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御門主様のお言葉
• 被災者の皆様へ
• このたびの東日本大震災によって被災された皆様に対しまし
て、心よりお見舞い申し上げます。また、この災害によってい
のちを失われた方々とご遺族に哀悼の意を表します。大震災
という思いがけない事態に直面し、深い悲しみの中にあります。

• 宗門では、すべての被災された方々の悲しみに寄り添い思い• 宗門では、すべての被災された方々の悲しみに寄り添い思い
を分かち合いたいとの願いを持って、

• 4月9日より親鸞聖人７５０回大遠忌法要をお勤め致します。

• 阿弥陀如来のお慈悲のなかに、ともに支え合う宗門であること
を心にとめていただき、心身ともにお大切にお過ごしになられ
ますよう念じます。

• ２０１１（平成２３）年４月 門主 大谷光真
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親鸞聖人７５０回大遠忌団体参拝

１．お東の法泉寺様、徳善寺様のお同行の皆様

は、被災者支援の思いを込めて春早くご参拝

になりました。になりました。

２．私共は、平成２３年１０月１１日（火曜日）お日

中のご法座に徳勝寺様のお同行の皆様とご

一緒にお参りしました。
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親鸞聖人７５０回大遠忌記念事業の数々

• 平成２３年度は、親鸞聖人７５０回大遠忌に

併せて少なからぬ事業が営まれました。

• 私共関係者で関わった事業を振り返ってご紹

介しましょう。

4



第14回世界仏教婦人大会(2011/5/16-17)
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第14回世界仏教婦人大会
http://ameblo.jp/noryco/day-20110517.html (2011/5/16-17)

・（体験発表）

大平光代さんの対談

宗教教育の大切さを

訴えられました。

・新発意も南米開教区の皆様を引率して参加。
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2011年度宗門裏方行事
・正覚寺では、青少年国際研修団ホームステイを受け入れました

【期 間】２０１１年８月２日(火）～５日（金）

【テーマ】勿体ない（Couldn’t be betterが発想としてやや近いか）
【実 践】・朝夕の御本堂・お内佛様お参り

・仏具屋さんの見学

・水郷巡り、博物館巡り・水郷巡り、博物館巡り

・平安高校＆龍谷大学見学

小堀仏具店、平安高校の皆様有難うございました！
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2011年度 本願寺教学シンポジウム

世界に響くお念仏世界に響くお念仏

http://crs.hongwanji.or.jp/kyogaku/pdf/111222.pdf
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キリスト教から離反する人々の根拠

１．全知全能の神（人間は神に造られた者である）や

天国、地獄の存在には、首肯できない。

２．だから、無神論者である。２．だから、無神論者である。

３．キリスト教の善悪の倫理に疲弊してしまった。

∵キリスト教では善人でなければ救われない。

→善を追求することは、疲れることだ。
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浄土真宗の救いがどう受け止められているか

• 浄土真宗では、そのままの私でお救いに与れるのが
素晴らしい。

• 肩肘張る必要がない、おおらかさが魅力。

• そのままの私（with me as it is)でよい。• そのままの私（with me as it is)でよい。
• 南無阿弥陀仏はそのまま来いよのお喚び声である。

• おいで、そのままのあなたで
• そのままの私を引っ提げて、弥陀の懐に飛び込んで来
いよのお喚び声である。
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悪人正機が救いの鍵

• （Ref『歎異抄』第3条）

• 善人なほもって往生をとぐ、いはんや悪人をや
↓

◆正覚寺の平成２４年度“同行方針”に反映◆正覚寺の平成２４年度“同行方針”に反映

ヨーロッパのお同行に習い“善人なおもって往生をとぐ、

いはんや悪人をや（歎異抄第３条）”の御文によって、

この私がお救いに与ることのできる秘密の鍵をお聞か

せに与って参ります。
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二種深信（機の深信）こそ浄土真宗の特徴

