平成 28 年 5 月 15 日発行

少林寺の未来
住職

清涼 晃輝

現在︑少子高齢化・過疎化などの問題
が日本中で山積です︒その時代の変化は
とても早く︑十年前想像出来なかった事
が可能になっています︒近い将来︑自動
車が自動運転になり︑人工知能の発達に
より︑ロボットが介護をサポートする日
も遠くないでしょう︒
一方で︑変わらない良さ︒懐かしさが
あります︒例えば︑田舎暮らしや古民家
再生が注目されています︒寺社仏閣巡り
もそうです︒
現代は︑多様化で自分好みに合わせて
選択できます︒かつての寺院の檀家制度
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これからも少林寺はその価値を高め︑未

す︒新興宗教などへ改宗する話は身近に

じて菩提寺を離檀し他に移る時代なので

ところで︑あなたにとって︑少林寺は
二十七回忌
必要でしょうか？皆様に必要とされれば︑ 三 十 三 回 忌

あります︒

三十七回忌

昭和四十九年

来へ続くでしょう︒その価値と必要性が
なくなった時に少林寺は崩壊するでしょ

平成二年

四十三回忌

昭和四十五年

う︒

大正六年

今があるのは

百回忌

四十七回忌
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三回忌

一周忌

平成二十八年 年回表

しました！！

昭和四十二年

も都市部では崩壊しています︒必要に応

リニューアル

ご先祖様のお陰

〒709-4606 岡山県津山市中北上 1150

少林寺たより 澤龍が

五十回忌

寺院は住職の所有物ではありません︒
檀信徒︑地域の人々に求められ︑布教・
修行・供養の場を頂いています︒私が必
要とされる限りはここを離れることはあ
りません︒皆様と共に︑私たちの少林寺
を築いていきたいです︒

ブログ

フェイスブック

●電話 0868-57-2303 ●住職電話 080-6351-9686
●メール info@shorinzenji.com
●ホームページ http://www.shorinzenji.com
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たくりゅう
しょうりんじ

●曹洞宗澤龍山少林寺フェイスブック
https://www.facebook.com/shorinzenji
●晃輝和尚のブログ「覚禅堂」
http://ameblo.jp/seiryo-koki/

曹洞宗 澤龍山 少林寺
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ご寄進頂き厚く御礼申し上げます
︵合掌︶

三日月さま
志賀

勝

盆踊りはもともと一晩を通して楽しむ行事で
した。この徹夜歳時の伝統を現在も残している
地域が全国に三ヶ所あり（琉球諸島を除く）、
その一つ、岐阜県郡上市は二か月ものあいだ盆
踊りに明け暮れ、８月半ばの四日間は夜通しの
踊りの輪で有名で、全国に多くのファンがいる
土地です。
ケーブルテレビなどが音頭を取り、徹夜盆踊
りをむかし通り月夜にやろう、月暦正月には町
中新年の飾りつけをしよう、といった目標を掲
げた催しがこの郡上市であり、私も講演で呼ば
れ、いろいろな方々と意見を交換する機会があ
りました。その中で参考になったのは「三日月
さま」の話。
以前から郡上には、三日月の出る夕方に通り
に立って待っているおばあさんたちがいるとい
う話を聞いていました。三日月は最初に目にす
る月といってよく、これがだんだんふくらんで
満月になり、満月を頂点に今度はだんだん欠け
ていって見えなくなるサイクルを繰り返すわけ
ですが、最初の月なものですから、なによりも
尊く、拝む対象となりました。自分たちは三日
月などと呼び捨てにはしない、いつも「三日月
さま」といっている、というのが郡上で聞いた
話で、この土地では三日月への思いがかなり広
範に残っているのだな、という強い印象を受け
たのです。

