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新型コロナウィルスの影響が出ています（2020 年 4 月現在）
本光寺でも宗教施設におけるクラスター防止策として、駐車場を含む
すべてのエリアにおいて、全員マスク着用をお願いします。
また 2月 15 日より、朝参り会にてコロナウイルス消滅退散、新型肺炎
病気平癒のため疱瘡神にご祈祷しております。
皆様におかれましても、お身体にご自愛頂き、一日も早い終息を心より
お祈り申し上げます。

突然ですが、世界三大宗教をご存知ですか。

キリスト教、イスラム教、そして仏教です。仏教は、お釈迦様（釈迦如来）が説いた教えを、初めはお釈迦様の

口述で伝えられ、仏滅（お釈迦様の入滅）以降は、弟子たちによって口述されました。

その後、４００年近くたった後、この口述を文章としてまとめられたのが経典（お経）です。

お経は、実際に口伝されているので、訓読みにすると昔の口語体になっていきます。

例えば、法華経の方便品第二の中の「諸仏智慧。甚深無量。其智慧門。難解難入。一切声聞。辟支仏。」

の一節を訓読みすると「諸仏の智慧は甚深無量なり。其の智慧の門は難解難入なり。一切の声聞・辟支仏の知る

こと能わざる所なり。」となります。

訓読みでも難しいですが、昔の言葉として成り立っています。お釈迦様が唱えたことの根本は「平等」という事

です。

インド生まれのお釈迦様の教えが何故インドで広まらず、教えがシルクロードを通り、中国・朝鮮半島・日本に

伝わってきたのでしょうか。

インドはヒンズー教の国です。人口でいうとイスラム教の次に信徒が多い宗教です（ヒンズー教はインドの国の宗教

なので、世界三大宗教に数えられません）ヒンズー教の教えにカースト制度があります。
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カースト制度は決して平等の制度ではありませんので、お釈迦様

の教えが伝わらなかったのです。

その後日本に根付いているという事は日本の国は「平等」である

という事の証明です。

本光寺は、６５９年続く日蓮宗のお寺であるという事は皆さん

ご承知のことと思います。

本光寺は今まで誰に対しても平等に接してきました。

これからも、檀家会員だけでなく、昨今増えている永代会員、

インターネットを通じたweb会員、御朱印やお守りをお求めに

なる一般参詣者、誰に対しても平等に、そして丁寧にご対応さ

せていただきます。

５月８日は本光寺の花祭りです。「月遅れ 釈尊降誕会」として

大祭を執り行います。平等を教えてくださったお釈迦様に感謝

の気持ちを捧げましょう。
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記：今年も元旦から朝参りをさせて頂きました。その際、少し

時間を頂いて本光寺さんの事、ご住職の考えなどをいつもながら

お聞きしています。また、今回から「はひふへ本光寺」も紙面を

変更しています。その経緯などもお聞きしようと思います。

記：まず今回からお題目「南無妙法蓮華経」の写経が無くなりま

した。これはご住職の嘆きの部分もあるとお聞きしていますが、

一言お願いします。

住：「はひふへ本光寺 第11号（平成30年7月発行）」のリニュー

アルから一貫して写経を掲載させて頂きました。写経をなされた

物を、本光寺にお納めいただきたいと思っていましたが、残念

ながら三件しか、お納めいただいた方はいらっしゃいませんでした。

写経自体にあまりご興味がないのか、それとも私が常日頃から目標

としています「お寺の垣根を無くしたい」と言う考えが及ばず、

まだまだ本光寺と皆様の間に垣根があるのかな？と思い始めました。

色々考えましたが、今回から写経をお休みするかわりに、もっと

本光寺の紹介をさせて頂くことにしました。まだまだ、志半ばな

ので私自身も精進してまいります。

記：私は、本光寺さんに出入りをさせて頂いてから10年以上にな

ります。ご住職と色々話をさせて頂くなかで、ますます本光寺さん

が好きになってきています。でもまだ、垣根があるみたいですね。

ご住職はこれからどのように本光寺さんを皆様に紹介していくの

でしょうか？

住：紹介と言うより、日々、私の考えを邁進していくつもりです。

ただ、今まで不足していたかな？と感じることもあります。

本光寺にお越しになる方が「来てよかった」「また来たい」と感動

していただけるように、一寸した心くばりを丁寧に行っていこう

と思います。例えば、ペット供養や水子供養に来ていただいた方

に、命日に合わせた年回忌早見表がセットになったお経本をお渡し

したり、命日にお参りできない場合は、本光寺の方角に向かって手

を合わせ、ペットや水子の安寧を祈るなど、さらに寄り添った

アドバイスを継続していこうと思います。

記：毎回、本光寺さんに来られなくても手を合わせて、ペットや

水子、ましてや先人等を偲ぶという事は非常に大切ですね。話は

変わりますが、本光寺さんは、寺子屋教室を開催していますね。

先日「着付け教室」のミニライブ発表会に偶然参加させて頂きま

したが、盛況でしたね（詳細は別記）。本光寺さんの取り組みと

して今後も紹介させて頂きます。

住：現在、本光寺では寺子屋教室として、仏画・写経・仏像彫刻

・茶道・着付け・ヨガのカルチャー教室を開催しています（詳し

くはホームページでご確認ください）。各教室とも生徒さんは

本光寺での教室を楽しみにしています。色々なエピソード等もあ

り、順次ご紹介できたらと思います。今回は「着付け教室」の

発表会を取り上げました。次回以降もお楽しみにしてください。

記：ありがとうございます。今後も「はひふへ本光寺」に注目で

すね。

住：私も日々精進し頑張ってまいります。よろしくお願いいたし

ます。

合掌
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本光寺「寺子屋教室　着付け教室」発表会　～記者感想談～
本光寺では寺子屋教室を行っております。日本の文化だけでは

