おおおお大師様のことば 第第第第

回回回回

(

● 無常という生命観がががが生生生生んだ教教教教ええええ
『いろは歌』が、仏教が教える私たち
の生命 の本質を詠みこんだも のだとすれ
ば、 『いろは歌』にこめられた意味 の奥
深さに驚嘆するほかありません。そして、
お大師さまなら、それくら いは苦も無く
できた のではな いかと想像します。
お大師さまが、人間をはじめあらゆる
生命は大日如来 のもとに帰 っていくと説
かれた のも、仏教 の
根源にあるそうした
無常観、生命観を踏
まえ てのも のだ った
に違 いな いと思 い至
るのです。
私たち の命が 一瞬 一瞬変わりながら い
きているとすれば、時間にこだわること
にどれほど の意味があるのでしょうか。
必要以上に時間に追われ、時間に振り回
されるのは無意味な のです。それよりも、
一瞬 一瞬を大事に生きていくこと のほう
が、よほど仏教 の教えにかな っています。
空海 のことば 池 口恵観書より

太陽の会

)

いう意味 です。以下、 「
是生滅法」とは、
生じて滅びるのがこの世 の理である、「
生
滅滅巳」とは、そ の生滅さえも滅し終え
る、 「
寂滅為楽」とは、それら の静まる
ことが安楽 であると いう意味 です。
要するに、 『
諸行無常偈』は、私たち
の生命 は絶えず変化していてとどまるこ
とがな いと いう命 のありようを謳 ったも
のな のです。
一説には、お大師さま の作とも いわれ
る 『いろは歌』は、 この 『
諸行無常偈』
に対応して つくられたとされています。
「
いろはにほ へとちりぬるを 色 は匂え
ど散りぬるを 」が 「
諸行無常」に、 「
わ
かよたれそ つねならむ 我が世誰そ常な
是生滅法」に、 「
うゐのおく
らむ 」が 「
や まけふ こえ て 有為 の奥 山
生滅滅巳」
今 日越え て 」が 「
に 「
あさきゆめみしゑ ひもせ
す 浅き夢見し酔 いもせず 」
が 「
寂滅為楽」に対応 してい
ます。

会報

第 一〇八号

((((

す べては無常だから こそ、
いまこの瞬間を大切に生きる

25

))))

～～～～ いろはにほ へとちりぬるをわかよた
れそ つねならむうゐのおくやまけふこえ
てあさきゆめみしゑひもせす～
『 いろは歌 』
●●●● 仏教 のののの根底にににに流流流流れる 「「「「
諸行無常」」」」
『
平家物語』 の冒頭に、 「
祇園精舎 の鐘
の声、諸行無常 の響きあり」と いう有名
な 一筋があります。 この 「
諸行無常」と
いう言葉は、仏教 の 「
諸行無常偈」から
出た言葉 です。ちなみに、 「
偈」 げ と
は、仏教 の教えを四文字 で表現したも の
です。 『
諸行無常偈』は、四文字 で成り
立 っています。
「
諸行無常 是生滅法 生滅滅巳 寂滅
為楽」 しょぎ ょうむじょう ぜしょうめ
つぼう しょうめ つめ つち じゃくめ つ
いらく 「
諸行無常」とは、あらゆるも の
は絶えず変化してとどまることがな いと
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平成 30 年 4 月 21 日（土）
高取南太陽霊園(広島市)

日㈯
日㈰
日㈯

( ( ( ( (

高天原 真言宗
高天原 浄土真宗
高天原 真言宗
浄土真宗
高天原 浄土真宗
コスモガーデン倉敷
金甲山太陽霊園
矢野太陽霊園
児島太陽霊園
安佐太陽霊園
井原太陽霊園
護摩供養

平成 年年年年
後後後後期供養祭予定
月
月
月

15 12 11

)
)

