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平成 29年 元旦 

旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。本年もよろしくお願い
申上げます。 
さて、四代目の世成は高校で元気に、そして住職と代表役員も皆様の安穏を祈

り檀務にがんばっている毎日です。 
豊橋閣日進禅寺では、皆様の繁栄と平穏な生活が続きますよう、日々お祈りし過

ごさせていただいています。 
 

 降誕会（紀元前６７０年ころ 4月 8日）  成道会（12月 8日） 涅槃会（2月 15日） 
三仏忌 (お釈迦さまの降誕･成道･涅槃)の三つの大切な時を表現したステンドグラスの有る寺 
また、この寺報をもって新年の挨拶とさせていただきます。 

豊橋閣日進禅寺 
※ 本寺報で、年賀状に代えさせていただきます。 

 

 ご挨拶  

いつもお世話になります。 
檀家の関係者、各種団体、そして信徒の方々には、寺報「禅でら」が入っています。 
檀家の方々には、寺報「禅でら」「ご祈祷済開運大般若祈祷札」と「年末付届袋（バーコー

ドつき白色の封筒）」が入っています。都合により、今年の付届も 2 ページのお知らせの日
時に届けてください。よろしくお願いします。 

 

仏事は朝(午前中)のうちにしましょう 

毎月第二土曜日は「お寺（ご先祖さま）の日」 
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 お知らせ  
2012 年の年末にお願いしました事情のため、開扉時間を変更していますが、年末年始は

下記のとおり変更します。是非、ご了承ください。 
 

年末の受付スケジュール。墓地は夜間以外は何時でもお参りできます。 

 
12月 22日まで 

通常のとおり。午前中は開扉している予定です 
但し、都合で閉扉している時もあります。ご用の方は、事前に

電話してからお越しください 

 

12月 23日と 24日と 25日 
 

「午前 11時～正午」に受付ています 
■午後は閉扉しています。時間外に、ご用の方は電話
してからお越しください 

 
12月 26日～31日と 1月 1日から 

 

通常のとおり、午前中は開扉している予定です 

但し、都合で閉扉している時もあります。ご用の方は、事前に

電話してからお越しください 

恐縮ですが、寺報「禅でら」に入っている「年末付届袋（バーコードつき白色の封筒）」で
上記の日時にお届けください。 
ご迷惑をおかけしますが、上記記載の日時以外は本堂が閉まっている場合もあります。ま
た、他の日でも本堂が閉まっている場合がありますので、本堂へ上記時間外にお参りの方
は数日前に電話で予約してください。また、この状態がしばらく続く予定です。事前に電話
で予約いただければ、打合せをしてお待ち申上げます。電話は転送で通じます。 
来られない方で、しかも日進祈念墓苑の家のお墓は納めておきます。 
尚、郵送の方は、今までどおり「年末付届袋（バーコードつき白色の封筒）」へ入れ現金書

留で、また郵便振替は電話番号の記入をお願いします。郵送・郵便振替の方は今までとおり
です。普通郵便に現金を入れることは間違いのもとおｔなり郵便法違反にもなります。 
お盆の迎え火の 8月 13日と、送り火の 15日は、午前 7時～午後 6時です。 
電話は転送で通じます。法事・用事などで出ない時は時間をおいてかけ直してください。

電話での連絡は、なるべく午前 8時～正午にお願いします。 
但し、葬儀は除きますが、深夜・早朝（22：00～翌日 5：00）はご遠慮ください。あわてなく

ても葬儀は出来ます。ゆっくり心をこめ送ってあげてください。 
お彼岸・お盆・年末年始以外の他の日も、本堂が閉まっている場合がありますので、本堂

へ上記時間外にお越しの方は数日前に電話で予約してください。 
 

 三回忌のお知らせ  

前住笛岡実道の妻俊子の三回忌を、命日の関係で、2017 年 1 月 1 日が命日ですので
お正月で失礼と存じますが、この日に豊橋閣日進禅寺にて供養します。 
お参りいただけます方は、12月 20 日までに電話にて連絡ください。連絡いただきました

