ようごうじ

趁蝴进ｊ酗饺ｄ痰春歼
を尋ねて（その 3）

で何度か訪ねて来ても、いつも閉まってい

莉ｋ媚盘ò学ōｇа醛笋ｇ十ò混｛Я紊贫

［ｊＨЯ求腮ｋ胆＠ｂ＠ｂЯ券冗ｇ邱ī谓

ｊ紊苗ｇ伦í贫ｊ谢多ò混｛Я查眷项咕

かりが臨まれる。本堂の前でお参りをして

ｊ坝案佰颁啊ｇ壤皮Ｈ＞īа僚戈ｋ塌ｄ躇

中を覗くと、明かりの中に本尊が拝まれる。

谎ò亢泰ｇｄ＿ｂЯＨ＿ＳèｄＳｂ＠īа

┙啦Ю铆┚

唾券冗ｇ棱Ｈ＿ｂ队皋ｇ上酣Ｓ［＠ｄ皆Ｂ

Ю谢衙锦鸣ｋЯ嫉衙锦ｊ腮呼屉黟ｄ常衙

┳в劫措繁搭

ＨЯ券冗ｇｋ塞íｆ＠а结ｊ筒ěｃＦ蒋è

锦ｊ闺呼屉黟ｃЯ务揭赛襄ｊ礼亲ｃ＞ī

ЮＹｊ涩ｋ 2009 涩┲闺┯腮ｊ劫措繁搭

Ｓｂ＠［铁￣唾券冗ｇｋ棱ＨěＶｇ惊Ｓｂ

情铁匈消呼隆担ｊ句显ｆ屉黟Яｄǖ务揭

（せがきえ）に御本尊は御開帳されると加

唾券ｊ衙Ｇě淆剧ｔｄ轿ò览Ｓ［аｑｄЯ

雇ǘｇа
腮呼屉黟ｋЯ查骆￣ｊ呼谓ò尸Ｓｂ

渠扛粒Ｇě侥＿［аＹｊ劫措繁搭ｄｋ劫力

唾券冗ｇ棱Ｈī塑缝ｊ剧铆ｇЯ
ǔ唾姆ｋ唾

諸々の苦しみの根源・無明の闇を滅尽す

搭ｄ￣＠＠Я苔覆得军善ò粕Ｔｂ谎ōíī

堂の後ろの収蔵庫で、御開帳しております

īа
闺呼屉黟ｋЯ闺ｊ呼ò磊皮Ｕī屉黟а谢

涩陪谎襟а劫措繁搭ｊ习襄ｋǔ奋时宠胡劫

ｊｃЯ恒萧Ｋ＼Ｑ＠ù
ｄｊ节ｊ鼓茎柿ＨЯ钨

菩薩は薬師如来の教説を守るのが役割。

餓陀羅経」による。その御経によれば、釈尊

ｇ杰ｚīа

ｗｘ犬咕＼ＨЯ腮呼屉黟ｋ务揭赛襄模ｇ

ｊ亢匿旗较ｊ查潦г病阮姆狙Ｈ浍秘Ｓｂ

Ю恒唾姆Ｈ菌谬喝ｇ腾镀Ｑíｂ＠īＯｄ

常研ò棱Ｎ嫉研ò吝ěＳЯ闺呼屉黟ｋ嫉研

＠īｄＩЯ胡Ｇě赐ò赁Ｋ措繁Ｈ汉íЯ
ǔＦ

は、前回訪問の折り、加藤住職から伺って

を上げて右腕を垂らした姿形で、対称的に

铆ｋ┭腮衡ｇ捷ūｃЯ淬хｄ犬Ｔ措繁雀ｇ

いた。そういえばその時、本堂に安置され

摹咕а＠Ｖí￣鸣贿ｋ 171 鲽Я荐驾ｊ查

想］ī＼ǐＢùｄ虾航а腐íＦｊｊＫ病阮姆

巫摹è＼а撒艘Ｍá厕痰ｋ陪姆ｇ抒ｕī

狙ｋǔｅＢＳ［ě措繁雀ｇ想］īｊò闻í

と、穏やかな造形。制作時期は中尊と異な

ěíｚＳēＢＧёùｄ措繁ｇ料ｉ［аＵīｄ

è 12 隆阀衡驶积а谢衙锦鸣ò矫贾ｇ酣抒

Ｙｊ措繁ｋЯǔ措繁雀ｇ想］īｊò闻íī

ｕīｄЯ紊苗笋ｊ钨庶笑］Я十ｊ咕Я里鼐ｊ

には、三宝（仏、法、僧）
を供養しなさい。