日㈰
日㈯
日㈯
日㈰
日㈯
日㈰
日㈯
日㈬

28 17 11 27 14 6 22 16

月
月
月
月
月
月
月
月

9 8 8
ごごごご先祖様のののの
ごごごご供養をををを
一緒にしましょう。。。。

おおおお便便便便りコーナー

会員の皆様よりお寄せいただいたお便り
をご紹介させていただきます。
毎号楽 しみにしています。毎日の忙し
さに追われて立ち止まることも出来な
い日々に会報 のお大師様 のことばを拝
見してふ～と心が安まる気がします。
これからも楽 しみにしております。
ありがとうござ います。毎号 スタ ッフ
一同心を込めて作 っています ので、今
後もよろしくお願 いします。
「
おはぎ」と 「
ぼたもち」は大体同じ
様なも のと認識していた ので驚きまし
た。故人 の 日迄 のお供え、食事はど
の様にしたら良 いでしょうか。
炊き立 てのご飯、汁物、和え物 のお
膳を準備し、白 い陶器 の器に盛 って備
えます。宗派によ っては 一日三食分準
備す る場合 もあ ります
が、朝に 一度お供えする
場合が多 いです。お供え
して５分ほどしたら、す
ぐ に下げ て家族 で食 べ
ます。
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平成 30 年 5 月 26 日（土）

供養祭のご報告
北道後太陽霊園(松山市)
北神戸太陽霊園(三木市)
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よ い い し の く に

平成 30 年 5 月 13 日（日）

) )

法話

<

いち れんたく し ょう

います。
位牌 の台座にも蓮華 の花を祀 って型ど
っています。 これは、仏舎利 の意味を持
って各仏壇 の中に代拝して供養されてお
ります。実際は仏壇には仏様が いら っし
ゃいます。位牌だけを拝む のではなく、
仏様を拝んでそれを通して亡
くな ったご先祖様を拝んでい
くと いう のが、位牌 の姿 です。
法事 ・中陰に ついて
法事や中陰 の事を満中陰、もしくは忌
中陰とも言 います。人が亡くなられて
日の間が忌中陰、中陰にあたります。
日の間が非常に大切なんですね。何が大
切かと言 いますと、 一週間毎に、お参り
する毎によ って、亡くなられた人が満中
陰、 日が明けた時に次 の世界に行かれ
るんですね。それを いい加減にしていた
らなかなかいい所には行けれな いと いう
話です。仏教 では人が死んでから生を受
ける迄 の 日間を満中陰としています。
ですから、亡くなられた人を丁寧に供養
してあげるのが本来 の姿 であります。浄
土真宗 では、故人は臨終と同時に浄土に
往生すると考え、中陰期間は故人に対す

)

る追慕 ついぼ 、故人を通して 「
生と死」
に ついて考え、謹慎し、求法 の生活をす
る期間です。百ヵ日は、中国 の習 いで、
卒哭忌 そ っこくき と いうようになりま
す。そろそろ亡くな った人を悲しむ のを
卒業しましょうと いう のが百ヵ日の供養
になります。そ の次に 一周忌。三回忌、
七回忌、十三回忌、十七回忌と回忌があ
ります。なぜ回忌があると言 いま
すと、まだ行く所を決めていな い
人が居るんですね。そ の為に、 一
周忌 で行く所を決められる のか、
三回忌で決められるのか、遅 い人
は十七回忌、 二十三回忌でや っと決まり
ましたと いう事があるので、年忌法要が
あります。きちんと供養をしていな いと
亡くな った人はどこに行 っていいのか迷
って困るんです。生きている人は目に見
えな いので簡単に済ませれば いいやとさ
れる人が多 いんです。皆さんはちゃんと
お墓にお祀りされているのでそれを継続
して頂 いて、益 々ご先祖様を崇拝してそ
れぞれ の家庭が繁栄して頂ければと思 い
ます。今 日はありがとうござ いました。
高取南太陽霊園供養祭より

(

本日は、皆さんお参り いただきまして
本当にご苦労様 でござ います。
仏様には、蓮華と いうありがた い
お花をお祀りするんです。

>

ほ っけ き ょう

一蓮托生
一蓮 の 「
蓮」は蓮華 です。蓮華はイ ン
ド原産 であり、仏教 では仏様が座られる
所を蓮華座と言 います。蓮華は泥 の中に
在 って泥に染まらず、泥 の中にし っかり
根をは って、素晴らしくもまた美しい花
を咲かせますと仏教 ではそ のように伝わ
っています。
『
無量寿経』極楽世界には七宝 の浴池が
あ って、八功徳水が満し、色 々の色をし
た蓮華がそ の水面をおお っています。綺
麗な蓮華が咲 いていますと いう のが無量
寿経 の中に入 っています。