方には、後日、開始時間、精進落の会場など詳細をお知らせします。 
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 楽しくイキイキ親孝行  

私と笛岡邦彦さんとは、なじみの居酒屋で年に数回偶然会う、という関係です。そ
して10月にお会いした時、会報「禅でら」に載せる文章を依頼されましたので私の
行動の基軸について語ってみたいと思いました。 

 人の運命は大まかには決まっている、岐路の選択により、多少の変化はある。 
 やりたくってやりたくってたまらない事、それは天が命じている事であり、運命づ
けられた道だから、それを行うことである。 

 前世も来世もあり、魂は不滅。前世を私は覚えていないが、来世もあるはずだ。 
そこで人生訓は「天命に従い人事を尽す」「厳しく、楽しく」の２つです。 

 
 私は５年半前の３月１１日の原発事故で、私はこのテーマで持論を堂々と述べる
べきか、自重すべきかを３週間、熟慮しました。 
 その結果、これは私に与えられた使命であると考えよう、と決心して、４月１日
の湖西市の幹部６０人を前にして「原発はやめなければならない。人間にはミスが
ある。１０年前のアメリカの旅客機乗っ取り事件の４号機は原発を狙ったが失敗し
たと私は思っている。国防の第１は原発を無くすこと。敵国の標的でありテロに狙
われる可能性もある。これからは、市長職にありながら、原発をやめよう、の運動
をする。そんな市長だと頭に入れておいて頂きたい。」と年度始めの訓示をしまし
た。 
 それから、改めて原発に関する書物を読み勉強をしました。週に２冊、１年で１
００冊程読んだと思う。そして脱原発首長会議の発起人となり、会員市町村長を集
めるために自筆の手紙を何十枚も書きました。 
 今年７月と９月には１０月の新潟県知事選挙を意識した集会に招かれました。１
１月には静岡と豊橋での脱原発集会に招かれています。交通費をもらえればどこへ
も行きます、としています。やりたくってたまらない事だから・・・。 
 
 市役所へ毎年入ってくる新入職員には、必ず次の事を伝えています。 
「親孝行してね。何が親孝行かな。皆さんが子を持ってみれば解るさ。親が嬉しい
時、それは我が子が人生をイキイキ楽しんでいる事を知った時さ。この命は天から
与えられた命だからお天道様もよろこんでくれるよ。」 
「この世の中、厳しくなければ生きられない、しかし楽しくなければ生きる価値が
ない。親孝行とは人生を楽しむことさ。」と。 

以上 
湖西市長 三上 元 

脱原発首長会議・世話人 
２０１７,１１、初旬記 

 
 

 

火 の 用 心 
お参りの仏壇などの燈明・線香の火災防止に気を付けよう！ 

外出、就寝、火災防止・戸締りに気を付け、火災に注意してください！ 
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 檀信徒「長寿お祝い」（家族帳登録の方）  
皆様の申告とご理解をいただき、コンピュータのデータを利用して・法事・お盆・お彼岸の

ご案内も順調に運営しています。 
さて、そのデータから、檀信徒関係の方々の本年（平成 29年）の長寿お祝いの人数をお

知らせします。但し、コンピュータに登録してある 3318 人のデータですから、登録のない方
は含まれていません。年齢は満年齢です。檀家の子どもさんで登録してない方が多いです
ので生まれたらご先祖さまに報告し、健康な成長を祈願するとともに、日進禅寺へ連絡くだ
さい。 
■2016年 1月 1日～12月 31日の一年間の新成人、長寿お祝い予定の方々です。 

*新成人は 15名（ＰＣに登録の無い方も有るかと思います）、 
*還暦（満 60 才）45 名、*古希（満 70 才）67 名、*喜寿（満 77 才）43 名、*傘寿（満 80

才）60 名、*米寿（満 88 才）21 名、*卒寿（満 90 才）19 名、*白寿（満 99 才）3 名、  *百才
以上 5名、*茶寿（満 108才）と皇寿（満 111才）は 0名です。 
皆様おめでとうございます。益々元気にお過ごしください。 
尚、そのデータから、生年月日・住所・氏名の判っている、檀信徒の方々の満年齢での