なく今ではヨガ教室も開催しています。

さて２月２３日（日）に着付け教室のミニミニきものショーを

本光寺本堂にて開催されました。

本光寺での開催は2回目ですが、当日、朝早くから関係者の方

々やギャラリーの方々が訪れ満席の中、執り行われました。

１１：００の開場後、本光寺の尾藤宏明住職の挨拶から始まり、

かわいいお子様たちの着物姿（おかあさんと一緒に）から、着付

け教室の生徒さんたちの日頃の成果を発表されました。

お悔やみの言葉を述べるときは、悲しみにくれる遺族の気持ちに寄り添うようにしましょう。その場に適した正し
い言葉を選択し、故人や遺族に対して不快感を与えないよう振る舞うことが大切と言えます。

中には、亡きお母様が着ていた着物（1回しか着られませんでしたが）を、お母様と同じ娘さんを持つ立場になってその着物を

着てみたいと教室を探していた所、たまたま本光寺さんで着付け教室を開催していたので生徒になられたなど涙なしでは語れ

ないエピソードも多々ありました。

本光寺の取材をさせていただいてから早１０年超、着付け教室も８年目に突入です。着付け教室の山本ひとみ先生も穏やかに

皆さんの発表を見ていました。

今後も本光寺の寺子屋教室の取材をさせて頂きますので、よろしくお願い致します。（本光寺ファンより）

正しく使う「ご愁傷さまです」「お悔やみ申し上げます」

「ご愁傷さまです」の意味と使い方 「お悔やみ申し上げます」の意味と使い方

　「愁傷」の「愁」とは憂いの気持ちを、「傷」とは痛みの

ことを言います。それを合わせた「愁傷」は、心の傷を憂え

るということであり、相手を気の毒に思うことを意味してい

ます。「ご愁傷さまです」は、遺族に対して同情や慰めの気

持ちを含んでおり、通夜や葬儀の場で述べるお悔やみの言葉

として頻繁に使われています。

　弔問に訪れた際に、遺族に対して「この度はご愁傷さまで

す」と伝えます。ご愁傷さまという言葉には「御」と「様」

の最上の敬意を示す表現です。「この度はご愁傷さまでござ

います」はより丁寧な表現です。

　敬語表現のため、ビジネスシーンなど目上の人に対して使

われることもあります。通夜や葬儀の場でなくても、相手の

身内に不幸があったことを耳にすれば、「ご愁傷さまです」

　「お悔やみ」とは、人の死を弔うことです。「お悔やみ申

し上げます」は、「故人の死を悲しみ、弔いの言葉を申し上

げます」という意味になります。こちらは、遺族と話すとき

でも弔電の文中でもどちらにおいても使用可能な言葉です。

　遺族と話すときに使う場合は、「この度は心よりお悔やみ

申し上げます」と言うのが一般的です。その際、「ご愁傷さ

まです」と併用して「この度はご愁傷さまです。心よりお悔

やみ申し上げます」と伝えてもよいでしょう。

弔電の文中では、「ご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し

上げます」、「突然の悲報に接し、心からお悔やみ申し上げ

ます」などの言い回しがよく使われます。

と伝えて問題ありません。

　なお、「ご愁傷さまです」は

口頭でのみ使用可能な言葉です。

文面で使うのは不適切となるの

で注意してください。
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ぼらん寺　ボランティア・清掃奉仕活動

もっと知ろう「本光寺」

（  令和 2 年 3 月 1 4 日現在）

本光寺から皆様へお願い
①駐車場
「迷惑駐車」の解消と、お子様連れの参拝者などの安全を守るため、駐車スペー

スを減らしました。土日祝日、午前11 時～午後 3時は満車となります。

時間帯をずらすか、公共交通機関での来山をお願いします。

②樹木葬リニューアル
大好評につき樹木葬墓地の新区画が完成しました。

リニューアルの工事期間中、参詣者の皆様にはご不便ご迷惑をおかけいたしまし

たこと、改めてお詫び申し上げます。

（  令和 2 年  3 月 1 4 日現在）
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（株）石のあすか（社長ほか2名）

澤村様（船橋市）
澤村様（船橋市）

澤村様（船橋市）

澤村様（船橋市）

澤村様（船橋市）

澤村様（船橋市）

執行様（あきる野市）

実谷様（市川市）

（株）石のあすか（社長ほか2名）

（有）トゥ ハート・ペットセレモニー（副社長）  

ベルウッド（株）（社長）

大和田様（香取市）

実谷様（市川市）

久保田様（葛飾区・中学生）

今回から、本光寺をもっと散策してみようと思います。第一回目は・・・・・・「修行の山」です。

「修行の山」と入口（？）にありますが、中に入った事がありますか？
まず、中に入るとびっくりしますよ。道路に隣接していますので、道路の声が丸聞こえです。
また、すりガラスの隙間からは、小学生がたまに悪戯で手を中に入れることもあります。
見えそうで見えない正体は・・・・・「水洗トイレです」

何故「修行の山」なのでしょうか。
表から見えそうで見えないトイレ、外から手が入るかもしれない驚き、冷静に用を足すことができるかなとい
う心身の修行の場（笑）

山とは、かの武田信玄公(戦国大名)が自分の館のトイレを水洗に
していました。
信玄公が用を足し紐を引くと鈴が鳴り、上部から水を流していた
そうです。広さも大きく、ここで戦略を考えたり、瞑想にふけって
いたりしました。
山について家臣が尋ねると、信玄公は、「山には常に、草木（臭き）
が絶えぬから」と言われたそうです。本光寺の「修行の山」の由来
です。

合掌

場所 本光寺の駐車場の入口近く（探してください）