け ご ん き ょう

『
法華経』そ の中には、仏 の正しい真理
の説教を大白蓮華 の元に例えたも のです。

『
華厳経』皆さんもご存知 の奈良 の東大
寺 の大仏様が華厳経なんです。大仏様 の
座 っておられる台座 の周り の蓮弁には、
「
悟り の世界」を表したも のと言われて
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太陽のののの塔高 天原
コスモガーデン高 天原
おおおお彼岸会
３月 ３日㈯ ３月 ４日㈰ に太陽 の塔高天
原 にお いて春 季 彼岸
会 が執 り行 わ れ ま し
た。両日とも晴れ のち
曇りで、３日㈯ の浄土
真宗が 組 名、 ４
日㈰ 午 前 の真 言宗 が
組 名、午後 の浄
土真宗が 組 名と
いう 沢 山 の皆 様 にお
参り いただきました。
真 言宗 の岸 野教 師
は、お彼岸とは？と い
うプリ ントを用意されてお話しされまし
た。 『
春分 の日』は、 「
自然をたたえ、
生物を い つくしむ」日、 「
秋分 の日」は、
「
祖先をうやま い、亡くな った人 々をし
のぶ」日として、国民 の祝日に定められ
ていて、お彼岸 の中日にあたること。仏
教 では、ご先祖様 の居られる （
極楽）を
『
彼岸』西、今私たちが生きているこの
世界を 『
此岸』東として、春分 の日、

17

56

101

107

秋分 の日は、太陽が真東から昇り、真西
に沈む ので彼岸と此岸がも っとも通じや
す い日になると考えられ、 この時期に先
祖供養をするようにな ったこと。お彼岸
の期間は、 「
春分 の日」と 「
秋分 の日」
の前後三日間を合わせた七日間で、それ
ぞれ の初日を 「
彼岸 の入り」、終日を 「
彼
岸明け」、春分 の日 ・秋分 の日を 「
中日
（
なかび ・ち ゅうにち）」と いう こと。
お彼岸には、 一般的に中日の前後にお墓
参りに行くこと。お彼岸 の期間 の七日間
は、中日がご先祖様に感謝する日、そ の
前後六日間は、人が生きていく上で良 い
ことと悪 いことをきちんと判断し、正し
い行 いができるようになるため の六 つの
行い
①人に施す
②規律 ル(ー ル を)
守る
③怒りを捨 てる
④耐え忍ぶ
⑤励む
⑥学ぶ
を実践することが
彼岸 の意義と いう
事 です。

浄土真宗 の磯貝教師は、 ３ つの誓 いに つ
いてお話さ れま
した。①故 人様
から頂 いた命 を
全う して前 を向
いて 一生懸命 頑
張 って生き る事
②感謝 の気持ち
を持 つ事 を忘 れ
ず に故 人様 に手
を合わ せ て南無
阿弥陀仏③今 の
世 の中 では難 し
い話ですが、故人様 の事を次 の世界 へ語
り継 いでいく事、 この３ つの誓 いを心 の
片隅に置 いて法要に参加すれば いい法要
になるのではな いかと いう事 でした。
二日間共に多く のお客様が法要に参加
して下さ いました。ど のお客様も教師 の
法話に納得されたようで、大変有意義な
法要だ ったと思 います。多く のお客様が
故人を偲び、大事 にされて
いる事が スタ ッフに伝わり
ました。 スタ ッフ 一同、今
後もよりよ い法要になるよ
う協力していきた いと思 い
ます。
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備後西国三十三観音霊場
第 一番 明王院
広島県福山市草土町
本尊 は平安初期 の作 である木造十 一面
観世音菩薩立像。国宝 の本堂は鎌倉初期
の和様建築に大仏様、禅宗様を加味 した
折衷様建築 です。
明王院 の前身、常福寺は八〇七年弘法大
師空海によ って創建されたとされ、中世
には草戸千軒町 川底に埋
もれた中世遺跡として有
名）が、門前町として栄え
ていました。江戸時代、福
山藩主水 野勝貞 は近 辺に
あ った明王院を常福寺 に
合併 し、
寺名を明王院と改
めましたが、その後も福山
藩主水野家 ・阿部家 の庇護を受け隆盛を
続けました。
第二番 福禅寺
広島県福山市鞆町鞆二
空也上人開創と伝えられており、古く
から安産、海上安全 の尊霊として有名 で
す。また本堂と客殿は元禄年間 の建立で、