誕生日で還暦・古希・喜寿・傘寿・米寿・卒寿・白寿・百才以上の誕生日に、長寿お祝いを
申上げています。コンピュータに入力の無い方や、過去にお祝いを受けていただけなかっ
た方は、残念ながら失礼しています。 
お寺は、法事や葬儀を厳修し供養しますが、もっと大切なことは、檀家の皆様が健康で

長生きされ、平穏無事に生活されることをお祈りすることです。そのために、ご先祖さまを供
養し、私たちの健康や繁栄をご先祖さまに感謝したり、お祈りしたりするために仏教がありま
す。慈悲の心を持って生活し、他人には慈悲・平等、自分には忍耐を持って一生懸命働き
勉強しましょう。 

 

 禅 寺 の 動 静  

この動静は、ＵＲＬの法要予定と異なる部分もあります。 
 2016年 8月  [法事] 14軒。 [命日･その他] 7軒。 [葬儀] 2軒。 

4日＝施食会。先祖供養は多勢のお参りでしたが、駐車違反は少なかった。違法駐車が無くなるよう
に、またガードマンに無理を言わないように。皆様のご協力ありがとう。天気が良いので、この日は約
1000人のお参りがあった（防犯カメラ・お供物から）。28～29日＝夏休み（修善寺、湯回廊菊屋泊）。 

 9月  [法事] 19軒。 [命日･その他] 12軒。 [葬儀] 3軒。 
14日＝病院（東京）。19日＝安藤家精進落（甲羅）。22日＝彼岸会。先祖供養は多勢のお参りでしたが、
駐車違反は少なかった。違法駐車が無くなるように、またガードマンに無理を言わないように。皆様のご
協力ありがとう。台風が近づき天候不順だったが、この日は約 950 人のお参りがあった（防犯カメラ・お供
物から）。 
 １０月  [法事] 23軒。 [命日･その他] 13軒。 [葬儀] 2軒。 

9日＝藤下家精進落（源氏総本家）。16日＝荻野家一周忌お参り（豊川市自宅）。 
 

 

飲酒運転は犯罪です！ 
飲んだら乗らない！乗せない！同乗しない！ 
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 お参りの手桶
て お け

と柄杓
ひ し ゃ く

  
お参りいつもありがとうございます。日進院記念墓苑の、手桶収納棚に置いてあります「手

桶（ておけ）と柄杓（ひしゃく）」は、お参りの方は「どなたが、どの手桶を利用」になられてもご
自由です。その理由は、手桶収納棚は、個人の手桶と柄杓を置く為の物ではなく、皆様が
使用する物を置く場所です。「手桶と柄杓」にお名前が書いてある物もありますが、他の方々
はこの名前には構わず利用になれます。この名前は、手桶の寄付をした「功徳のお施主様」
の記名です。他人に、利用いただくのも、お施主様の功徳です。この趣旨に添って、皆様が
こころ豊かに「ご先祖さまにお参り」下さい。仏教では、周りの方へのやさしい心使いが大切
です。 
また、手桶収納棚に置いてあります「手桶と柄杓」は、収納を便利にする為に「手桶」と「柄

杓」をヒモなどで結ばないようにしています。 
尚、個人専用の「手桶と柄杓」と考えてる方は、お参りの時に、毎回手桶と柄杓を持参い

ただき、帰る時には必ず持ち帰り下さい。 
大きい手桶は、落ちると危険ですので、手桶収納棚の下段へ置いてください。ぜひ、協力

してください。 
日進祈念墓苑の入口の、水色の花がらカゴ、そして、お塔婆納め処付近は常にきれいに

するよう協力してください。また、お盆の馬や牛、真菰のゴザ、お供物などは、仏さまではあり
ませんので、後日、食べれるものは勿体無いので、お下がりとして家族で食べ、その他仏さま
で無い物は、家庭ゴミや資源回収に出します。お塔婆は、お塔婆納め処へそろえて納めてく
ださい。皆様が、仲よく、楽しく、静かにこころからお参り下さい。 
 