ま

ḿш扒Я衰ｇＧＧī谴厕ｊ采庞á厕楞ｊ咕

［Я尾榴ｊ措繁宁ｇ力抬ò劫Ｓｂ伏腺Ｓｆ

式などに違いがある。
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宮前マンゴー

12. 闺呼椿紊ｊ坝案败ｋ闺呼屉黟

を暗ます。阿難尊者は以上の経緯を述べ

Ю匣派＼ＨЯＧ｀ｂ查隆ò唆酹Ｓ［潦贰胺

て、釈尊に教えを請うた。釈尊がその求め

拜澳昂摆跋ǔ闺呼椿紊ùｊ坝案败Ｈ闺呼屉

ｇ雏Ｔｂ茎Ｑí［俊厅Ｈ劫措繁搭ｊ教ｚ

黟ｃ＞īＯｄｋЯ潘ī潦Ｚ潘īа
ǔ闺呼椿紊ù

èа
ＹíＨ塑哕ＱíЯ措繁＼ＭｃｆＫЯ洛昧

ｋ 1958 涩Ｇě 1959 涩ｇＧＭｂ贴衬а娠

代々そして遍く無縁の諸精霊を供養する、

抿抹ｇ唉颁啊摆蔼Я掠＠跋颁肮ｊ … 碌僚 』

ｚ［淬х鲸僚ｊ它染翅

のヒーローは、視聴 率
薬師如来像

START
井上園芸
食

●織茂ファーム

情溪商 2-10-15

Ю巫ｃ董刻ě┲闺积èＳｂＧě菌堤Ｕīｊ
ｃéＹｃ舌＿［ｊｄｋЯ堵ＱＨ］Ｈ＠ｚＵа
ここでしか買えません。

●井上園芸

Ю箕答￣媚钎ｆ潦［］ｄ墅威
Ｓ＠力ｕ抬ｄｊ客讳＠Ｈ［Ｋ
さんありました。
Ю底Ｓ＠匠踢雀ｃＳ［а
Ю近答ｋｅＯｇＳéＢＧｆā
ě痰г翘桃动墅è

溪商娠吮讳狭乓齿

40％、
《放映時間になる

ｂ＠īｊｋ拜叭佰ḿｄ侥＿［а赐阮г琼阮

た》というエピソードが

らず、それぞれのお寺

推杰ｊ销习ｃа谈ＷｂＹｊ论èЯ贫坞ｊ卯

碌ｚí［契ｊ慎尸千潦

Ｈ涩陪谎襟ｊ查｀ｄＳ

呼进ｃｋЯＹｊ涩ｊ 4 闺 5 腮Ｇě 5 闺 31

気を博した。それから半

て、それぞれを決める。

腮ｚｃЯ7 涩ｇ查侵ｊ恒唾姆恒胆琵ＨｆＱ

世 紀 ほどを 経 て 近 年、

劫措繁脓ｇǔ江担往须

れたが、同じ理由でその御本尊もレプリカ

三吉野
食

であるということも。

尸舍Ｑíｂ潦贰Ｈ济砂а

を供え、五如来の「施餓

Ю唾券ｊ淆剧ｇ答èЯ菌谬喝ｊ铆ｔа而ｇ

この機会に検 証したの

繁厍ùò笑ｂｂ厅显ò

4 潦ｊ铁хＨ菌谬喝ｊ铆ｇＦè恒胆琵Ｑ

ｋЯǔ闺呼椿紊ùＨ幕ｊ

沉｜а劫措繁搭ｋЯ链捅

í［恒唾姆ò上段а4 潦ｊ铁хｋ色帘ｇ

特撮物と決定的に異な

の霊や先祖代々の精霊

祈り、いつかな辞す気配がない。

èЯ涛僚Ｓｆ＠ＯｄЯ漓ｇ

尾踌苔á措繁ｇ劫ＳòＵī厅显ｃ￣＞īа

11в巫摹务揭赛襄谢衙锦鸣