• 阿弥陀如来は、十方世界の衆生を救おうとお誓い下さいました（第
十八願文主文）。

• そのお救いに与る秘密の鍵をお聞かせに与ってみると
• 善を積むどころか悪しか造りえない者であることが窺われます。
• 唯除五逆誹謗正法（第十八願文但書）がそれです。
• そのような私であることを思い知らされて初めて• そのような私であることを思い知らされて初めて
• 如来様のご本願の思し召しが私に振り向けられていたことに気づか
せて戴くのです。

• 「唯」のお心により、救われない私が摂取不捨の利益に与ります。
• 何と有り難いことでしょう。
• これがこれから世界に浄土真宗のみ教えが伝道される鍵となる教
え（二種深信の機の深信）であります。
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唯除の御文のお心

• 「十方世界の一切の衆生をお救い下さる弘願のお救いに、こ
の私が具体的に与っていく秘密の鍵は、「唯除の御文」に秘
められていると頂戴できます。

↓病人に薬を与え手当てをし尊き人に

育て上げるお育てのロジックでご法話
• 落語説教

桜嵐坊『浜野矩随』その１
http://www.youtube.com/watch?v=4X8b4uPjFlg&feature=mfu_in_order&list=UL

桜嵐坊『浜野矩随』その２
http://www.youtube.com/watch?v=myOfeILqYlQ&feature=BFa&list=UL4X8b4uPjFlg&lf=mfu_in_order
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信心とは何か

• 如来様の帰せよの命（帰命）にお任せする心を申します。

• Ref)帰命無量寿如来

• Ｅｎｔｒｕｓｔｉｎｇ Ｍｉｎｄ（委ねる心）。

• これが信心なのです。

• 私が信じる自力の信心（Ｆａｉｔｈ）ではなかったのです。
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浄土真宗の救いのよろこび

阿弥陀如来の本願は かならず救うまかせよと

南無阿弥陀仏のみ名となり たえず私によびかけます

このよび声を聞きひらき 如来の救いにまかすとき

永遠に消えない灯火が 私の心にともります

如来の大悲に生かされて 御恩報謝のよろこびに如来の大悲に生かされて 御恩報謝のよろこびに

南無阿弥陀仏を称えつつ 真実のみちを歩みます

この世の縁の尽きるとき 如来の浄土に生れては

さとりの智慧をいただいて あらゆるいのちを救います

宗祖親鸞聖人が 如来の真実を示された

浄土真宗のみ教えを 共によろこび広めます。
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Pleasure being saved by the teaching of true pure land Buddhism

translated by Motohiro Katata on August 28th, 2011

• Hongwan (the original vow of Amida Buddha) continues to call for me as the name 
of NamuAmidaButsu saying that he saves us without fail.

• When I hear the calling and understand the meaning thereof and leave the saving 
to the Amida-Buddha, a noble light turned on in my soul never being extinguished 
eternally thereafter.

• Being allowed by the Tatthagata(the Amida-Buddha)’s benevolence, we can follow 
the route of truth (leading to the Pure Land), reciting NamuAmidaButsu full of the route of truth (leading to the Pure Land), reciting NamuAmidaButsu full of 
thanks for his saving me. 

• When the relationship in this world extinguishes( in other word, I die)(※) I am to 
be born in the pure land and I can begin saving any kind of lives in the world of 
annoyance, by the wisdom of spiritual awakening given by the Amida-Buddha.  

• Then, we swear and begin to make spread the teaching of true pure land 
Buddhism, the Tatthagata(the Amida-Buddha)’s truth shown by saint Shinran.

• ※We can also be situated to the rank of 正定聚不退(Shououjufutai) in this world 
at the moment of being awakened by the calling of Amida-Buddha.
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今宵(1/15)はご正忌お通夜

聞法会館では、夜を通して、

ご法話をお聞かせに与ります。

そのご様子を御覧下さい。
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