 ご先祖さまへご結婚の報告諷経をどうぞ  
お子さんが嫁いだ時、お嫁さん、お婿さんを迎えた時には、ご先祖さまへ感謝の「報告

諷経」をしましょう。 
今まで長い間、平和に健康に生活してきて、今回、嫁ぎ、また、家へお嫁さん、お婿さん

を迎えることが出来、家族の一員が増え、賑やかに一族が繁栄出来るのもご先祖さまのお
かげです。この感謝の気持ちを、「報告諷経」でご先祖さまに報告し、一族の益々の繁栄と
健康を祈願しましょう。いつでも、菩提寺の豊橋閣日進禅寺へお申込みください。 
 

 業者によるお墓掃除と危険物、花がらなどの処理のお願い  
多数の皆様にご理解いただいていますが、日進祈念墓苑は「無断での作業は禁止」です。

例えば、墓石の新設･修理･撤去など、また、クリーニング、代参(遠方の方、病気の方、忙し
くてどうしてもお参り出来ない方々の、お施主様に変わってお花･線香･ローソクなどをお供
えしお参りすること)業者が、皆様のお墓の周りを掃除する場合は、事前に日進禅寺の許可
を取ってから業者に依頼してください。 
尚、墓石の新設･修理 ･撤去などは、日進禅寺指定の高橋石材工業所 (Tel 

0532-53-0296 )へお願いしてください。他の業者の作業は禁止です。指定業者があるのは、
過去に遠方の業者に墓地を荒らされ、困った経験から指定制に決めています。 
また、入口の「花がら入れ」は、花がら以外は捨てないでください。花がら以外の空カン･

お酒のビン･古い花ツボ･ブロック･レンガ･金属片･板片･ゴミなどは、ご自身の責任で持ち



 6 

帰り処分してください。空の骨ツボなどは、販売した葬儀社や店に処分してもらってください。
回収業者は、危険物などは法律により回収しません。皆様は仏教徒ですから、お釈迦さま
の教えでルールを守ります。また、危険物・不要な宗教や日進禅寺以外のお寺の物・動物
は墓地内へ持ち込めません。 
花がら以外の物・墓地へ持込んだお供え物は、あなたの責任で持ち帰り処理してください。

絶対に、墓地へ黙って置いて行かないでください。特に食べ物は、カラスや野良猫の餌にな
り、野良猫はお土産（？）まで置いていき不愉快で不衛生です。 
何れにしましても、花がらは花がら入れのブルーのカゴへ、そして、ブルーのカゴの「花がら入
れ」へは、花がら以外は捨てないで、墓地内はきれいにしてください。また、お塔婆は、お塔婆納め
処へきちんと整理して、納めていただくことをお願いします。それ以外は、マイカーの方は持ち帰り
ご自身で処理してください。電車・バスなどの公共交通機関のお参りで、持ち帰りに困っている場合
は、日進禅寺へ相談してください。日進祈念墓苑は、便利な捨て場ではなく宗教の場です。 
 

 万一の時には  
万一、檀徒の皆様のお宅で不幸が起こった時は、まず、菩提寺の豊橋閣日進禅寺へ連

絡ください。時間は問いませんが、深夜・早朝（午後１０時くらい～午前５時位）は避けてくだ
さい。慌てなくても、葬儀は出来ます。お寺の電話は、番号非通知は通じない設定にしてあ
りますので、フリーダイヤル １８６－０１２０－１１１－９４０ （通話料無料、携帯・ＰＨＳ・公衆
電話からも通じます）でおかけください。また、通じない場合は Tel １８６－０５３２－５４－５５
５８ でお願いします。 
葬儀の日時は、お寺との都合をあわせて、火葬場を予約し決めます。お施主様と葬儀

社だけで勝手に決めないでください。豊橋閣日進禅寺では、遠方でも打合せをしてご葬儀
を執り行います。最近、葬儀社などが紹介する寺院が、代理で行う葬儀が見受けられます
が、他寺の導師が執り行った葬儀の場合は、当該墓地へは納骨出来ません。また、その方
のお墓は、即刻、移転していただきます。これは、葬儀もお墓もお寺もワンセットでなければ
いけないからです。 
尚、何時もお知らせしていますが、お墓を移転する場合は、ご先祖さまがお世話になった

