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うのが人情というものです。自分では気づ
かない内に相手に嫌な思いをさせている事
もあります。そうした事を 一つ一つ振り返
ってみて、自分の悪い所を変えていく。そう
や って自分を変えていくと周囲の人達の態
度も変わっていくものです。環境という の
は、自分の心がけや努力次第で変わるので
す。人間の心は環境からも影響を受けま
すし、同時に影響を与える事ができます。
仏教では地獄や極楽を説きますが、地獄
とか極楽といっても、どこかに別世界があ
る訳ではありません。自分の心の状態が、
そのまま環境に映し出されます。毎 日借
金取りに追われている人が味わう精神的
苦痛は、まさに地獄のような苦しみと言っ
てもいいでしょう。心が鬱 々として落ち 込
んでいる時は、周りの何を見ても 楽 しくな
いし面白くもないでしょう。人が楽しそう
に笑っているのを見ると憎たらしく思えて
しまう事もあるでしょう。反対に、何もか
もうまくいって幸せの絶頂にある時は、周
りの世界がバラ色に見えるのです。何を見
ても楽しいし、何をしても心が弾んできま
す。つまり、心の状態によって、周りが地獄
に見えたり、極楽にも見えるのです。

太陽の会

る訳ではありません。
環境のせいにして努力しなければ、あなた
の人生は 〝
負け犬〟で終わってしまうでし
ょう。
どんなに厳しい環境にあっても、それを克
服しようとする努力をするところに活路
は見いだせます。「
ピンチの後にチャンスあ
り」
と言われるように逆境に負けなければ
大きな飛躍が期待できます。
●挨拶やややや表情 一一一一つつつつでででで運命はははは変変変変わり始始始始める
環境が悪いと嘆いてばかりいるのではなく、
少しでもそれを変えていこうという前向き
な姿勢を持って欲しいのです。環境を変え
るには色 々方法があるでしょうが、もっと
も大事なのは自分を変える事ではないでし
ょうか。
例えば、会社での人間関係が悪く、上司
や 同僚があなたに冷たく当たるとしまし
ょう。そんな場合、周囲の人達にも原因は
あるでしょうが、あなたの方にも根本的な
原因がある事が多いものです。一つの例を
あげれば、いつも苦虫をかみつぶしたよう
な不機嫌な顔をしていたら、相手からはい
い印象はもたれません。「
おはよう」
と声を
かけられても、ブスッとして返事もしなけ
れば、「
もう 二度と挨拶するものか」
と思
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物事がうまくいかない時は
自分を変える事を考える
～環境というものは、自分の心の在り方によ
って変化するものである。心が汚れていれば環
境も濁ってしまう。又、心は環境によって変化
する。環境が穏やかな時は心も朗らかになる。
心と環境は互いに影響し合っているものであり、
そこに人としての奥深い生き方があるのだ。～
『
遍照発揮性霊集』
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●なんでも世世世世のののの中中中中のせいにしていないか
私達は、仕事にしても人生にしても、何
かうまくいかない事があると、つい社会や
他人のせいにしがちです。世の中が不景気
だから仕事がなくて困っている、出世でき
ないのは自分の能力を正しく評価しない上
司のせいだ、子供の成績が悪いのは学校が
よくないから ・・
・
等と、グチや 文句をこぼ
します。確かに、景気の悪い今の日本を見
れば、一生懸命頑張っているのに報われな
いという事もあるでしょう。個 人の力では
どうしようもできない事があるのも事実で
す。だからといって、社会が悪い、環境が悪
いと嘆いても、自分を取り巻く状況が変わ
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平成 30 年 11 月 17 日(土）

