お
気を付けてのお帰りを…

身延山

12

30

【初 日】専用バス午前８時
出発～身延山で昼食～ご廟所
（日蓮大聖人さまのお墓）へ
参拝～お買い物～宿坊（寺）
へ宿泊（非日常！ 今年から
「おみやげ通り」沿いへ宿泊
します）
【２日目】午前 時 分まで
大会。そしてバスにて「寄り
道」をしながら帰路へ♪

10

発行所

本照寺

ぎ、四方遠くまで響き渡りま
した。参拝の方々はタップリ
お酒が入った甘酒と、普通の
甘酒を飲みながらドラムカン
での火にて暖を取りつつ、新
年を迎えることができました。
今年はカウントダウンを聞
くためのラジオ、うっかり忘
れてしまいました～

15

（加入者名・本照寺）

「除夜の鐘」祈りの心得

■「身延結集大会」が４月
日（土）～ 日（日）の１
泊２日にて開催されます。毎
年、聖地・身延山へ２千人前
後が参集のもとに開催される
この「身延結集大会」
■本照寺では聖徒団として
この大会に初回より連続して
参加、そして平成 年から広
く一般にも呼びかけ「本照寺・
身延山団参」として参加、今
年で 回目の参加となります。
是非、日蓮大聖人・法華経を
信奉する日蓮宗「本照寺」の
お檀家として、大聖人が９年
間過ごされたお山、身延山・
久遠寺へ参拝していただきま
すよう、ご案内いたします。
今年は五重塔も完成。世界
一古い会社、金剛組が造りま
した。
【参加費】１万８千円です。
多くのご参加を是非！ 詳細
は聖徒団の地区役員、または
本照寺へお尋ねください。締
切りは４月１日です。
19

44

第29号
先ず大きな祈りを
日本や世界の平和
次に個人的な祈りを
家内安全 心願成 就
交通安全 息災延命等々
新年を迎えることができる感謝
の気持ちを…またこの一年間の
自分を誉めてあげましょう

10

18

厚木市下古沢133
TEL・046-247-1156
FAX・046-247-1156
振替・0230-7-35749

ための方法ですので、世話人さんのいない
地域のお檀家は必ずご送金くださるようお
願いします（世話人さんのいる地区は世話
人さんが年に４回、集金しています（中分・
荻野を除く）。また、毎年向こう１年間の
支払いとなります）。
◆お墓があっても何年、何 年とお見え
にな らず、『付け
届け 』が無い方が
いらっしゃいます 。
お気づきの方はお忘れのないよう、お願い
いたします。【世話人さんのいる地区と直
接本照寺へ来られる方は除きます・支払い
済みの方はご了承を】◆【本照寺だよりが
届いていないお檀家はお知らせください。
お檀家登録がされていません】

２通りの甘酒を用意。ドラムカン
での火にて暖をとりながら…

菩提寺とのお付き合い

（毎年数十軒の未納がありま
す。お気を付けください）
◆平成 年度から「郵便払
い込み用紙」（写真㊤）にて
年間の「付け届け」を送金で
きるように
なったこと
はすでに存
知のことと思います。
◆今後とも年頭２月号「本
照寺だより」と共に「郵便払
い込み用紙」を同封いたしま
すが、これは世話人さんのい
る地区の方々との平等を計る
18

時速2,500㌔。旧ソ連製超音速旅客機・ソポレフ

91

寒い中を車や徒歩にて、お疲れさまでした！！

世話人さんのいない地域
（郵送にて案内の方々へ）
「35749」は金額で
はあ りません 。金
額は 「金額欄 」へ
記入してください。

平成21年2月1日

本照寺だより
2月/4月/7月/10月/12月発行
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◆私は小田急線を使う時、
必ず「箱根そば」を食べる。
食券を買い「そばで…」と、
私。すると店員さんが「は
～い、たぬきそば一丁～」。
そんな立ち食いそば屋の出
入 りの 激 し い中 々 で、
「ごちそうさま～」との
サラリーマンの声。そう、
かなりの確率（８割くら
い？）で聞こえる、その
すてきな言葉。
◆一方、コンビニやスー
パーではどうだろう。店
員さんの「ありがとうご
ざいました！」との御礼
の挨拶に対し「…」。そ
う、お金を渡して商品を受
け取り、無言で立ち去る人
の何と多いことか。やはり
「こちらこそ、ありがとう」
といったような言葉がほし

感 謝 祭

せ い う ん き が ん え

ぐ し ょ う れ い じ ん ふ

た ん て き

いのだが…
◆「お金が有れば何でも
買える」と、思っている方
が多いのでしょうね。でも、
もしそこにレジを打つ店員
さんがいなかったら（あり
えね～？）…また食材を
育て、商品を作り、そし
て運搬する人がいなかっ
たら……そう、お金が有
るからでなく、それぞれ
の人々の役割分担の上に
社会という全体は成り立
ち、更には商売をしてく
れる方がいらっしゃるか
らこそ、私たちは望む物
を手に入れることができ
る…ですよネ。
◆実に世の中は、関わり
の中で初めて成り立つもの
…このことを端的に「生か
されている」と、言います。