お寺へお礼をするための離檀金を、当寺規則により離檀布施５０万円ご喜捨いただき、日
進祈念墓苑のお墓を移転するか片付けていただきます。 
また、報道番組などで放送されています「散骨」は、仏法を遵守するためにも、お墓へ納

骨のお檀家様には許可出来ません。もう一つ、「散骨」は１９４８年（昭和２３年）に制定され
た「墓地、埋葬などに関する法律」により違法になります。散骨は、本来、違法ですが、１９９
１年（平成３年）以降、当時の通産省と法務省がこのような自然葬に付いて、お骨を砕くとい
う条件を付し、違法でないという見解を示しています。「墓地、埋葬などに関する法律（墓埋
法）」は、お墓や埋葬のことを色々細かく決めた法律です。他にも地方自治法や民法・刑法
にも埋葬に関する規定と罰則があります。特に刑法第２４章の第１９０条は死体遺棄の規定
があり、墓埋法で決められた方法以外の埋葬は、この死体遺棄にあたるので注意が必要で
す。日本では原則として、土葬と火葬以外は法律上認められていません。また、土葬の場
合や火葬による遺骨を納骨することは、墓地として都道府県知事の許可を受けた所（墓地）
に限られます。従って、死亡した人を勝手に庭先に埋めてしまうと法律違反となり、死体遺
棄の罪に問われます。いまのところ、自分の家の庭に墓石を置くことは出来ても、納骨は出
来ないと思って間違いないでしょう。また、庭・裏山とか海に撒くことは、他の人に踏まれたり
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迷惑を掛けたりし、また、庭の場合は土地の価値を無くしてしまいます。 
樹木葬とは、お骨の成分が木の栄養になるわけですが、犬猫動物（畜生など）の骨ならと

もかく、私たちは人間です。人ですから樹木の肥ではなく、お釈迦さまの教えを尊重し、送
る方は節度を守り、恩義や正義を重んじ、お墓へ納め供養するのです。 
また、人間とペットとの一緒の埋葬は、論外であるばかりではなく、人の墓地には動物は納骨でき
ません。しかも、後管理者か許可していません。 
非常識な方の考えのように、葬儀にかかるお金だけをケチって行うのではなく、仏教本来

の葬儀では、亡くなった仏さまの名誉や、送る方々の人間性や、布施行の供養の心持ちの
尊重があります。ご先祖さまを大切にしましょう。ただ、倹約のこころは大切です。 
従って、豊橋閣日進禅寺（仏教徒）は、仏法に照らして、お骨を砕くような非常識な行為

は出来ません。守れない方のお墓は、即刻、当墓地から移転していただきます。法に適っ
ていても、仏法には適っていません。また、仏法の無い火葬だけで焼却されるのは、生ゴミ
と変わらないのではと言われています。 
私たちのご先祖さまの３０代（約９００年）前の人数は、１０２４人もいます。その中の誰一人

欠けても、今の私たちはありません。大勢のご先祖さまのおかげです。生まれること、亡くな
ること、両方とも人生においてすばらしいことで神秘的です。お釈迦さまは、どんなお金持ち
でも凡人でも生・老・病・死は平等に迎えることであると教えています。 
いつも、ご先祖さまの供養のために付届、お布施のご喜捨にご理解をいただき感謝申

上げます。多数の方からお問合せが有りますので記しますが、不本意ながら付届は、お盆
と年末の年に二回お願いします。勿論、経済とか、ご先祖さまへのあなたの心の思いの価
値により、金額の多少はありましょうが、ご理解をお願い申上げます。破産などで、困って
いる方はお知らせください。 

 
 
