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「 一切 衆 生 の尊 敬 す べき 者 の 三 つあ り 、
所 謂 、主 、師 、親 こ れ な り」

達をお救 いになられます ので、 お釈迦さまに先ず 日 々の安穏

な生活に感謝 しなく てはな りません。佛教 は当然決まりがあ

ります。どんな に世間 で良 い行 いとされること であ っても佛

教 の決まりに沿 ったも のでなければなりません。 日蓮聖人も

お釈迦さま の決まり沿 って信仰 しなければならな いことを訴

えられ ていたわけ で、他宗批判を し自身が のし上がろうと し

たわけ ではありません。 いまだ に他宗批判を し排他的 人物 で

（
開 目抄 ） 世間に認識され いることは非常 に残念 です。

「
先祖さ んをお参 りしておけば大丈夫」と いうような こと

今年も早お盆 の時期 にな ります。 お墓や お仏壇 で手を合 せ を時 々耳 にします。 このような考えが し っかと根付 いてくれ

てご先祖様 に日 々の感謝を していただけることと思 います。 ているお陰 でお盆 の行事も続 いている のでしょう。ご先祖様

だける のだとも思 います。ご先祖様 に感謝 し供養をす ること

毎年 のこと ではありますが、 お盆 にはご先祖様 のご供養を懇 を大切にす る姿をご覧 にな って、諸佛諸尊が私達を御守 いた
ろに営んでいただきます様お願 いします。

私たち に大切な佛教をお示し下さ った 「
お釈迦さま」 に意 は大切な こと でありますが、まず先 にお釈迦さまに感謝 し、

識して、感謝 しお手を合わせていただけています でしょうか。 ご先祖様 に感謝す ると いう順序を し っかりと踏 まえ てご信仰

実際 の生活 で自 己都合もありますが、佛さま、ご先祖様 に

亡くなられた方を 「
佛さ ん」と呼ぶ ことも多 く、ご先祖様 をしていただきた いと思 います。
とお釈迦さまを意識 して区別していただく ことが少な いよう

しょうか。 「
南無妙法蓮華経」とお題目をお唱え いただき、 日

に思 います し、ご先祖様と佛さま 「
お釈迦さま」が 一緒 にな こちらが合わせることが大事 であ ると思 いますが、 いかが で
ってしま っているようにも感じます。

「
お釈迦さま」 に先ず 手を合わせて感謝を表 し、ご先祖様 々信仰を実践 していただく中 で感 じていただければありがた
のご供養をす ることが大切 です。 お釈迦さまがご先祖様や私 く思 います。

お知ら せ
月

七面宮完成式

日に七面宮完成式を細見工務所様、長治林業様、総

代堂講様 にご出席 いただき行 いました。 １年半程掛 か ってし
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今後 は更 に京都法華信仰 の歴史あ る場所として、皆様 に気

月 日のおん祭 には是非お参り下さ い。

だきま した。 ５年程前 より本堂北側 の山を防災と景観整備を兼

ね て椎 の木 の剪定等進 めさ せて いただ いています。 山 の管 理に

ついて の考え方 は様 々で難 し いと ころがありますが、長治林業

様も長年 の経験があります ので相談 しながら進 めています。椎

の木を切 った後、土留め の役割と景観が良くな ることや周 辺に

も元 々多 いことなどを考え山 ツツジを植え ること しま した。今

年 は 本程 いただきま したが、来年 は更 に いただけることにな

月号

7

っております。毎年 の整備とご寄付に感謝申 し上げます。

平成 年

29

協力を いただき、京都法華信仰始まり の地を し っかりと残 して

裏山に山ツツジ のご寄付を いただきました。
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本堂北側、裏 山に長治林業様 より山 ツツジ の苗をご寄付 いた

ませんし、安心出来 る状態 ではありません。是非とも皆様 にご す。

き で立派に完成 しま したが、折角 の本殿が歴史あ る風格が見え によ って、涌泉寺 の更な る発展に繋がることと信 じておりま

宮 でござ いますが、周りを覆う覆 い屋 はトタ ンです。 こけら葺 き整備さ せ いただきます。 この始まり の地を大切にす ること

工事を計画さ せていただ いております。 ３月末 に完成 した七面 持ち よくお参 り いただけますよう に、周 辺に植栽等進 めて い

堂講さ んとも相談 し百周年記念事業と して七面宮覆 い屋 の改築

平成 三十年 は、涌泉寺とな りま して百周年 になります。総代 ま いましたが無事完成 できた こと感謝 しております。

涌泉寺百周年記念事業
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参 りた いと思 っております。 お盆 の棚 の経折 にはご賛助 のお願
いに上がります ので、何卒よろしくお願 い致 します。

3 月に完成した七面宮