仙酔島、辨天島、皇后島が
前にあり、朝鮮 の徒事官 の
季邦彦が 「
日東第 一形勝」
と賞賛し、正使 の洪啓禧が
客殿を 「
対潮桜」と名付け
られました。いろは丸沈没
事件 の際、
海援隊と紀州藩
の交渉 の場となりました。
第三番 磐台寺
広島県福山市沼隈町能登原阿伏兎
『
阿伏兎観音』として親
しまれています。
険しい海
食崖が続く奇勝として知
られ、
朱塗りの観音堂と の
美しさから歌川広重 の「
六
十余洲名所図会」
や川瀬巴
水 の風等版画など の多 く
の題材 に取り上げられ て
います。
第四番 西提寺
広島県尾道市向東町九五
本尊 ・
観音像は九五 一年 の作 でしたが、
盗難にあ った為、 一〇二二年仏師定願が
更に 一像を作 って安置しました。そ の後、
霊顕に依 って再び寺に帰 ったと いわれ、

今 は国 の重要文化財 であ
る二尊 が安置され て いま
す。古 い由緒を持 つ古刹で
すが、
今は鉄筋 コンクリー
ト作 り のモダ ンな建物が
整然と整備されています。
第五番 浄土寺
広島県尾道市東久保町
備後 の名刹浄土寺は推古天皇二十四年
聖徳太子の開基と伝えられ、現在 の建物
は 一三二七年に本堂等が相次 いで再建さ
れたも のです。後醍醐天
皇 は綸 旨を賜う て祈祷
を命じ、又、足利尊氏は
一万巻 の観音経 を読 誦
して戦勝祈 願を しま し
た。本尊 は平安後期 の作
とさ れ る木造 十 一面観
音 立像 で 「
身 代わ り観
音」とも呼ばれる秘仏です。

家族やお友達とととと
でかけて
みませんか？？？？
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食物酵素の王様 『
パパイヤ』
最も紫外線があたる時間 の
長 い赤道付近 のジ ャング ルで、
パパイヤが強力な繁殖力 で成
長を続けてこられたのは、酵素
や多糖類や希有 元素などを含
む生理活性物質などを蓄えら
れるよう にな っているから で
す。その力によ って、パパイヤ
は古来より、 健康を取り戻す魔法 の木 の実、
メデ ィカルフルーツと呼ばれています。

スゴい効果がたくさん！
パパイン酵素でキレイを磨こう！
パパイン酵素とは？？？？

(

)

未成熟 のパパイヤ果実 青パパイヤ から抽
出された天然酵素 のことです。青パパイヤは、
南 国など ではメデ ィカ ルフルー ツとされ て
おり、豊富なアミノ酸、ビタミンＣ、抗酸化
成分ポリフ ェノー ルなど、さまざまな成分が
ふんだんに含まれています。この青パパイヤ
に傷を つけると白 い液体が出てきます。これ
がパパイン酵素です。ただ、実が熟すに つれ
てパパイ ン酵素 の量は減少してしま います。
パパイン酵素は、植物由来 の食物酵素に分類
されます。酵素は人間 の体にと って欠かせな
いも のですが、非常に熱に弱
いと いう 一面があり、加熱す
るとそ の働きが失われ てし
まうと いうデ メリ ットがあ

りますが、南国 のフルーツに含まれる食物酵
素 の多くは熱に強く、なかでも青パパイヤに
含まれる酵素は ℃ の高温でも活性化する
そうです。
パパイン酵素のパワーは美容にも効果絶大！！！！