善い子を育てるために！ 
ご法事は亡き方とご縁のある方々が一同に会し、心を一つにしてお参りする大切な仏事

です。故人を供養することを通じて、自分が「生かされている」ことや「今を生きる」大切さを
考えてみましょう。ご法事では、お釈迦さまの教えであるお経を、お唱えをします。日ごろの
雑事に追われて、忘れがちになっている「人間としての生き方」や「信仰の持ち方」を再確認
する良い機会となるはずです。 

 
大切な親の恩を忘れない。 
ご法事は大切な仏縁です。亡くなった方を機縁に仏法に出遭い、生きる私たち、そして、

子や孫に生かされるいのちの姿に気付かせていただくご法縁です。何かと気忙しい毎日で
すが、時間を作り、足を運び大切なご法事を勤め、心新たに仏さまに願われる日々を送りま
しょう。 
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まんが「楽しくわかりやすい仏さまの話」31 
 

 

3月 20日付の寺報「禅でら」春彼岸号は、3月 15日ころ発送します 
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 葬儀について③  

 

 二段階 一時停止をしよう！  

一時停止は、まず①停止線で、やさしく止まり、 

次に、②交差点のすべての車、人、自転車などの確認の出来るところで！確実に！ 

 
 

 「あわてず・正しく生きよう」人生を！ 
 

「振込め詐欺」も巧みになってきました。騙されないよう！ 

 

 

 「高齢者交通安全寺院」に委嘱されました  

過去には「老人交通安全アドバイザー」に、また昨年度に引き続き、「右の委嘱状のとおり「高齢者安
全寺院」に、豊橋閣日進禅寺が委嘱されました。高齢の方の交通安全は勿論、若い方も含め皆さまや周
りの方々が事故にあわないように、また老若男女を問わず皆さまで違反をしないようにし、安全安心の町
を作りましょう。 
特に、「歩きスマホ」や「携帯電話（スマホ）などの運転中の使用」はしないようにしましょう。逆にするの

は「シートベルト」「注意」「法令遵守の思いやり運転」です。 
 
 
 
 
 

 

お参りなどの仏事は、午前中にしましょう 
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地域の大人で子供を守ろう！ 

 

 

 

一怒百老 一笑百寿 
 

 
 
 

交 通 安 全 

【自転車は、歩道では歩行者優先で、車道よりを徐行で通行する】 
スピードの出しすぎが多い 

【自転車でも、歩道で歩行者の通行を妨げる時は、一時停止する】 
止まるやさしさが大切 

【自転車も、携帯電話使用、傘差し危険な運転禁止です】 
ヘッドホン・イヤホン使用等も危険 

【自転車も、飲酒運転・二人乗り・並進は禁止です】 
基本中の基本 

【自転車も、夜間はライトを点灯して走行する】 
自動車・歩行者・他の自転車から確認できる 

【自転車も、交差点での信号遵守と一時停止・安全確認を確実に】 
キケンな飛び出しが多い 

【自転車の子どもは、ヘルメットを着用する】 
万一の時に自分の身を守る 

【自転車の死亡事故の半分が、ルール違反です】 
被害者のみならず、また自転車も加害者になる 

 
 

※バスや車を降りた時・路上の「引ったくり」にも注意！ 
 

「オレオレ・振込め詐欺（上京詐欺）」などに、ひっかけられないように！ 
「詐欺」は、交通事故・妊娠・金の失敗の立替を依頼・テレビ取材・タレント訪問・儲かる投

資などいろいろなものがあり、また、銀行員や警察官・保険事務所・税務署など公務員・弁
護士・身内の名を騙るものも注意してください。 
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他人が電話をして、自宅へ現金・キャッシュカードなどを預かりに行く事はありません（手
渡詐欺）。東京などへ呼び出す事、これも「振り込め詐欺」と同じです（上京型詐欺）。 
必ず、以前から使用の固定電話番号（携帯は犯人が止めて有る恐れあり）で、親族・お子様にこちらから確

認しましょう。急いでいるのは、詐欺の特徴です。前触れの電話もあり、平気な態度で数回かけてきます。 
怪しい時は 110番へ！ 

 
「二段階 一時停止」をしよう！ 

一時停止は、まず①停止線で、やさしく止まり、 

次に、②交差点のすべての車、人、自転車などの確認の出来るところで！確実に！ 

仏事は朝(午前中)のうちにしましょう 

毎月第二土曜日は「お寺（ご先祖さま）の日」 
 
 
 