この二十年ばかり、北から南まで日本では
三日月を待つ人びと（特に女性たち）がたく
さんいたことを月暦利用者から教えられてき
ました。三日月にお豆腐をささげ祈った、とか、
家族で夕方三日月の出を庭で待った、とか、
はじめの月に対して健康や平安を祈ることが
多くの日本人の月々の仕来たりだったことを
知って、知られてこなかったこの風習の意義
に目をみはらされてきたものです。
じつは、この「三日月信仰」ともいえる心
姓は日本ばかりでなく世界中で同じだったの
です。シェイクスピアを読んでいると月のこ
とがよく出てきますが、「三日月に結婚式を」
という表現に出会いますし、月や太陽などの
「偶像崇拝」をきびしく禁じたはずのキリスト
教やイスラム教でも、月とマリアが同一視さ
れたり、三日月を待つ多数のイスラム教徒が
いたりして、民衆の好みをおさえることはで
きませんでした。中国でも「三日月を拝む」
風習があり、アフリカでは初潮を迎えた女性
が三日月の作りものをかかげて踊ってお祝い
をしたものです。
私たちの体や生活のリズムを整えるため
に、過ぎ去ったひと月を振り返り、新しい
月を新鮮な気分で迎えるために、三日月は
とてもいい案内役で、ぜひ親しんでいただ
きたいものです。お子さんがいらっしゃる
方は子どもと一緒の三日月待ちもおすす
め。ただし、三日月は特定の一日だけ見ら
れるもの。近々の三日月出現は西暦では６
月７日、７月６日、８月５日になります。

http://tsukigoyomi.jp
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善きことには
急ぎ赴くべし

約半世紀ぶりに故郷へ

た︒毎日ゴルフへ行こう
と思っていたが︑今は毎
日農業︒﹂
両親の農機具を使い荒
れた大地を耕し︑試行錯
誤しながら農業を初めて
三年︒固定客もおり毎日
︻道の駅久米の里︼へ出荷︒
丁度︑伺った際も県外の
お客様から注文の電話︒
﹁今︑玉葱を一万二千︒南
瓜を六百︒野菜や苗木な
ど毎年増えて旬の時期に
) は忙しい︒でも楽しい︒
一生懸命だから楽しんだ
田舎暮らし︒色々とご

戻った岡本 お
( かもと

五年前に︑お父さんが

苦労されながらも三人の

ろうな︒﹂

亡くなったことが転機で

楽しそうなお顔が印象的

弘 ひ
( ろし さ
) んのお宅
へお伺いしました︒

した︒高齢のお母さんの

でした︒

あおひ

百花 ちゃん

ももか

空翔 くん

そらと

悠樹 くん

はるき

写真右から

春のお彼岸供養に参列

お孫さんたち

奥啓祐さん︵政友︶

﹁子は宝﹂
うちのお宝を紹介

のんのんさま

なむなむ

︵法句経一一六︶
好機を逃すな︒善と悪︒日常
生活に︑善の行為はありふれ
ています︒足腰が痛そうな人
がいれば︑席を譲り︑椅子を
用意する︒大丈夫？と声をか
ける︒
今︑自分が出来ることを直
ぐに行う︒あれこれ考え︑迷
いっている間に︑時間が過ぎ
ていきます︒善いことは︑自
ら率先して行う︒善行を積み

様子を見るため月に何度
も名古屋と岡山の往復を
続けること二年︒一人暮
らしのお母さんが心配で︑
やがて半分ずつの生活と
思い岡山へ戻ってみたが︑

だいち

蒼陽 ちゃん

大地 くん

趣味、特技等の発表にお使い下さい

出ませんか？

曹洞宗 澤龍山 少林寺
●電話 0868-57-2303 ●住職電話 080-6351-9686

重ねることで︑やがて習慣と
なり︑その善の行為が︑他者
に喜びを与え︑その喜びを分
かち合えたら︑私の人生が善
きものになるのではないで
しょうか︒
思い立ったが吉日︒善いこと
は︑すぐにやりましょう︒

結局永住することを決意︒
それから三年︒
﹁色々大変なこともあっ
たけど帰ってきて良かっ
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お気軽にお声かけ下さい

