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┳в劫措繁搭
ЮYj涩k 2009 涩┲闺┯腮j劫措繁搭
（せがきえ）に御本尊は御開帳されると加
渠扛粒Gě侥_[аYj劫措繁搭dk劫力
搭d~@@Я苔覆得军善ò粕Tb谎ōíī
涩陪谎襟а劫措繁搭j习襄kǔ奋时宠胡劫
餓陀羅経」による。その御経によれば、釈尊
j亢匿旗较j查潦г病阮姆狙H浍秘Sb
@īdIЯ胡Gě赐ò赁K措繁H汉íЯǔF
铆k┭腮衡g捷ūcЯ淬хd犬T措繁雀g
想]ī\ǐBùd虾航а腐íFjjK病阮姆
狙kǔeBS[ě措繁雀g想]ījò闻í
ěízSēBGёùd措繁g料i[аUīd
Yj措繁kЯǔ措繁雀g想]ījò闻íī
には、三宝（仏、法、僧）を供養しなさい。ま
[Я尾榴j措繁宁g力抬ò劫Sb伏腺Sf
Q@аYBUíl措繁k奋ōíЯYj忽染
によりお前は救われるだろう」と答えて姿
を暗ます。阿難尊者は以上の経緯を述べ
て、釈尊に教えを請うた。釈尊がその求め
g雏Tb茎Qí[俊厅H劫措繁搭j教z
èаYíH塑哕QíЯ措繁\McfKЯ洛昧
代々そして遍く無縁の諸精霊を供養する、

z[淬х鲸僚j它染翅
寿を願うことも。とこう
箕腮g歧赔а劫措繁搭
j儿腮k歧}ěíbF
らず、それぞれのお寺
H涩陪谎襟j查`dS
て、それぞれを決める。
劫措繁脓gǔ江担往须
蠶ùò庞IЯ礼菱á力抬
を供え、五如来の「施餓
繁厍ùò笑bb厅显ò
沉|а劫措繁搭kЯ链捅
の霊や先祖代々の精霊
を供養するだけでなく、

尾踌苔á措繁g劫SòUī厅显c~>īа
谈WbЯ腮积鲸泰鲸僚g绵力B措繁j帘ò
始狼SЯ鲸幕d~g碌GQíb@ī僚ò
S_Gèd掘M杰}Я奋ōíī忽染ò丹H
挛|Odj匿伦Qò凉K父g混|а
Ю劫措繁搭k箕腮ЯF蛙j铆衡g谎ōí
īOdH募@а洛昧破它j[}Яz[查伦
j碌IdS碌Mī~jj须ò灿}Я柯ib
鲸泰鲸僚j它染翅爵ò剁B厅显\а

10．本尊等御開帳
ЮQbЯ劫措繁搭jYj腮Я趁蝴进j虏武
ò迈è釜冗tа唾券j铆紊j蔬kЯOíz

で何度か訪ねて来ても、いつも閉まってい
[jHЯ求腮k胆@b@bЯ券冗g邱ī谓
かりが臨まれる。本堂の前でお参りをして
中を覗くと、明かりの中に本尊が拝まれる。
唾券冗g棱H_b队皋g上酣S[@d皆B
HЯ券冗gk塞íf@а结j筒ěcF蒋è
Sb@[铁~唾券冗gk棱HěVg惊Sb
唾券j衙Gě淆剧td轿ò览S[аqdЯ
唾券冗g棱Hī塑缝j剧铆gЯǔ唾姆k唾
堂の後ろの収蔵庫で、御開帳しております
jcЯ恒萧K\Q@ùdj节j鼓茎柿HЯ钨
g杰zīа
Ю恒唾姆H菌谬喝g腾镀Qíb@īOd
は、前回訪問の折り、加藤住職から伺って
いた。そういえばその時、本堂に安置され

b@ījk拜叭佰ḿd侥_[а赐阮г琼阮
推杰j销习cа谈WbYj论èЯ贫坞j卯
呼进ckЯYj涩j 4闺5腮Gě5闺31
腮zcЯ7涩g查侵j恒唾姆恒胆琵HfQ
れたが、同じ理由でその御本尊もレプリカ
であるということも。
Ю唾券j淆剧g答èЯ菌谬喝j铆tа而g
4 潦j铁хH菌谬喝j铆gFè恒胆琵Q
í[恒唾姆ò上段а4 潦j铁хk色帘g
祈り、いつかな辞す気配がない。

11в巫摹务揭赛襄谢衙锦鸣
ЮЮě活秸歧柯显痰春歼è
Ю┮潦H惊SЯ茂K结j上段Uī夸视а上
観の位置まで 10 段の階段を上がる。中尊
j务揭赛襄kЯ务揭匈消呼赛襄Я匿测矗苔
d~@@Я凯碌j丝搁ò奋@冗紊j搁煞ò
岿Kfe 12 j陆剁ò[b[赛襄ě俊谎g
より悟りを開いた覚者）。
Ю务揭赛襄鸣kЯ嫉剧g务侄òjWЯ常剧
は施無畏（せむい）印を結び、結跏趺坐
ěM_GqRèSb@īа鸣贿k 139 鲽Я掊
驾j查巫摹ècЯ娄茧k 11 隆阀衡驶а锄
禁k高绅H劫Qíb@[d皆ōíīHЯ汉