 
 
 

他寺寺報から 「思うこと」許可を得て転載します 

 
私達の暮らしの中には様々な礼儀作法（マナー）が存在しますが、それを代表して纏められた催しが

冠婚葬祭として浸透しています。 
 冠婚葬祭の『冠』とは加冠の意味で元服（現在の成人式）祝いを表し、『婚』は婚礼を表します。この婚
礼は男女にとって人生の中で大きな転機であり、新しい人生の門出を祝う儀式でもあります。そして結婚
とは当人同士だけの問題ではなく、親族同士の結びつきとしても関わってくることから、結婚に辿り着く迄
には様々な手順や段階を終えなければなりません。 
 そして『葬』は予告無く突然訪れる葬式を表し、『祭』は先祖供養とする、お彼岸や、お盆などをはじめと
する年間行事のお祝いごと（節句など）を表します。 
 また冠婚葬祭においてのマナーだけでなく、日々の暮らしの中には様々な大人の礼儀作法が存在し
ていますが、知らぬよりは知っておいたほうが何かとお得です。 
とても大事なことでして、寺側からしますと、ぜひともお願いしたいことなのです。お葬式が出来たとなる
と、家の方は皆さん動転してしまいます。どうしよう、どうしようと言っているうちに時間はどんどん経ってい
く。こちら、千葉県のほうでもそうかと思いますが、葬儀屋さんがいて、すぐそっちに一報してお願いする
のじゃないですか、と思います。そればかりが頭にあって、お寺の住職さんのほうへ連絡することをコロッ
と忘れている方がいるのです。ハッと気づいて、「あ、そうだ、お寺だ」ということで、それから慌てて連絡を
するじゃないですか。 そうすると、葬儀屋さんというのは商売ですから、自分の都合だけで、やれお通夜
は何時からだ、お葬式は何時だと決めてしまいます。葬儀場の会場を早く使い、次のお葬式が出来ても
困らないよう、喪主がゆっくり仏様を送りたい気持ちはそっちのけで・・・。皆さんのほうも、ただそれに応じ
てしまうのです。ところがお寺のほうに連絡しても、すでに別の予定が入っているとか、土曜日や日曜日
のように法事がたくさんあり、またすでに、別の家で先約のお葬式がある、といった状況がなきにしもあら
ず、です。 
住職にも、予定というものがございます。その日その日のスケジュールがあります。お葬式に、住職が
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来なければ話になりませんから、まずお寺に連絡していただいて、「うちのだれそれが亡くなりました。お
通夜とお葬式をお願いしたいのですが、お寺の御都合はいかがでしょうか」と、まずそこのところをおさえ
ていただきたいと思います。これは、最も大事なことでございます。 また、お葬式は故人が仏様になる大
切な仏事だから、お葬式が終わり、出棺するまでお参りは静かにしましょう。よく、服装をたずねられます
が、お葬式もお通夜も地味な服装なら黒でなくてもいいですよ。ただ、喪家の皆さんは黒が良いですね。
一般会葬の皆さんのお参りは、お通夜かお葬式のどちらか一方でいいですし、お通夜だけへお参りする
場合は、その時にお香典を持っていけばいいです。その場合は、もちろんお葬式はお参りしなくていい
ですよ。また、香典をいただいた方々に忌明にお志を返しますね。亡くなった時に、いろいろな費用が要
りますので、その仏事に使うための互助と、供養のための香典ですよ。ただ、お葬式の時にある程度以上
の香典をいただき、しかも忌明に案内しない人には、お悔やみに対してのお礼の気持を先方に伝えるた
めにも、また、受付へ出した香典を喪主が受取った事を知らせるためにも、お礼の品を送ること（半返しと
いいますか？）が必要ですね。最近やらない人が増えてきたが会葬の方々に失礼ですし仏さまも悲しん
でますね。  
尚、お葬式は、死者の家族や関係の親族が心から死者を仏様の世界へ送る大事な儀式ですから、お