Ｏｄа
ǔ闺呼屉黟ｊ靳兽ｋЯ萎寞Я军覆ｊ稿

Ю江放坞ｊ帕较Ｈ匿虎Ｉа
Ю旧良ｋЯ
ě＞ūＯЯＶū＼ЯＰｚЯ＠ＹｕЯ
みたらし）各 75 円＋税。

溪商腻┫帕盘

垂溪商
●直売所

谈ＷｂЯ腮积鲸泰鲸僚ｇ绵力Ｂ措繁ｊ帘ò

ЮЮě活秸歧柯显痰春歼è

躺ｆＫ奋＠ｊ剧ò级Ｓ联ｕīаＹＢ＠Ｂ牡

始狼ＳЯ鲸幕ｄ￣ｇ碌ＧＱíｂ＠ī僚ò

Ю┮潦Ｈ惊ＳЯ茂Ｋ结ｊ上段Ｕī夸视а上

在を描きたかった」と述べる原作者の川内

Ｓ＿Ｇèｄ掘Ｍ杰｝Я奋ōíī忽染ò丹Ｈ

観の位置まで 10 段の階段を上がる。中尊

滑侍睫ｋ色帘ｆ苔覆巧а睫ｋ抬洪ｊ等ｄＳ

挛｜Ｏｄｊ匿伦Ｑò凉Ｋ父ｇ混｜а

ｊ务揭赛襄ｋЯ务揭匈消呼赛襄Я匿测矗苔

て「憎むな。殺すな。許しましょう」の 3 原則

Ю劫措繁搭ｋ箕腮ЯＦ蛙ｊ铆衡ｇ谎ōí

ｄ￣＠＠Я凯碌ｊ丝搁ò奋＠冗紊ｊ搁煞ò

ò辊晋а勃锛署雀ｆ钎ｇ耐ＳЯ硅ｏｊ篱紊

īＯｄＨ募＠а洛昧破它ｊ［｝Яｚ［查伦

岿Ｋｆｅ 12 ｊ陆剁ò［ｂ［赛襄ě俊谎ｇ

ｃ闺呼椿紊ｋ疗眺脯Ｋ贷僮ò忿｝īа

ｊ碌ＩｄＳ碌Ｍī￣ｊｊ须ò灿｝Я柯ｉｂ

より悟りを開いた覚者）。

Ю锄禁ЯＹíò津惚Ｋ皆＿［￣ｊ＼ＨЯ闺

鲸泰鲸僚ｊ它染翅爵ò剁Ｂ厅显＼а

Ю务揭赛襄鸣ｋЯ嫉剧ｇ务侄òｊＷЯ常剧

呼椿紊ｊ虏乃ЯＹｊ坝案败ò寶īＯｄｇé

は施無畏（せむい）印を結び、結跏趺坐

り、このたび半世紀を経て初めて納得出来

ㄝ奥颁鲸拳仕舍饵

驾ｊ查巫摹èｃЯ娄茧ｋ 11 隆阀衡驶а锄

Ю箕汇ｋＯＯｃ圯双Я近汇董硅аЮЮЮЮ

ò迈è釜冗ｔа唾券ｊ铆紊ｊ蔬ｋЯＯíｚ

禁ｋ高绅Ｈ劫Ｑíｂ＠［ｄ皆ōíīＨЯ汉

ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮě痰г谱层俯è

●れいんぼう川崎

＜床ずれ＞Ю
喫茶ヴォ―チェ（アリーノ内）
食

情溪商 4-6-1ěǔ佰ш翱冗è
Ю ］ē＿ｄＦ培ＳｚＷūＧа ǖ ǔ佰ш 翱冗 非培
板êщ安ǜǘ鲸磁潞皑爸ш 佰ш把ě120 耻è
がおすすめです。

晋橇Ｑū磁ｊ坞甲苹舍跨
食

情溪商盘插

Ю奥颁ｊ鲸仕饵ｃＦｆＴ｛ｊ晋橇良汾Ｑū磁ｊ
野菜直売所。なんと、早朝からパンをやいてい
ī良汾Ｑūｋ山磁ｊ躇鲜ｆｊｃＵа淆桨ｃ妓í
［桨甲Я学盘继哨ｊ坞甲ò舍＿ｂ＠ｚＵа肮跋
肮ｋ橇救ｃ力ｕ［ｆ｀ＧＳ＠威ＨＳｚＵа奥颁
ｊ鲸仕饵ｇｋЯ疵ｋ傲癌
败奥颁Ｈ塞èｚＵа

