
第11号
平成 30 年7月発行

西暦 20 1 8
仏暦 25 6 1
祖暦 79 6
皇暦 26 7 8

本光寺の歴史について

本光寺の仏神

いままで、はひふへ本光寺を発行してまいりましたが、今回、もっともっと本光寺や
本光寺の関連の方々を知っていただくために、A3サイズにして再リニューアルいたしました。
檀家さんだけでなく、本光寺にご興味を持たれている方々にも、
本光寺を知っていただけるように、少しずつ詳しく解説をしたいと思っております。
私（35世住職　尾藤宏明）も、毎回皆様に耳よりというより、ご質問等に答えながら
本光寺を少しでも多くの方に知っていただけるよう、頑張りますので、
リニューアル版にご期待ください。

皆さんが、すでに訪れて頂いている本光寺は、正式には、山号が「光胤山」、寺号が「本光寺」、「光胤山本光寺」という名前です。また、
市川市内には日蓮宗の本光寺がもう 1ヵ所あるので、「大野本光寺」「市川大野本光寺」と地名入りの名前もあります。

日蓮宗のお寺で、その歴史は古く、1361 年に建立されました。ということは、すでに 657 年の歴史とともに続いていてる由緒
あるお寺です。
その歴史の中で 23 世 日理上人の時代、堂宇を再建しています。また、本光寺の土のパワースポットである「慈愛之塔」は、
日理上人が、幕末の大きな2つの地震で荒廃していた人々の心を癒すために、建立した塔が、21世紀の現在まで受け継がれています。
又、34世 日住上人が本堂や客殿を再建し現在に至っています。
そして現在、35世の住職である私が、本光寺の伝統を守り未来に語り継ぐべく本光寺の在り方や新しい取り組みを行っています。
（詳しくは今回インタビューを受けておりますので、そこで楽しい話も出ていると思いますので、ご覧ください。）

源頼政は平安時代末期の武将、歌人で、特に弓術に優
れました。
近衛天皇の御世、帝が毎晩何かに怯えるようになりま
した。頼政が御所の庭を警護していたところ、頭が猿、
胴が狸、手足が虎、尾が蛇という「鵺 ( ぬえ )」と呼ば
れる怪物が現れました。頼政は弓で鵺を射て、太刀で
仕留めました。
鵺退治したことから悪縁を切る、腐れ縁を断つという
ご利益があるとされ、源三位頼政和光尊儀として祀ら
れました。
19 世の日荘上人が 1776 年（安永 5 年）11 月造立との
記録が残っています。

本光寺の仁王像「那羅延金剛・
密迹金剛」は、本堂に安置され
る手のひらサイズの金剛力士像
です。
二つの仏神を比べてごらんくだ
さい。那羅延金剛は怒りの表情
をしており、密迹金剛は怒りを
内面に秘めた表情をしています。
本堂のどこに安置されているか
皆さんも探してみませんか？

６５7年続くパワーを是非お試し下さい６５7年続くパワーを是非お試し下さい

源 頼政
って？
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A：まず、住職のご経歴はホームページ等で拝見できますが、
具体的にお聞きいたします。
11 歳の時に出家されました。11 歳と言えばまだ小学生。仏の
道に入るきっかけは何だったのでしょう？
住職 ( 以下住 )
ある時、34世　日住上人（私の母方の祖父）に、私と両親が呼
ばれました。そして、両親を指さして「今まではこの 2 人がお
まえの親だったけれど、今日から俺がおまえの親になる。一生
懸命に修行しなさい。」といきなり言われました。突然の出来
事で、小学 5 年生の私の頭の中では理解できず、改めて両親に
聞いたら、「出家してお寺を継ぎなさい。」ということでした。
この衝撃的な日が仏の道に入るきっかけとなりました。その後、
「おじいちゃん」と呼んでいた祖父には、「あの～」「すいませ
ん～」としか呼べなくなり、とても複雑な気持ちだったのを鮮
明に憶えています。

A： 34 世は、住職のおじい様にあたりますが、どのような方だっ
たのですか。仏の道の師匠とプライベートな 34 世の違いなど
を教えて頂ければと思いますが
住：仏の道の師匠は、口数が少なく、指導は 1 回のみで、学び
たいなら見て盗めと常に言われ、近寄りがたいオーラを放って
いました。プライベートでは、大正生まれで、短気で、頑固で、
しかし、私をいつも優しく温かく見守ってくれていました。

A: 小学生 (11 歳と 12 歳 ) で 7 日間の修行に入ります。どのよ
うな修行をなされたのでしょうか
住：夏休みを利用して、日蓮宗大本山の池上本門寺で修行しま
した。朝の勤行、お掃除、お経の練習、教えの勉強、夜は唱題行
という瞑想。食事も最後はたくわんとお茶で綺麗に洗って終わ
るという、作法の面まで修行しました。非常に辛かったですが、
帰りの電車のなかで、「また行きたいな」と自然と気持ちが沸
き起こりました。

