ゴールデンウィークに
私の実家へ大学の友達が
遊びに来てくれました 。

一緒に広島
観光を楽し
みました

ん」という絵本になって出版されまし

言うことに、前住職も生前「念仏者九

にでもめくって見て下さい。

お寺にありますので、是非お参りの時

その中で印象的だったのが原爆
資料館での親子の会話でした。
小学生の息子さんが真剣に資料
を読み、わからないことをお父
さんに聞いていました。
核は使ったら駄目
なのに北朝鮮は核
実験をしてるの？
核禁止条約に
なんで日本は
反対なの？

息子さんの質問に対し、全てきちんと
回答をしていました。息子さんが賢い
と感じると同時にお父さんの知識の豊
富さに感動しました。将来子供ができ
た時に、疑問に答えられるよう日々勉
強しなくてはならないと思いました。

そして久々に原爆資料館に行きました
が、やはり原爆は繰り返してはならな
いことだと再確認しました。
編集後記

勝手な政治を行わないように歯止めを

ようにし、国をおさめる人たちが自分

つまり憲法は個人の自由が奪われない

対等にするために憲法はあるのです。

い国の力を制限し、国と個人の関係を

には守られていないようです。

ていないように思います。憲法は現実

す。しかし現実は？というとそうはなっ

国民と書いてあります。私たちなんで

うか。戦前は天皇でした。しかし今は

この国で誰が一番大切にされるのでしょ

昨年は大変ご不自由
をおかけいたしました
が、三月末にやっと
新園舎が完成いたし
ました。お参りの皆
様が、本堂からバリ
アフリーで行けるト
イレもできましたの
で、是非お参り下さ
い。六月はご案内の
通り永代経法要もお
勤めしますが、毎月
ご法座をお勤めして
います。仏教の教え
は抜苦与楽の教えと
言われます。苦を抜
き楽を与えるのです。
私たちが日々求めて
いるものがここにあ
ります。是非ご参拝
下さい
合掌（Ｋ )

かけているものなのです。

しかしそれでわかりました。だから

まいがちですが、この本はそんな意識

そのことは日本国憲法の前文に示さ

信楽晃仁

をもたせずに、憲法の基本、あるべき

政治家は憲法を変えたがるんですね。

今年の五月三日は日本国憲法の七十

姿を教えてくれるように思います。折

れます。少し長いのですが、そこだけ

歳の誕生日でした。昭和二十二年に施

角の七十周年という記念すべき年です。 ができています。

権力者は憲法がもつ理想とは真反対に、

行され七十年頑張ってきました。しか

また前住職も大切にした日本国憲法

全文を最後に掲載させて頂きました。

し近年その憲法を変えようという動き

ですので、今回は少し日本国憲法にふ

条の会」を組織して反対し、また多く

憲法といえば法律と同じようなものだ

絵本には最初憲法の説明があります。

その反対者の一人に、松本ヒロさん

と思っていませんか。しかしこんな性

の人が反対を表明しています。
というコメディアンがいます。国や政

憲法は私たちが政治をしば

格があります。法律というのは自分た

与えてくれます。その中

るもの、そんな違いがある

治のおかしな所を、おもしろおかしく

に自分が日本国憲法に

のです。憲法は国の力を制

ちが自分たちを規制するもの。そして

なりきって護憲を語る一

限するための国民から国へ

トークと笑いで指摘し、新たな視点を

人芝居があります。こ

の命令書です。強くて大き

れるものです。

は一番大切にさ

しょうか。それ

うのは、なんで

まず主権とい

始まるのです。

て日本国憲法は

これを基本にし

③平和主義

の尊重

②基本的人権

①国民主権

とは

ます。その三つ

憲法くんは言い

が勝手な政治を行えるようにしたい、
みょうこうにん

しょうま

伝灯奉告法要の後、香川県の勝覚寺さんにお参り
しました。ここは有名な妙好人の讃岐の庄松同行が

すれば今は、墓のことより先ず帰ってくる方法を聞いた方が得策です。

土真宗では往生したものは墓の下にはいません。帰ってくるのです。と

に、「おらあ墓の下にはおらんぞ」と言ったと言います。そうです。浄

「あんたが死んだら立派な墓を建ててやるから心配するな」と言う言葉

この庄松同行の話しはたくさん残っていますが、何と言っても友達が

通われたお寺で、そこに建立されていた庄松さんの像が今回の写真です。

一枚の写真

その理想に基づいて後の百三条の条文

さてその前文には三つの理想を示し、 私たち国民の自由を奪い、政治家自身

が出ています。非戦平和を誓った世界

れてみたいと思います。絵本の現物は

日本国憲法

昨年は園舎建て替えのためお休みさせていた
だきましたが、今年は下記の通り開催いたしま
す。是非ご参加下さい。今回は、二胡・バイオ
リン奏者竹内ふみのさんとギター奏者佐々木行
さんのセッションで素晴らしい演奏を聴かせて
いただきます。その後は例年通りビアガーデン
を開催いたします。是非ご参加下さい。
日時：８月４日(金) 午後５時から
会場：安楽寺・ひかり幼稚園
会費：２０００円