供養祭のご報告

児島太陽霊園
井原太陽霊園

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。
「
自然、食、歴史、旅」
シニア世代にとっ
て、魅力あるテーマだと思います。会報
は、そのポイントを押さえていて、流 石
です。
お褒めいただき恐縮です。これからも
皆様のお役に立てるような情報を掲載
していけるように頑張ります。
初めて応募です。これからの会報楽し
みにしています。
初めてのご応募ありがとうございます。
今後もご応募お待ちしております。
毎回クロスワードパズルを楽しみにして、
チャレンジしています。ワクワクしなが
ら、でも答えがそこまで分かっているの
に出てこない等、結構脳トレさせて貰っ
ています。
有難うございます。楽しみにしていると
ご意見を多く頂いております。出題を
考える生みの苦しみも、皆さんのご意
見で癒されます。
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太陽のののの塔高 天原のののの
餅餅餅餅つき大会ののののごごごご報告
太陽の塔高天原で行う 「
餅つき大会」
が、
平成 三十年十 二月 一日 土）に晴 天の下、
盛大に行われました。
このイベントは、「
師走」
と呼ばれる 一年の
最後の月に、会員の皆様、地元の方 々へ
の感
謝の気持ちを込めて、平成 二十六年から行
っていますが、今回は、総来場者数が、四百
名を超え、今迄で最多となりました。
十時半開始予定の告知をしていたのです
が、十時の時点で来場者数が既に二百名程
になり、急遽繰り上げての開始となりまし
た。
スタッフは、前 日から準備を行い、当 日は、
六時半から餅つきの準備を始めて、あん餅、
おしるこ、きな粉餅、大根餅、豚汁を用意
しました。来場者が多く、お餅が間に合わ
ないのでは、ひやひやしな
がら次 から次 へ
と餅 つき
を行い、一つ一つ心を込め
て丸めました。小さ いお
子さんや高齢 の方も餅 つ
きに参加して頂き、皆様

にも楽しんで頂きました。参加して頂いた
皆様、誠にありがとうご
ざいました。
会場では、中学生以下の
子供さん対象の「
お菓子の
詰め放題」
やジャンケン大
会も大変な盛り上がりを
見せました。
今 回は、行政書 士法 人の方に来て頂き
「
終活」
についてのイベントを行ったところ、
相談の方も多く、大変好評でした。
さて今回は、昔からなぜ餅つきをするの
かについて述べましょう。これには二つの意
味があります。一つは、鏡餅を準備する意
味で、新年の神様である 「
歳神様」
を お迎
えして、「
今年 一年が幸せでありますよう
に」
とお祈りする為です。そして、歳神様
がお正月の間に落ち着く居場所が鏡餅で
す。奈良時代には神社に鏡餅がお供えさ
れていたようです。
二つ目は、お雑煮にいれる餅を作るとい
う意味です。このお餅の由来は稲作農家の
食文化に有ると言われています。民間に広
く普及していた文化で、農家では、お祝い
事の度に餅 つきをしていました。お餅には

神様からの魂が宿り、生命力が与えられ
ると言い伝えられています。昔の農家のお
年玉はお金ではなくて、丸いお餅を振る舞
っていたのです。神様からの魂 お年魂 ＝お
年玉）
をいただく料理がお正月に私たちが
今でも食べるお雑煮なのです。
次回の餅 つき大会にも、皆さんのご来場
をお待ちしております。

(

西日本豪雨による
義援金のご報告

昨年の西日本豪雨により、被害を受けた
太陽霊園の修復 工事に伴い、皆様に義援
金をお願いしていました所、多くの方から
ご支援を頂き、誠にありがとうござ いま
した。一月末現在、総額十九 万二百九十
二円の寄付金を頂戴いたしました。皆様か
らの温かいご支援に、心より感謝申し上げ
ます。お預かりした義援金につきましては、
災害復旧工事に使わせていただきます。尚、
義援金 の受付を、３月末 日まで受付期間
を延長することにしました。
今後とも皆様 のご支援 ・ ご協
力を賜りますようよろしく
お願いいたします。
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最近のお墓事情とととと墓終いについて
最近、墓終いという言葉をよく耳にしま
すが、みなさんはご存知ですか？
墓終いとは、永代供養先に移
をすることです。
転 改葬）
墓終いを考える方 の理由と
しては様 々ありますが、理由
として多いのは、
①後見人が近くにいない。
②お墓のある場所が不便、または遠い。
③墓地の管理をすることが難しい
などです。
①については、子供が仕事で県外に行き、
そのまま帰って来なくなる。又は 一人娘
で結婚して遠くに行ってしまうという場
合です。
②については、昔に作られた墓地は山の中
にあることが多く、車で近くまで行けな
いとか、階段が多い為、高齢 の方には不
便なことが多いようです。
③については、近くに墓地があっても身体
が不自由になり墓地まで行けない。墓
地の管理料の支払いができないなどが理
由です。

結果、お参りのしやすい墓所に移転 改
葬）
する。またはお墓を処分して永代供養
する方が増えて
のできる場所へ
移転 改葬）
います。
又最近の埋葬の形は、昔ながらの墓地に
加え、今話題の樹木葬墓園、納骨堂、永代
供養塔等があります。
樹木葬の良い所は、お墓に近い感覚でお
参りができる、金額が安い、管理料が要ら
ない等があります。自然に還るという考え
で、桜の木の下で眠れるというイメージが
女性に人気があります。先 日亡くなられ
た女優 の市原悦 子さんが、樹木葬墓地に
埋葬されたことは知られていますね。
納骨堂の良い所は、建物内にあるので天
候に関係なく、どんな季節でもお参りし
やすいという事です。
永代供養塔の良い所は価格が安い、管理料
が要らない、跡を見る心配もなく、管理も
要らないという事です。
墓終いについては、最初に説明しましたよ
うに、今の墓地から永代供養のできる場所
をする事ですが、その改葬を
に移転 改葬）
するには、役所で手続きをする必要があ
ります 。改葬 手続きにつきましては、墓