100

パパイン酵素は、タンパク質、脂質、糖質 の
三大栄養素をすべて分解する３種 の酵素を
含む、非常に稀な酵素です。脂肪を分解する
リパーゼ、タンパク質を分解するプ ロテアー
ゼ、糖質を分解するアミラーゼを含むパパイ
ン酵素は消化能力が非常に強力なため、代謝
酵素 の働きが高まり、ダイ エットにも効果的
です。
とりわけ、タンパク質 の分解力
には目をみはるも のがあります。
たとえば、肉をパパイン酵素に
つけると、たちまち柔らかくし
てしまうほど の働きがあります。
パパイン酵素 のプ ロテアーゼは、
アクチンやミオシン、 コラーゲ
ンなど、さまざまな種類 のタン
パク質を分解する力を持 ってい
ます。これはほかの酵素にはな い働きで、パ
パイン酵素が美容にも健康にも優れた効果
を発揮する理由です。 「コラーゲ ンまで分解
してしまうなんて大丈夫？」と心配される人
も いるかもしれませんが、分解されるのはあ
くまでも不要にな った古 いコラーゲ ンのこ
と。健康な肌は新しく コラーゲ ンが生成され

ると同時に、古 いコラーゲ ンは分
解されるのですが、代謝が落ちる
と古 い コラーゲ ンが排出されず、
質 の悪 い コラーゲ ン へと変質 し、
肌 へ悪影響を及ぼす可能性があります。その
ほかにもパパイン酵素は、ポリフ ェノー ルや
イソチオシアネートなど の抗酸化物質を豊
富に含むため、肌の老化 の原因となる活性酵
素を除去してくれるアンチ エイジ ング効能
が期待できます。また、肌荒れや シミ、 シワ
など の肌トラブ ルの改善、予防をサポートし
てくれます。

木 の実です ので果物に分類されますが、パ
パイヤは熟せば フルーツ、熟す前は野菜とし
て食 べると いう のが特徴的 で面白 いですね。
皮は硬そうに見えますが、かぼちゃほどは硬
くはなく、包 丁で簡単 に切れま
す。果肉 は白く、切ると白 い乳
液状 の果汁が出てきます。 この
乳液が手に つくと、かぶれるこ
とがあるので肌が弱 い方 は注意
して下さ い。洗 い流すか、前も
って手袋をするようにしましょう。だ いた い
青パパイヤの状態 で４、５日しか持ちません。
その後は中が黄色く熟れていきます。気温が
高 い夏場は冷蔵保存 しましょう。
冷風と乾燥を防ぐために新聞紙に
包んで保存しましょう。
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揚げ物、煮物、炒め物、漬物、サラダ他、
青パパイヤで色 々な料理を作 ってみました。
その中で岡山 スタ ッフが 「
美味しい」と好評
だ ったレシピをご紹介 します。

１～２分程揚げ て下さ い。かき揚げは、き つ
ね色になるまで揚げ て下さ い。し っかり油を
き って完成です。
お好きな野菜、桜 エビ等と 一緒にかき揚げ
にするのも◎。付け塩は、青 のりと塩 のミ ッ
クスがお勧めです。

青パパイヤが熟れてしま ったら、好みの果
物、 ヨーグ ルトと混ぜて食 べるとか、ミキサ
ー でジ ュー スにす る のがお勧 め
です。柑橘系 の果物と混ぜるとサ
ッパリと いただけます。豆乳、バ
ナナを入れると、まろやかなジ ュ
ー スになります。
※お好みで蜂蜜、砂糖を入れるのも◎。

『
小暑』二十四節気 のひと つで、夏至から数
えて十五日目頃になり、七月七日頃にあたり
ます。梅雨が終わる頃で、集中豪雨に見舞わ
れることもありますが、梅雨が明けると暑さ
が次第に厳しくな っていきます。強 い日差し
と共に気温が 一気に上がる時期です。熱中症
などにかからな いよう、体 の中から気を配り、
暑 い夏に負けな い体を つくり、元気に今年も
乗り切りましょう。

お問合せ先
広島県福山市 株 アグリジ ャパン
☎０８４ ９９９ ６１５５

-

)(

パパイヤ料理レシピをお送り下さ い。抽選
で５名 の方に、パパイヤをプ レゼ ントします。
送り先は、８ページ のクイズ係と同じ住所に
お送り下さ い。お待ちしております
【
締切り】
平成 年 月末日 当日消印有効
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青パパイヤサラダ～ソムタム～