莉k媚盘ò学ōgа醛笋g十ò混{Я紊贫
j紊苗g伦í贫j谢多ò混{Я查眷项咕
j坝案佰颁啊g壤皮H>īа僚戈k塌d躇
谎ò亢泰gd_bЯH_SèdSb@īа
Ю谢衙锦鸣kЯ嫉衙锦j腮呼屉黟d常衙
锦j闺呼屉黟cЯ务揭赛襄j礼亲c>ī
情铁匈消呼隆担j句显f屉黟Яdǖ务揭
雇ǘgа腮呼屉黟kЯ查骆~j呼谓ò尸Sb
諸々の苦しみの根源・無明の闇を滅尽す
īа闺呼屉黟kЯ闺j呼ò磊皮Uī屉黟а谢
菩薩は薬師如来の教説を守るのが役割。
wx犬咕\HЯ腮呼屉黟k务揭赛襄模g
常研ò棱N嫉研ò吝ěSЯ闺呼屉黟k嫉研
を上げて右腕を垂らした姿形で、対称的に
摹咕а@Ví~鸣贿k 171 鲽Я荐驾j查
巫摹è\а撒艘Má厕痰k陪姆g抒uī
と、穏やかな造形。制作時期は中尊と異な
è12 隆阀衡驶积а谢衙锦鸣ò矫贾g酣抒
uīdЯ紊苗笋j钨庶笑]Я十j咕Я里鼐j
ḿш扒Я衰gGGī谴厕j采庞á厕楞j咕
式などに違いがある。

12. 闺呼椿紊j坝案败k闺呼屉黟
Ю匣派\HЯG`b查隆ò唆酹S[潦贰胺
拜澳昂摆跋ǔ闺呼椿紊ùj坝案败H闺呼屉
黟c>īOdkЯ潘ī潦Z潘īаǔ闺呼椿紊ù
k 1958 涩Gě1959 涩gGMb贴衬а娠
抿抹g唉颁啊摆蔼Я掠@跋颁肮j ⋯ 碌僚 』
のヒーローは、視聴率
40％、《放映時間になる
d茅秋Gě较伏H览D
た》というエピソードが
碌zí[契j慎尸千潦
気を博した。それから半
世紀ほどを経て近年、
ǔ闺呼椿紊ùj┷╉┷H
尸舍Qíb潦贰H济砂а
この機会に検証したの
kЯǔ闺呼椿紊ùH幕j
特撮物と決定的に異な
èЯ涛僚Sf@OdЯ漓g
碌僚j僚乃c钎d蚂B
Odаǔ闺呼屉黟j靳兽kЯ萎寞Я军覆j稿
躺fK奋@j剧ò级S联uīаYB@B牡
在を描きたかった」と述べる原作者の川内
滑侍睫k色帘f苔覆巧а睫k抬洪j等dS
て「憎むな。殺すな。許しましょう」の 3原則
ò辊晋а勃锛署雀f钎g耐SЯ硅oj篱紊
c闺呼椿紊k疗眺脯K贷僮ò忿}īа
Ю锄禁ЯYíò津惚K皆_[~j\HЯ闺
呼椿紊j虏乃ЯYj坝案败ò寶īOdgé
り、このたび半世紀を経て初めて納得出来
たのでした。
Ю箕汇kOOc圯双Я近汇董硅аЮЮЮЮ
ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮě痰г谱层俯è

趁蝴进j酗饺d痰春歼
を尋ねて（その 3）

ようごうじ

薬師如来像薬師如来像

三吉野
情溪商 5 -2 4 -2 1  TEL .0 4 4 -8 8 8 -3 3 5 8食

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

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
情溪商 2-20-16食

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
情溪商 2-10-15食

喫茶ヴォ―チェ（アリーノ内）
情溪商 4-6-1ěǔ佰ш翱冗è食

Ю ]ē_dF培SzWūGаǖ ǔ佰ш 翱冗 非培
板êщ安ǜǘ鲸磁潞皑爸шɡ佰ш把ě120 耻è
がおすすめです。

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

宮前マンゴー
START

START

┱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

お知らせお知らせお知らせ

ǔ佰ш翱桨胡敦贫ㄩ

ЮjeGf唆骨j阔雀ò
踢@b谎Kd坞甲苹舍跨
H酣DbIzS[а

アリーノから

晋橇Qū磁j坞甲苹舍跨
情溪商盘插食

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

＜床ずれ＞Ю
ЮЮЮЮЮ茧г阑唾哗浸Qū
 褪H碌I碌IdUī禁w e 
 ǔ]ē_d分ūciùd 
 蜡VíH航B 
 褪H粉Nl粉Lw e 
 ǔ蛾f@éùd 
 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  

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

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。

汉架碌叉陪汉架碌叉陪

新鮮バジル新鮮バジル

すてきな
お花の直売所