(

(

(

地・
埋葬等に関する法律 墓埋法）
第２章に
定められており、自分の家のお墓であって
も自由に遺骨を持ちだしたり、他の墓地
に移したりする事が出来ません。
手続きにつきましては、現在納骨されてい
る墓地のある市 町村役場で手続きをしま
す。基本的な流れとしましては、
一．移転先の墳墓 墓地）の管理者から、
受け入れ証明書を発行してもらう。
二．現在の墳墓 墓地）の管理者から、埋葬
証明書を発行してもらう 。
三．現在の墳墓 墓地）のある市町村役場に、
改葬許可申請書と受入証明書、埋葬
証明書を添付して申請し、「
改葬許可
証」
を発行してもらう。
四．現在の墳墓 墓地）から、遺骨を取り出
す。抜魂法要を行う）
五．移転先 の墳墓 墓地及び供養塔）の管
理者に「
改葬許可証」
を提出し、遺骨
を納める。
改葬手続きに必要な書類
は、各市町村役場によって、
違いがあります。改葬を
行う時は、市 町村役場で
ご確認ください。
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御朱印巡りりりり編編編編
最近、老若男女問わず『御朱印巡り』
を
楽しんでいると聞くけど、皆さんもご存知
だろうね。御朱印 ごしゅいん とは、神社
や お寺をお参りした証として頂く印状の
ようなも のだよ。元 々は般若心経等 のお
経を書き写して納め、その
証 明と して頂いていたのが
『
御朱印』
だったんだよ。お経
を納めて御朱印を頂くから
御朱印を『
納経印』
とも言う
んだね。今でも 一部 のお寺
では「
納経しないと御朱印を
頂けない」
場所もあるそうだよ。
御朱印集めの始めとされているのが、日
本最古の巡礼である西国三十三カ所巡り。
江戸時代に庶民の間で巡礼ついでの旅がブ
ームとなり、御朱印もこの時に庶民に広く
広まったようだね。
御朱印を頂くには、まず御朱印帳を準
備しなくちゃいけない。御朱印帳は御朱印
を集める為の専用の帳面のようなものだね。

御朱印はスタンプではないのでノートやパン
フレットの白紙部分になんて頂けないよ。
御朱印帳は神社や お寺でも買えるけど、
最近では大きな文具屋さんやネ ットでも
購 入できるサイトがあるそうなのでたく
さんの中から自分の好みのものを探すのも
楽しいと思うよ。
ただね、参拝した時に神社や お寺でついで
に御朱印帳を買おうと思 っても、御朱印
帳の扱いがない所も沢山あるし、また参拝
客が多い時は、買う のに時間が掛かったり
するから、予め買って持 って行 った方が安
心だと思うよ。
神社仏閣にお参りに行ったら、先に参拝
を済ませてから、御朱印を頂きに行かない
といけないよ。なぜ って？参拝した証だろ
う ？参拝もしないのに先に証をくださいっ
て流 石に神様、仏様に失
礼だろう よ。御朱 印は、
神社では『
授与所』
、『
社務
所』、お寺 の場合は『納経
所』『
寺務所』
などで頂けるよ。最近は、看
板があるから心配いらないけどね。御朱印
をお願いする時は、御朱印帳の書いてほし
いページを開いて渡した方がいいよ。だって、