♣

青パパイヤの肉巻き
①青パパイヤを水洗 いし、皮をむ
き、半分に切 って種をとります。
※肌の弱 い方は手袋を！
②千切りにして、水にさらします。
※ シリシリ器を使うと便利 ですよ。
➂水をし っかり切 って、豚バラ肉 で青パパイ
ヤを巻き巻きし♬フライパンを火にかけ、肉
巻きを並 べて３分位でひ っくり返します。
④焦げ目が ついたら酒を入れ、みりん、醤油
を加え、蓋をします。
⑤ ３分ほど煮たら蓋を開け、水分を飛ばしな
がら、タレを絡めます。お好みで小 口ネギを
散らして完成 です。
今回は少し熟れた青パパイヤで作りました
が、甘味とコクが出て美味しいです。大葉を 一
緒に巻くのもお勧めです。

１６０
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パパイヤの天ぷら・
かき揚げ

１００

♣

【
材料】青パパイヤ、プチト マト、インゲ ン、
桜 エビ、ピーナ ッツ
【
ソー ス】粉唐辛子、 スイートチリソー ス、
ニン ニク、 レモン汁、ナンプラー、砂糖
①青パパイヤを千切りにして水にさらす。
いんげんは軽く湯がし、食 べやす い長さに切
ります。プチト マトは半分に切
ります。
② ニン ニクをすり鉢に入れて潰
し、砂糖、 レモン汁、ナ ンプラ
ー、 スイートチリソー ス、粉唐
辛子を加えて混ぜます。
➂ ソー スと野菜を和え、仕上げ
に、少し砕 いたピーナ ッツと、
桜 エビを散らして完成 です。
調味料 の分量はお好みで！
青 パパイヤを使用すること でシャキシャ
キとした食感を楽しめるサラダ。酸味と、ピ
リ ッと した辛味が絶妙なバラ ンスで食欲を
そそります。これから の季節にもぴ ったりの
タイ の代表料理です。とても美味 しいです。
皆さんも是非、食 べてみて下さ い。

7

♣

①半分を ５ミリ位にスライ スし、
もう半分は千切りにし、それぞれ
水にさらします。
②今回は コツのいらな い天ぷら粉
を使 います。
※
ｇの天ぷら粉に対して ㏄の水。
➂ スライ スはすぐに浮き上がりますが、
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クロスワードパズルにチャレンジ

【【【【
第第第第 号号号号のののの答答答答ええええ】】】】
たくさんのご応募あ
りがとうござ いました。
第 号の答えは『
すい
せん』
でした。皆さんい
かがでしたか？
【【【【
当選者のののの発表】】】】
・広島市 向井様 ・広島市 濱中様
・岡山市 山本様 ・横浜市 大倉様
・東温市 林様

107

以上 名様、ご当選おめでと
うござ います 当 選さ れた
方には 「
ジ ェフグ ルメカード」
をお送りしました。
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ヒントを元に、マスに言葉を当てはめてく
ださい！
赤枠に入る文字を並べて出来る
文字の言葉はなんでしょう ？

(

月末日 当日消印有効

!!

ヒント★これから益 々暑くなりますね。

諸経費の内、人の労働に対して支払わ
れる経費。
供給の対義語。
【
よこのカギ】
反り返った幅広の刀身に長い柄をつけ
た武器。人や馬をなぎ倒すのに使った。
値打ちのある金属で、非常に重い。元素
記号は 。
現地や現場に行って、実際の状況を見
極める事。
自動車や鉄道車両の車体に水をかけて
洗う事。
炊事、洗濯。家の仕事の事。
出来事。もめ事。
大学等で専門の学問 ・
技術を
教え、またその研究に従事する職。
前もって必要な費用を見積もる事。ま
た、その費用。○○○案。
エアコン・
扇風機で室内調整。
赤枠の文字を並べて出来た 文字の言葉
を記入して下記宛先までご応募ください。
正解された方の中から抽選で豪華景品を
ご用意しておりますのでお楽しみに！
年
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【
締切り】
平成
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9
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！！

【
たてのカギ】
疑って問う事。疑わしい事。「
○○○点」
自分以外の人。他の人。
何かを始める手掛り。動機。チャンス。
先に来ているお客。
おみくじの吉凶の 一つ。
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