A: 小学生の住職の姿が想像できないのですが、そのころ好き
だった芸能人とか、好きだったスポーツなどはありますか
住：芸能人は、土曜日に学校から帰ってくると、「お笑いスター誕生」
というテレビをやっており、コロッケさんが面白くて大好きで
した。スポーツは好きというより嫌いだったほうです。

A: その後、高校を卒業後、身延山にて 35日間の修行をされます。
そして、いよいよ 20 歳で本光寺の住職になられます。かなり

若い住職の誕生ですが、檀家さんや周りの方からの意見とかや
りにくかった件、逆に励まされた件などのエピソードがあれば
教えて下さい
住：「10 年間は黙って頭を下げていればいい。」と、先輩のお上人
2 人から言われました。ただただ 34 世が築き上げてきたものを
一生懸命に守っていくという意識しかなかったです。その当時
は檀家さんの数が 100軒ほどしかなく、お寺の運営を優先して、
1 年間給料なしで生活しました。そして、荒行堂で有名な遠寿
院 (おんじゅいん )で勤めることになり、その遠寿院で知り合っ
たお上人にいろいろとご指導いただき励まされました。

A: その後　100 日修行を 3 回なされます。この時の心境などは
ホームページに書かれていますが、それ以外に、何か心境の変
化や気持ちの変化などありますか。我々には到底想像がつかな
い世界なので・・・
住：修行をして霊的な力をつけるとか、そういうことは目的に
していませんでした。大切なことは、「自分を知る」というこ
とです。そして、悪いものも含めて本当の自分を知ったら、そ
れを素直に認め、欠点や短所、悪いものをコントロールできる
ように、日々努力しました。そして、辛いことを経験できたか
らこそ、それが他人を思いやる気持ちに変化することも感じま
した。「苦労は若いうちに買ってでもしろ」という言葉が理解
できた瞬間でした。苦労が慈悲になると理解できました。

A: ご結婚なされて子宝にも恵まれていらっしゃいますが、ご結
婚、お子様も誕生で何か変わったことがありますか
住：子どもを連れて家族で出かける機会も増えてくると、遊び
場や施設の環境によって、自分たちの満足度が違うことに気付
きました。本光寺でも子ども連れの家族が快適にお参りできる
ようにしようと思うようになりました。市川市の子育て応援
企業第 1 号にも認定されました。子どもが喜べば、ママが嬉し
くなる。ママが喜べば、パパが嬉しくなる。そして、家族みん
ながハッピーになれるというようなストーリーを本光寺で具現
化していこうと計画するようになりました。

A:   そしてまたまたびっくりな体験です。若い(失礼ですが)時は、
耐えられるであろう 100 日修行を 41 歳になり再度 4回目の 100
日修行を行われました。この時の心境や体力的な不安などなかっ

突撃！
住職に
　　　突然インタビュー



たのでしょうか？
住：この時の心境は複雑です。まだまだ幼い子ども 3 人を残
して修行に行けば、奥さんが大変だろうと予想できましたし、
また、子どもたちも不憫な思いをさせるだろうと心配でした。
しかし、3 回目の 100 日修行後に、無事に結婚させていただき、
子宝にも恵まれて、その御礼参りに行くことが私にとって重要
でした。このケジメをつけなければ、本光寺の将来、私の将来
はないと思ったからです。100 日の修行が始まってから、2 週
間は奥さんや子どもたちのことを思い出して毎晩泣いておりま
した。思い出すだけで胸が痛くなります。

A: お聞きしたいことはまだまだたくさんあるのですが、これか
らの本光寺に関してどのように考えていらっしゃるのか教えて
ください。私が最初に言われた印象的な言葉は２つ。「笑って
帰れる　お寺にしたい」「お寺と皆さんの垣根を低くしたい（取
り外したい）」　でした。これもかなり強烈なアピールですが・・・

住：今までいろいろなことに取り組んできました。それとともに、
参詣者も増えてきました。法務も充実してきました。しかし、正
直なところ、私や奥さんも公私ともに一杯一杯で、いろいろと取
り組んできたことを一度、整理する必要があると考えています。
そして、神社では氏神氏子制度、お寺では檀家制度、これらの
制度がもろくも崩れ始めているなか、神社では崇敬会、お寺で
は護持会というファンクラブが新たな脚光を浴びております。
本光寺護持会というファンクラブをもっとアピールすること
で、本光寺のファンを内外ともに獲得していきたいと考えてい
ます。新たなファンを増やすことによって、今まで檀家さんに
ご協力いただいてきた部分を新規ファンにも共有していただ
き、檀家さんの負担を少しでも減らし、本光寺の公共性を強く
していきたいと考えています。そして、ネット社会ですので、
ホームページやアプリを活用することによって、供養や祈祷の
お申し込みや、法事のお申し込みにおいて、本光寺ファンの
利便性も高めていきたいと思っています。