「檀信徒を訪ねて」
「なむなむのんのんさま」

お知らせ
ご意見、ご感想、投稿【 募集中 】

はる子さん（母） 豊子さん ( 妻 )
弘さん

﹁善は急げ﹂と言いますが︑

仏の智慧に学ぶ

檀信徒を訪ねて

9（土）覚禅会

平成 28 年度 行事のご案内
募集

少林寺で修行を体験してみませんか？

禅道場体験

14（土）覚禅会

11（土）覚禅会
12（日）婦人会清掃活動
坪井上地区
12（日）総供養会

9（土）覚禅会
31（日）奉仕清掃活動
18（木）婦人会清掃活動
坪井下地区
18（木）盂蘭盆大施食会
22（月）禅道場体験
10（土）覚禅会
15（木）お月見坐禅会
16（金）奉仕清掃活動
22（木）
少林寺未来プロジェクト
8（土）覚禅会
13（木）お月見坐禅会

12（土）覚禅会
13（日）夜の坐禅会

7（水）夜の坐禅会
10（土）覚禅会
25（日）婦人会清掃活動
中北上地区

元旦〜3 日 修正会
14（土）覚禅会

11（土）覚禅会
15（水）夜の坐禅会

11（土）覚禅会
20（月）婦人会清掃活動
中北下地区
20（月）総供養会

8/22（月） 7:30 受付

7:50 〜 14:00

少林寺で修行を体験してみませんか？ ( 掃除、坐禅、読経、写経、お話等）
子供から大人まで檀家は問いません。お誘い合わせの上ご参加下さい。
・参加資格…やる気ある人
・対象…小学生以上
・予約制…先着 70 名
・申込み方法…少林寺にて
「禅道場体験入門願」
ご記入下さい。
・参加費…無料
・持ち物…水筒、帽子
・締切…8 月 10 日

総供養会

盂蘭盆大施食会

14:00 ご先祖様の供養会
14:30 法話（住職）
※H29 年〜春彼岸中日に変更します

15:00

６/１2（日）

３/20（月）

10:00 ご先祖様の供養会
10:30 法話 常寂光寺ご住職 山縣洋典 師

お月見坐禅会
中秋の名月…9/15（木）
18:00
19:00

お団子作り

坐禅、民話、お月見

後の名月…10/13（木）
18:00 お団子作り
19:00

坐禅、お月見他

募集
気持ちが大事
みんなでお寺へ行こう！！

奉仕清掃活動

7/31（日） 7:30〜
９/16（金） 7:30〜

どなたでも参加自由。一緒に私たちの
少林寺を綺麗にしましょう。
鋤簾・軍手・草取り道具など各自用意
できる掃除道具をご持参下さい。

8/１8（木）
法話

浄土真宗本願寺派
西楽寺ご住職

16:40
18:00

菅原 昭生

盆供養法要

師

終了予定

※お数珠、輪袈裟をお持ち下さい

婦人会清掃活動
6/12（日）坪井上地区
8/18（木）坪井下地区
12/25（日）中北上地区
3/20（月）中北下地区
修正会

元旦〜3 日
① 11 時 ② 14 時 （随時受付）
厄払いなど新年のご祈祷してます

募集

少林寺未来プロジェクト
9/22（木） 9:00〜

どなたでも参加自由。思いを語り
合い、私たちの「少林寺」を一緒
に考え、明るい社会をつくりませ
んか。
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覚禅会
毎月第 2 土曜日 （9:00 坐禅・行茶、10:00 読経・写経）
・参加費無料。坐禅と写経の二部制です。一方の参加も可能です。
6/11（土）9:00
・足の不自由な方は、椅子に座り足を組まなくてもできます。
7/ 9（土）9:00
・写経は、椅子と机がございます。
9/10（土）9:00
・道具もあります。（使い慣れた道具があれば持参下さい）
10/ 8（土）9:00
・檀家、年齢性別は問いません。どなた様もお気軽にお越し下さい。
・団体の場合はご連絡下さい。個別の日程は要相談。
11/12（土）9:00
・個人、団体、企業など出張で坐禅会・写経会を致します。
12/10（土）9:00
・勝手ながら、急な日程変更もありますので事前にご確認頂ければ幸いです。
1/14（土）9:00
2/11（土）9:00
3/11（土）9:00
※８月は禅道場体験です