書いて頂くんだからすぐ
書 いていただけるよう に
手間を省かなくちゃね。
書いて頂く御朱印代金は
大体、三百円もしくは五
百円くらいが 一般だと思
うよ。大体は授与所などで明示してある
と思うけど、たまに 「
金額はお気持ちで」
という場合もある。その場合も三百円、も
しくは五百円程度で問題ないと思うね。マ
ナーとして小銭を予め用意をしておいたほ
うがいいよ。御朱印を頂く時は、『お釣り
がでないようにするのが基本』
とされてい
るからだよ。御朱印を頂きたいという参拝
客が多い所では、お釣りを出したりする余
裕もない事があるからね。また、通常は御
朱印を授与しているお寺、神社でも多忙な
時間や、法要 ・
祈祷などの行事がある時は
頂けない場合があるからね、行く前に確
認しておいた方がいいかも知れないねえ。
そんな時も 「
せっかく来たのだから御朱印
を。」
等と無 理にお願いするのは辞めよう
ね。頂けなかったら、それもご縁。また日
にちを改めてご挨拶が出来るくらいの気
持ちで御朱印集めを楽しんでみてごらん。
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備後西国三十三観音霊場
第第第第十 一番番番番 龍華寺
広島県世羅郡世羅町甲山 一五二
八二二年、弘法大師 の開基 で、本尊 は
大師 の作と伝えられています。本尊 は重
要文化財に指定されて
いる十 一面観音 二躯。
また、龍華寺周辺の
山 一帯を森林公園とし
て整備してあり、春は
桜、秋は紅葉と年間を
通じて訪れる者 の目を
楽 しませてくれます。
第第第第十十十十二二二二番番番番 善昌寺寺寺寺
広島県府中市上下町上下三四 一
一三 二五年、鎌倉 幕府
地頭職、藤原景宗公が大
旦那となり臨済宗法燈派
の高僧、後村上天皇帝師
を開山始祖として創建し
た古刹です。
一四五六年、曹洞宗の傑
僧、関叟梵機和尚が曹洞
宗に改め、足利幕府地頭

職、長谷部 元信 公 一族の絶大な外護によ
り諸堂伽藍を再興して現在に至った由緒
ある寺です。一五六 一年本堂再建に際し、
本堂 の内縁は鴬 張りの廊 下とな っていま
す。
第第第第十十十十三三三三番番番番 龍興寺寺寺寺
広島県庄原市総領町上下 一〇九二
七 二九～ 七四八年、行
基菩薩が当地に桑の大樹
があるのを奇として自ら
観音大士の尊像を彫刻せ
られたのが、現在 のご 本
尊で秘仏雷除観音像とし
て有 名です。伽藍 の大修
理を行い秘仏三十三年相
当を期として鎌倉建長寺
大覚禅師請じて開扉したところ五色 の雲
天を覆ったため『五雲山龍興寺』
と称しま
した。永井氏長州に移封の後曹洞宗仏蓋
禅師を開山とし四世 一線禅師の時、寛永
年中卍禅師当寺で剃髪の記念に植えた松
の古木があります。
第第第第十十十十四四四四番番番番 大慈寺寺寺寺
広島県三次市吉舎町吉舎 一〇九四
一四二 一年、領主和智信濃守氏実が創

建し、三原仏通寺開創愚中周及の高弟宗
綱を迎えて開山しまし
た。寺宝として『
保延四
年 一一三八年 正月 二
十三日執筆、書写山僧
良範』と記された紙本
墨書 の大般若教や 、開
基和智氏実頂相 一幅な
どがあります。
第第第第十十十十五五五五番番番番 正興寺寺寺寺
広島県三次市吉舎町矢野地八六九
開山眼岩和尚 の遷化は、後堀河天皇の
一二二九年三月十五日
で、地方有数 の古刹と
言われていますが、開
基などの 一切の縁起は
不明です。一六五八年、
賊 の放火にあい、山門
を残して全部焼失し古
書、記録なども全て失
われました。明治維新前後 の無柱 の時に
山林、田畑も殆ど失い、現在は小堂宇と僅
かな寺産を有す るのみとな っ
ています。
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「
植物性乳酸菌」がたっぷりとれる甘酒
昔から日本人 の健康を守 ってきた食材。
味噌、醤油、漬物などは腸を元気にする
植物性乳酸菌を豊富に含んでいます。「
乳
酸菌」と いえば、 ヨーグ ルトやチーズを
思 い浮かべますが、動物由来 の食品 の中
で生きている物は 「
動物性乳酸菌」、 一
方 で、漬け物や味噌、甘酒等
植物由来 の食品 の中で生きて
いる物を 「
植物性乳酸菌」と
言 います。大きな特徴は、胃
や腸 の中に入 っても、胃液や
腸液等 で死滅する事なく、生
きて大腸迄届く力が強 いと い
う事 です。 「
植物性乳酸菌」がた っぷり
とれる甘酒は、ビタミンや アミノ酸が豊
富な上、麹由来 の植物性乳酸菌がた っぷ
りです。起源は古墳時代に遡り、米麹を
混ぜ て 度位 の温度 で保温し、一晩程度
おくだけで出来る為、古くは 一夜 ひと
よ 酒とも呼ばれていたそうです。
飲む点滴といわれる甘酒は整腸作用も大
)