に誇るべき日本国憲法が変えられると

た。憲法論議と言えば難しく考えてし

夏の集いご案内

宮島
鉄のくじら館

の一人芝居が「憲法く

http://www.k-anrakuji.jp/
http://www.k-anrakuji.jp/

原爆ドーム
大谷本廟にて

その３４ 信楽めぐみ作

４月２６日～２８日で、伝灯奉告法要にお参
りしてきました。安芸南組(呉のお寺)からは地
域を分けて、３団体を組み、私たちは２番目の
団体でバス３台に分乗して京都本願寺、大谷本
廟、四国の讃岐庄松さんのお寺に参拝してまい
りました。安楽寺からは６名が参加し、ご門主
の代替わり法要にお参りしたことです。当日は
あいにくの雨でしたが、全国各地からお参りさ
れたお同行の皆さんで、満堂になっており、いっ
しょにお祝いのお勤めをしたことです。
今回ご都合のつかなかった皆様も、また是非
ご一緒できればと思います。

安楽寺マンガ通信
伝灯奉告法要団体参拝
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非戦平和の願いも安保法案や九条を

いません。その上国民に対してはマイ

放題で、国民の声など聞こうとはして

まかり通るのです。これこそやりたい

えられないことが国会議員なら

情報は出さず、到底普通では考

計問題。知らぬ存ぜぬ。文書が

しか思えません。森友問題、加

る問題のどれをみても、そうと

活聖典の四十八願文を見て下さい）そ

コントロールしようとするわけです。 願から第十願に示されます。 安
(楽寺生

ナンバーや、共謀罪で管理把握し、

の願文は六神通と言い、見たいものを

れることです。それは四十八願の第五

何ものにも支配されず自由に生きるら

いて、ふと日本国憲法の理念は仏

今回この松本ヒロさんの話を聞

ないでしょうか。

にじっているのが今の国の姿では

真反対を向き、憲法の理念を踏み

前文にある憲法の三つの基本とは

うことを聞くのでしょうか。

われる仏の願いこそ、

な地獄のない世界を願

らわしています。そん

はここにあることをあ

この世に跋扈し、地獄

いうのは私たちの自立であり自由です。 命を命と思わない鬼が

教の教えだと思いました。国民主権と

言葉を変えれば平和主

実です。地獄絵図は、

してそれが私たちの現

が諸悪の根源です。そ

よる地獄の創出、これ

に巣くう無知とエゴに

にされます。人間の身

悪趣という地獄を問題

確定する。

ことを宣言し、この憲法を

わが国全土にわたつて自由

国民との協和による成果と、

われらの子孫のために、諸

初に二願続けてこの三
日本国憲法 前文

と言うのが本音でしょう。今あ

変えるという事で、踏みにじられよう
見、聞きたいものを聞き、知りたいこ
義ではないでしょうか。

基本的人権の尊重と言いながら、人権

と言えば、全く聞く耳は持ちません。

たように戦後国民の言うことを聞くか

によって差別されることなく一人一人

は人を色や形、国や思想、何かの条件

です。悉皆金色の願、無有好醜の願に

基本的人権の尊重は、第三願、第四願

こそ私たちは常に

続けるのです。だから

繰り返し、地獄を作り

とし同じことを何度も

をつけないと煩悩を主
であり、この憲法は、かか

る。これは人類普遍の原理

福利は国民がこれを享受す

表者がこれを行使し、その

来し、その権力は国民の代

つて、その権威は国民に由

厳粛な信託によるものてあ

そもそも国政は、国民の

ここに主権が国民に存する

やうにすることを決意し、

争の惨禍が起ることのない

政府の行為によつて再び戦

のもたらす恵沢を確保し、

を通じて行動し、われらと

された国会における代表者

日本国民は、正当に選挙

としています。権力を持つ者にとって
と知り、行きたいところへ行き、まこ
煩悩具足の凡夫は気

出ても怪文書扱い。自分たちの

はこの憲法は邪魔になるんです。戦前
との自由な生き方を願われています。

を無視した法案を次々出します。そし
全ての人が光り輝き尊重
仏さまの教えに立

ばっこ

天皇主権と言い天皇の言うことを聞い

て九条も変えて戦争ができる国にした
される世界、それが仏の

切の憲法、法令及び詔勅を

われらは、これに反する一

る原理に基くものである。

いというわけです。確かに周りの国の
暴挙が心配ですが、にしてもしっかり
義は、第一願、第二願の

世界です。そして平和主
そのことを学んだ

るしかありません。

ち返りながら生き
を支配する崇高な理想を深

を念願し、人間相互の関係

排除する。

と論義をし、国民の意見を聞くべきで
無三悪趣、不更悪趣の願
七十周年でした。