朝の詩

この一瞬を

み ち

横浜市緑区
佐々木 直
朝の光 青い空
路行く人 野に咲く花
すべてが命に輝いて
一変したと言う

余命半月と告げられた
友人のＡさん

もっともっと生きたい
俺の手を握って
涙を流していた

俺は生かされて
大切に生きているか
この一瞬
一瞬を

66

化けそこなったお布施

い

ふところ

ち

■４月１日の盛運祈願会は、
感謝祭として９時より感謝の
気持ちを捧げます。
恒例の福引きもありますの
で、毎月来られない方々も是
非お越しください。
■福引きは「食べられる物」
を多く用意、レトルトカレー
５食、 食セット・カップメ
ン１ケース、お米などは恒例
となりました。
また花や「もらっても困ら
ない」といった物を中心に考
えています。
計 人分、景品総額 万円
以上。
■倶生霊神符をお持ちでな
い方は、福引きには参加でき
ません…

10

■「和尚さん、ここだけの
話ですよ。ご法事のお布施は
どのくらいでしょうか」
「お布施は志ですから、どの
くらいと聞かれても」
「でも、相場があるでしょう」。
こういう問答はよくあること
ではないでしょうか。そこで
こんな昔話をしましょう。
■その昔、山の猟師がお坊

^^;

年前の古い車を所有しています
◆
年ほど前に購入した
ジャガーＥタイプがこのほど

と そ う は く り

仕上がったので一方的に
お知らせしたいと思います。

い

ぶ ん

だし、そうしてくれ」
何も知らないお坊さんは猟
師からお布施の包みを受け取
り、お寺へ帰って行きました。
一方猟師は、お坊さんにタ
ヌキの化けたお布施を包んだ
ものの、途中でバレはしまい
かと気になってしかたありま
せん。
そこで、しばらくして、そ
おっとお坊さんの後をつけて
との間、お金に化けてくれた みると、どうしたことか、さっ
さんを呼んで法事をしました。 ら命は助けてやる」
きのキツネが死にそうなよう
ところがお布施を出そうと思 「え、これはありがたい。で、 すで畑の中に倒れています。
うと、自分のお金が一銭もな いくらに化ければいいんです？」
「おいおい、タヌ公、どう
いことに気が付いたのです。 「そうだなあ、いつも一分包 したんだ」
「困ったなぁ、じゃあお米 んでいる」
「う～ん、あっ、旦那さんで
か何かでも」と、土間へ降り 「なるほど、そりゃお安い御 すか。いやはや、さんざんな
ると、今朝、裏山で捕まえた 用で。だがどうせ化けるんな 目 に あ い ま し た 。 い つ も の
タヌキが一匹、柱につながれ ら、一分と言わず一両に化け 一分ならよかったんでしょう
たままになっています。
てお坊さんを良い気分にさせ が、一両に化けたばかりにあ
猟師はタヌキに近づくとそっ たらどうです」
のお坊さん、たもとの中をさ
と耳元で「おい、タヌキ、お 「うん、もっともだ。どうせ ぐってみて『重いし形は大き
布施のお金が無いんだ。ちょっ こちらの懐はいたまないこと いし、さりとてまさか一両の
お布施はどう考えても有り得
ない。一体、これは何だ？』
した次第です。
と、お金をつまんだり、ひねっ
◆ これは 年前の古い車
たり、爪を立ててみたりで、
でして…私はどうも新車に興
私は背中がねじれるやら、内
この車は当時、自分で夜な 味が無く、実際、 歳で免許
蔵がひっくり返るやらでもう
夜な塗装をはがし（写真㊤）、 取得以後、自分の新車を一度
白にてペイント、またエンジ も買ったことがありません。
大変！ ばれたらまた大変と
ンもオーバーホールをしても 現在乗っている車も去年買っ
我慢しましたが、お坊さんが
らい、あとは配線…といった たのですが、平成 年型です。
誰かに出会って立ち話をして
ところだったのですが、そこ
◆ 何しろ目立つ車㊧です
いるすきに、急いでこの畑の
からがなかなか…でして、そ ので、「あらかじめ皆さんに
中に逃げ込んだんです。あー
のままほぼ
知っておいていただきたい」
あ、いつもの一分に化けてお
年、眠っ
と、考えた次第です。ちなみ
けばよかった」
ていたので
に 年前の購入ローン価格は
何ごとによらず「分」とい
す。しかし、
２９０万円
う相応があるようです。
年齢 歳を
でした。
必要以上、能力以上のこと
記念？に、
ご興味の
をやろうとすると、この話の
このたび配
ある方は声
ように化けの皮がはがれます。
線等、組み
をかけてく
お布施が「志」、というゆ
立てが完了
ださい～
えんだとも言えるでしょう。

10

80

宗 派・日蓮宗
ご本尊・大曼陀羅
だいまんだら
ご本仏・久遠実成
本師釈迦牟尼仏
くおんじつじょうほ
んししゃかむにぶつ
総本山・身延山
久遠寺
みのぶさん
くおんじ
宗 祖・日蓮大聖人
経 典・法華経
主に唱えるもの・開
経偈～方便品～自我
偈～お題目～宝塔偈
塗装剥離中（ボディー下部に赤い塗装が）

18

13

私たちのお寺は

46
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平成21年2月1日

本照寺だより
2月/4月/7月/10月/12月発行

「本照寺」のホームペー
ジは「厚木本照寺」で
検索してください。
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「ありがとう」のひと言を

誰でもできる地球温暖化防止・一人ひとりの「意志と行動」を