寺へのお布施、これは昔から「ご先祖さまの供養をお願いしたお礼は、事前に喜捨（喜んでお渡し）する
ものです」、心付けもおつけしますね。仏事は、何事もお寺へお願いするものですよ。お寺へお願いして、
心を無心にしてお参りすることが、先祖様の供養になるのです。お布施は、先祖様の価値です。心を合
わせお参りしましょう。社会人になったら、お塔婆は自分の名前で独自にあげましょう。  
こちら、木更津（この講座を開いている千葉県内）のほうでは、どういうふうになさっているのでしょうか。  
お葬式は、引導を渡すこと（仏の世界に入る事）が一番の目的です。そのあと初七日からは法事になり

ます。追善供養になるわけです。亡くなった日を第一日と数えて七日目に行われるのが初七日の法事で
す。それからさらに七日後に行われるのが二七日（ふたなぬか）法事といわれます。同じく三七日（みな
ぬか）、四七日（よなぬか）、三十五日（さんじゅうごにち）等、六七日（むなぬか）、四十九日忌（しじゅうく
にち）など、七日ごとに七回の法事は同じ曜日となり、一番大切な百か日（ひゃっかにち）をつとめる決ま
りになっています。皆さんのところではどうでしょう。そこまで丁寧になさっているお宅は少ないかと思いま
す。でもね、法事というのは、なにも大勢人を呼んで、ガヤガヤとやるばかりではありません。家族だけで
も、自分一人だけでもいいのです。 
住職は先ほど言いましたように、檀信徒の方が亡くなったとしますと、その方のために毎朝のお勤めの

ときに必ず供養しているのです。でも、住職にまかせておけばいいということだけでは無責任です。やはり
遺族もそれに呼応して、せめて自分のところの仏壇においては、亡くなった人のために、「あっ、今日は
二七日だな」ということで手をあわせて、「般若心経」の一巻も唱えていただきたいと思います。できれば、
私は毎日供養するように話しているので、皆様は毎日していると思いますが・・・。  
さてと、二七日～六七日という途中の忌日に何もしなくていいのかというと、そういうわけにはいきませ

ん。せめて、お塔婆供養だけはしてやっていただきたいと思います。ということで、施主と次の跡取りさん、
そしてお気持ちのある親戚さんは、二七日～七七日などにも、少なくともお塔婆供養はしてやっていただ
きたいと思うのです。何もしないというのは、まずいですからね。亡くなった方に、まことに気の毒なことで
あります。  
お塔婆は、四十九日忌だ、百か日だ、一周忌だというときは、親戚や知り合いさんもおあげになるのは

当然でしょうが、家の者も社会人になったら、若い人でも自分の名前でおあげいただきたいと思います。
ましてや、すでに結婚しているのならなおさらです。独立した家庭なのですから、その自覚をもって、お塔
婆をあげるように心がけていただきたいと思うのです。このような心があれば、世の中から犯罪が減るでし
ょう。 

合掌  
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不景気だと愚痴をいわず、ファイトをもって一生懸命働き学ぼう。ファイトなきとこ運は無し 

 

インターネット【パトネットあいち 身近な犯罪情報】から転

載 

■状況 過日、某署管内で社会保険庁をかたった還付金詐欺の被害が発生しま
した。「保険料などの払い戻しがある。手続きは今日まで。」、「近くのＡＴＭに行っ
て、電話で払い戻しの手続方法を教えます」と急かす電話があり、電話をかけさせ
ながらＡＴＭを操作させて現金をだまし取る手口でした。  
▲公的機関はＡＴＭを操作させることはありません！ 

▲「ＡＴＭへ行って」は絶対に詐欺です！ 
受取型オレオレ詐欺にも注意！  

▲この内容を家族、ご近所に広報してください！ ■情報配信 警察署 
 

地域の大人で子供を守ろう！ 

 
 
空巣など 泥棒にはいられないよう 

戸締りを！ 
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住所・電話など変わったら、連絡ください！ 豊橋閣日進禅寺 

 
 

 