く自覚するのであつて、平
和を愛する諸国民の公正と
信義に信頼して、われらの
安全と生存を保持しようと
決意した。われらは、平和
を維持し、専制と隷従、圧
迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めてゐる国
際社会において、名誉ある
地位を占めたいと思ふ。わ
れらは、全世界の国民が、
ひとしく恐怖と欠乏から免
かれ、平和のうちに生存す
る権利を有することを確認
する。
われらは、いづれの国家
も、自国のことのみに専念
して他国を無視してはなら
ないのであつて、政治道徳
の法則は、普遍的なもので
あり、この法則に従ふこと
は、自国の主権を維持し、
他国と対等関係に立たうと
する各国の責務であると信
ずる。
日本国民は、国家の名誉
にかけ、全力をあげてこの
崇高な理想と目的を達成す

安居会

歓喜会

彼岸会

日時 ９月１６(土)
朝席10:00〜 昼席13:00〜
講師 東京 法善寺
山 崎 龍 明 先生
講題 まことの信心

ることを誓ふ。

永代経法要

日時 ８月１３日(日)・１４日(月)
両日とも10:00〜11:00
講師 住職自勤
講題 先祖を訪ねる
んだことからおこったものです。

珠の中心になる大玉を親玉と呼

言葉ではありませんが、実は数

こう言います。あまり品のいい

頭立った人、頭領、中心人物を

うのですが、親玉ではなく、仏法の

出遇う」とあります。人に会えと言

上の前住職の言葉には「よき師に

程悪がはびこっているのでしょうか。

呼ばれる人がたくさんいます。それ

がバラバラに飛び散って八犬士、すなわ

に授けた数珠には親玉が八つあり、それ

『南総里見八犬伝』で 役 行者 が、伏姫

交わりたいものです。

ば赤くなる」ですので、私たちは仏法に

づけばいいのでしょうか。「朱に交われ

師に会いたいものです。ならばどこに近

えんのぎょうじゃ

ち物語の主人公になったというのもその

ふせひめ

「あれが一味の親玉だ」などと、主人、 いませんが、現実にはそこそこに親玉と

親玉と言う時は、あまりいい方には使

例です。

日時 ７月１５日(土)
朝席10:00〜 昼席13:00〜
講師 豊田 登照寺
服 部 法 紹 先生
講題 浄土真宗の生き方

暮らしの中の仏教語
﹃親玉
﹄

日時 ６月１０(土)・１１日(日)
朝席10:00〜 昼席13:00〜
講師 大崎上島 浄泉寺
加 藤 一 英 先生
講題 信心〜ただこのことひとつ〜

日本国民は、恒久の平和

す。憲法学者が憲法違反と言っても聞
です。四十八願の一番最

つある、まことの念仏者に出遇い、
その人格、生命にふれることこそ
かなめ
求道の肝要であります。それは親
まよい
鸞聖人が、長い混迷のすえに、法
然上人出遇うことによって、はじ
めて本願の仏道に開眼されたこと
にもうかがわれるところでありま
す。まことに人に出遇うことによっ
てこそ、よく仏に出遇うことがで
きるのです。よき師に出遇ったと
いう実感なくして、どうして仏に
出遇うことができるでありましょ
うか。
しちりごうじゅん
かつて七里恒順師が、聞法にお
けるよき人との出遇いを語って、
どれほど列車が近くを走っていよ
うとも、駅に行かねば列車に乗れ
ないように、いかに仏法に身近く
生きていても、師に出遇わなけれ
ば信心をうることはできない、と
教えられましたが、まことにその
とおりだと思われます。
『この道をゆく』

く耳を持たないのですから、だれの言

「よき師に出遇う」

信心をうるについて、ことに大
切なことは、よき師に出遇うこと
であります。信心とは、今までの
ふる
旧き生きざまをすてて、新しい生
きざまを確立してゆくということ
ですが、そのことは、たんに教え
を知識として学ぶことによって生
まれるものではありません。何よ
りも生きた人格にふれ、その生命
かんのう
に 深 く 感 応 す る こ と に よ っ て こ そ、
よく成り立ってくるものでありま
ねはんぎょう
す。親鸞聖人は『涅槃経』が信心
を明かすについて、
「また二種あり。一つには道あ
り と 信 ず 、 二 つ に は 得 者 を 信 ず。
この信心、ただ道ありと信じて
すべて得道の人ありと信ぜず。
これを名づけて信不具足となす。」
と示す文に注目されています。こ
れは、ただ仏道を信じるのみでは
まことの信心は成立しない。仏道
を信じるとともに、その仏道を得
た人を信じること、その仏道を歩
んでいる人に出遇うことが大切で
あると教えたものであります。浄
土に向かって生きた、また生きつ

安楽寺法要案内
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