指定業者様のご紹介

石のあすか様：今回は基本中の基本を教えてください

Q：初めてお墓を作るのですが簡単な流れを教えてください。
A：先ずお墓を作るにあたりましては、概ねの期間と致しまして 1ヶ月～ 1ヶ月半ほどをみてただきます。
お墓の形には大きく分けて、伝統的な和型と洋型との２種類があります。その形が決まりましたら、次に墓石に彫る文字を決めます。
文字書体は主に、楷書体・行書体・隷書体など。
それらのお打ち合わせがまとまりましたら墓石の発注がなされ、墓地の基礎工事や建墓 ( お墓を建てる ) 工事を経て、お客様へのお引き渡し
となります。
前段の「墓石の発注」から「お引き渡し」までの期間が冒頭の所要日数となります。

ファミリーライフ様：葬儀と仏具についての基本的な質問

【葬　儀】
Q：本光寺さんで葬儀を考えていますが、万が一のことがあった場合、どのように連絡やその後の手続きをすればよいのでしょうか 
A ：本光寺に電話ください。24 時間 365 日専門スタッフが応対します。 なお、事前相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
Q：お寺で葬儀をした場合、どのくらいの費用が掛かりますか。通夜振る舞い等はどうなるのでしょうか 
A ：ご家族様のご希望に沿ったプランを提案させて頂きます。もちろん、通夜振る舞い等も承ります。
【仏　具】
Q：家に仏壇を置きたいのですが、方位等を気にしなくてはいけないのでしょうか 
A ： 仏壇の向きは、昔から、南向き・東向きがいいとされています。置く部屋は、お給仕しやすい、お参りしやすい場所にされるといいでしょう。
Q：狭い家なので、あまり大きな仏壇を飾れません。最低限仕様の仏壇はあるのでしょうか 
A ：最近では住宅事情もあり、上置き（棚などの上に置くタイプ）の物もあり主流になりつつあります。

永代供養墓普及会様：永代供養の基本

Q：そもそも永代供養とは、どのようなことなのでしょうか 
A ： 永代供養とは「ご家族の代わりにお寺が永代に亘りずっと供養をしていく」ということになります。一般的なお墓はご家族で受け継ぎ守っ
ていくものですが、永代供養墓はお寺が管理・供養をいたしますのでお墓を守る方がいないご家庭でもご安心です。
Q：誰でも永代供養ができるのですか 
A ：国籍なども問いませんので、どなた様でもご利用いただけます。

トゥ ハート・ペットセレモニー様：大切なペットが亡くなったときは？

Q ： 自宅で小動物 ( ウサギ・小犬・猫等 ) がなくなりました。火葬をしてあげて供養したいと思いますが、自宅から火葬場に運んでくれるの
でしょうか ？それとも自分で火葬しなくてはならないのでしょうか
A ：弊社では、自動車に火葬炉を積んだ特殊車両 ( 移動火葬車 ) を使って、本光寺におけるペット葬儀・火葬やご自宅での訪問火葬を提供し
ております。基本的には煙を上げることなく火葬できる炉を使用しておりますので、ご自宅に駐車場等があればその場での火葬も可能ですし、
集合住宅や住宅密集地にお住まいであっても、ご自宅までお迎えに伺い、どなたにもご迷惑の掛からない場所で火葬を行ったのち、ご自宅
でご収骨いただくことも出来ます。

今号から始まる新企画、本光寺に関係の深い指定業者様（石のあすか様、ファミリーライフ様、
永代供養墓普及会様、トゥ ハート・ペットセレモニー様）への質問コーナーになります。
ご質問等ある方は直接本光寺までご連絡お願いします。随時、掲載させていただきます。



切り取って本光寺までお持ちください ✂

本光寺からの報告事項
●この度の西日本豪雨により被災された皆様ならびにそのご家族の皆様に

 心よりお見舞い申し上げます。

 被災地の皆様のご健康と一日も早い復興をお祈り申し上げます。

●今夏は過去に例のない災害認定されるほどの猛暑が続いており、熱中症等に

 よる緊急搬送件数やお亡くなりになった方々が増加しております。

 皆様も気温や湿度の高い日には、無理をせず、適度にエアコン等を使用し

 熱中症予防を心がけてください。

●お盆期間中、住職が不在時でも寺務所で対応できるようにしておりますの

 でお気軽にお立ち寄りください。

 また、ご供養ご祈祷は予約制となっておりますので、事前にご連絡ください。