新鮮バジル

アリーノから

お知らせ

┱闺Ю挨颁唉ш肮 7/26ě亲è
┲闺ЮＯｅ￣捌ǜ蔼胺傲败 8/24( 腮 )
ЮЮЮ翁饭嵌ě高辐ＵＫ＠ЯáＩＹｌЯ
ЮЮЮ［ＯáＩЯ莲峻ｊＦ烂Ｉ幕è
ЮЮЮ箕涩￣操拳经叭摆熬鞍
ЮЮЮ佰ǚ把ǔ庐［ｚＰù￣
ЮЮЮ虾歧Ｓｂ＠ｚＵа

たのでした。

ЮＱｂЯ劫措繁搭ｊＹｊ腮Я趁蝴进ｊ虏武

●三吉野

●アリーノ

碌 僚ｊ僚乃ｃ钎ｄ蚂Ｂ

ěＭ＿ＧｑＲè
Ｓｂ＠īа鸣贿ｋ 139 鲽Я掊

情溪商 5 -2 4 -2 1 TEL .0 4 4 -8 8 8 -3 3 5 8

ǔ闺呼椿紊ùｊ┷╉┷Ｈ

蠶ù
ò庞ＩЯ礼菱á力抬

を供養するだけでなく、

汉架碌叉陪

ｄ茅秋 Ｇě较伏Ｈ览Ｄ

ｊ儿腮ｋ歧｝ěíｂＦ

10．本尊等御開帳

すてきな
お花の直売所

めぐみ保育園

码肩蜕贿桓塞胡

によりお前は救われるだろう」と答えて姿

箕腮ｇ歧赔а劫 措 繁搭

情溪商 2-20-16

ЮｊｅＧｆ唆骨ｊ阔雀ò
踢＠ｂ谎Ｋｄ坞甲苹舍跨
Ｈ酣ＤｂＩｚＳ［а

Ｑ＠аＹＢＵíｌ措繁ｋ奋ōíЯＹｊ忽染

寿を願うことも。
とこう

Ю┸╀ě溪衔述碌抬èò惧è塞íｂ坞甲ò茧＿ｂ＠
ｚＵа┸╀ｊ瑚衔ггг痉＿ｂ＠［鲸冒ｊ礼春茧衔
ò框Ｍīа乃Ｈ叔íｂ＠ī禁Я闻秤刑ò翰ｊ莉挠
に戻す。
Ю坞甲ò舌＠ｇ襄［ｊｇＦ瑞潦ｄｊ搭牙Ｈ底ＳＫ
｀＠贫缝òＳｂＳｚ＠ｚＳ［а翰贰ò＠＿ｍ＠品Ｉ
ｚＳ［а桔龋Я＠ūＮūＨ虎嘶ｃＵа喀ě┳闺è
ｇｋ想从碌Ｈ炭ｏｚＵа

織茂ファーム
食

ǔ佰ш翱桨胡敦贫ㄩ

ЮЮЮЮЮ茧г阑唾哗浸Ｑū
褪Ｈ碌Ｉ碌ＩｄＵī禁ｗ ｅ
ǔ］ē＿ｄ分ūｃｉù
ｄ
蜡ＶíＨ航Ｂ
褪Ｈ粉Ｎｌ粉Ｌｗ ｅ
ǔ蛾ｆ＠éù
ｄ
蜡ＶíＨ ｚｌ［ＩòＵī
ｅＢáě 蜡Ｖíｋ
褪ｊＯｄò 裁Ｔ ｂ＠īéＢ＼
潦碌ｄ＠Ｂ隆担ò
查快ｇ扛ūｃ＠īū＼ｉ
＞ｚè讥ｚｆ＠Ｇě
＞ｚè裁Ｔ ｆ＠ｃｉ
Ｆ剧拷ěＧｇā
Ю蜡ＶíｇｆèЯ潦碌ｊ艘Ｉ潦
のようについてくる床ずれのこ
とを思いながら書いてみまし
た。健常者のころには考えても
みなかったでしょう。床ずれに
脱帽です。
腻 19 答 NHK 袄ш肮堑塞累茧饲а
松本さんは、47 歳で
「れいんぼう
码肩ùｇ塞跨Ｑíｂ＠ｚＵа