富に含まれており、疲労回復にはも って
こいの飲み物です。また、 〝
麹菌〟は善
玉菌 のえさにな ってくれるので、免疫活
動を活性化させて免疫力を高める効果も
あります。
健康効果２２２２ 熱中症予防に最適
熱 中症 を 予防 す るには
あたり
～
のナトリウ ムが含 まれる飲
み物が適していると言われています。甘
酒 のナトリウム量は、
あ
たり約
㎎です。水分と塩分が
バランスよく配合されている甘
酒は熱中症予防に適した飲み物
と いえるでしょう。疲労回復効
果で夏バテ防止にもなり、夏を
元気に過ごす為にぴ ったりです。
適切な量とは
甘酒は健康的な飲み物 ですが、 一日に
どれだけ飲んでも良 いと いう訳ではあり
ません。 １回あたり、 ～
おち
ょこ 杯～ コップ 杯分 程度が適量
と いわれています。また、糖分 の摂りす
ぎを防ぐ為にも、 日に飲む量は
程度が良 いでしょう。実は甘酒は糖質が
高 い飲み物です。
糖質が高 いと いう事は、
血糖値が高 い高血糖 の方は要注意 です。
甘酒は手作りが最も効果的
手作りで作られた甘酒を生甘酒と言 い
ます。

(

健康効果１１１１ 点滴と同じ成分で疲労回復

60

(

甘酒に含まれる 〝
麹菌〟は栄養 の消化
吸収を助ける働きがあるので、効率よく
栄養を吸収し、 エネ ルギーに変換する事
ができます。酵素がお米を分解 してでき
る成分に点滴と同じ成分 のブドウ糖、ビ
タミンＢ群や ミネラル、アミノ酸等が豊

200
ml

100
ml

100
ml

50

120
ml

出来立ての生甘酒は米麹 の成分が最も多
く生きていて、体に活動 のエネ ルギー源
として吸収されます。甘酒で最も大切な
のは菌 の力です。賞味期限を長持ちさせ
る為に殺菌 ・消毒されている市販品では
甘酒 の菌 の力を取り入れる事は中 々でき
ません。
甘酒 の力を最大限に生かした い場合は、
手作りが 一番です。麹 の香りがあるも の
の、癖が少な い甘酒は、砂糖やみりんの
代わりとして料理に使う のもお勧めです。
甘酒の保管と火入れについて
生 の甘酒は、麹菌 の酵素が生きている
一方、雑菌や腐敗菌が繁殖する事があり
ます。
生甘酒が持 つ酵素等はなくな ってしま い
ますが、甘酒を加熱する事 で、雑菌 の繁
殖を抑え、保管期限を長くする事ができ
ます。火入れをする事で、冷蔵保存 で約
週間から ヶ月程度 の保存
ができます。作りすぎ てしま っ
た時にはお勧め の保存方法です。
①甘酒を鍋に入れて中火で加熱
する。
② 度程度 にな るま で温めた
ら、沸騰させずによく混ぜる。
③ 一煮立ちしたら火を止め、 ℃程度を
分位キープする。
是非、甘酒を楽 しんでみて下さ い。
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クロスワードパズルにチャレンジ
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 ？
ヒント★遠山の金さん。

都会と違って静かで自然も多い。
すぐ頭にくる性格。
口で空気を吸ったり吐いたりする事。
出雲神話の「
○○○の白うさぎ」
。
色素の抜けた髪の毛。
魚の 一種。○の頭も信心から。
物事を考えたり判断したりす
る範囲。「
○○の狭い人」
。
【
よこのカギ】
武将が頭に被る防具。
コレでステーキを切る。
有名人が色紙に書く。
日本語表記に用いられる音節文字の 一つ。

年

海の軟体生物。
これまでに前例のない○○○○を成し
遂げる。
鴨居の真下にある。
使い捨ての箸。
音楽を演奏する人。楽人。
光の無い状態の事。
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！
【
締切り】
平成

(

月末日 当日消印有効）

【【【【
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『
ゆきおこし』
でし
た。皆さんいかがでし
たか？
【【【【
当選者のののの発表】】】】
・
岡山市 滝村様 ・
倉敷市 亀岡様
・
広島市 立山様 ・
松山市 越智様
・
広島県安芸郡 細原様
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「
ハンディーアイロ
ン＆スチーマー」
をお送りしました。
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15 13 12 11 9 8 6

太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。

6

！！

【
たてのカギ】
ざ んぎ り頭を 叩けば文明○○○の音
がする？
ニワトリの頭にある。
インドカレーの相棒。
前 日にお酒を飲み過ぎて、頭が
ガンガン。
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