夜の坐禅会
11/13（日）19:30
12/ 7（水）19:30
2/15（水）19:30

少林寺開山忌
摂心会（釈尊成道会前夜）
涅槃会 ( 釈尊命日 )

●今年で３７才になり︑住職８年目
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に入りました︒長男誕生から８年が

いつでも、どうぞ。

１月に２人目︵女子︶が誕生︒
…

お話し聞かせて頂けませんか。

経ち

私で宜しければ、

です︒

寂しさを感じている方、つらい方、

●番犬として期待していた︻禅 ぜ
(

悩んでいる方、落ち込んでいる方

ん ︼)くん︒期待を裏切りほぼ吠え
ない︒とても人懐こい︒人生は思い

通りにならないと犬に教えられる︒

それとも躾が悪いのか︒マスコット

としては期待大︒

●地域不動のお寺として︑あなたの

故郷のお寺となり︑人生の苦しみ喜

びを共に歩み︑安心できる心の拠り

所を目指しています︒檀信徒や地域

の方︑各々が少林寺に携われるよう

に︑まずは︵右の案内︶ご意見を頂

戴し︑これからの少林寺について考

えていきたいです︒どうか人が集ま

りますように︒

祈祈祈︵合掌︶

【 お話聞きます】

︻真那 ま
( な ︼)と命名︒そんな子供
達のためにも明るい未来を残したい

住職のつぶやき

名前募集中！
少林寺ゆるキャラ澤龍山少林寺の「龍」をイメージ

【棚経（盆経）】 ・午前… 7 時〜 13 時頃 ・午後… 12 時〜 20 時頃
・美作地区外の方は、例年通りお電話にて日程をご連絡いたします。
・美作地区の方は、勝手ながら以下の予定表通りお勤めさせて頂きますので宜しくお願いいたします。
・葬儀等で急な日程変更もございますことご了承下さい。
・ご都合の悪い方は、ご連絡頂ければ、日程変更が可能ですのでご遠慮なくお申し出下さい。
・お留守の場合は、外から読経させて頂きます。
よろしくお願いいたします。

平成２8年

棚経（盆経）予定表

日にち
曜日 時間
地域（仏壇の安置場所で表記）
5月下～6月上旬
関東、中部地域
6月頃
関西地域
中国（岡山県外）四国地域
7月頃
岡山県南地域、新見市、勝央町、美作市
午前 加茂町、上横野、苫田郡鏡野町、宮部下
7月19日
火
午後 宮尾、久米川南、神代、福田下、桑上、桑下、戸脇、美咲町
午前 山方、一宮、大田、沼
7月20日
水
午後 上河原、北園町、山下、椿高下、総社、小原
午前 林田、野介代、川崎、中原、高野本郷、横山、昭和町
7月21日
木
午後 大谷、南新座、福渡町、坪井町、鉄砲町、小田中、二宮、院庄
7月29日
金 午前 真庭市
午前 畝西、政友
8月1日
月
午後 追分、原（上）
午前 原（下）、安清（上）
8月2日
火
午後 安清（下）、福本
午前 明谷、岩谷
8月3日
水
午後 磯尾、寺城、大宮
午前 坪井（１）（２）
8月4日
木
午後 坪井（２）（３）（４）
午前 岡、寺岡、千代
8月5日
金
午後 三成（１）（２）
午前 多田、領家
8月6日
土
午後 木原、向山根
午前 山根（東）（中）
8月7日
日
午後 山根（西）
8月8日
月
奈義町
8月9～12日
<予備日>
8月13～15日
<初盆> ※ご予約がまだの方は、お早めにご連絡下さい
秋彼岸頃
九州地域

あなたもお坊さんになりませんか？
少林寺たより澤龍

お問合せ

ご興味のある方、少林寺住職までお問い合わせ下さい。

●電話 0868-57-2303 ●住職電話 080-6351-9686

●メール info@shorinzenji.com
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