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住職インタビュー

「お盆を迎える」
夏の風物詩とも言われるお盆の行事は、お彼岸と並び日本
に古くから定着している仏教行事。
地方によっての違いはありますが、迎え火、送り火や精霊
棚のお飾り、ナスやきゅうりで作った精霊馬など独特の文化
を感じるものとも言えます。皆さんは、どのようにお盆を迎
えますか？ 丹羽住職にお盆についてお話しを伺いました。

今は亡き人を身近に感じるお盆

問 お盆とは、仏教では、精霊棚を飾り先祖の魂を迎え

るという仏教行事ですが、忙しく働く社会人としては夏

期休暇のイメージで、自宅に仏壇がないとご先祖を迎え

だんだんとそうなってきていますね。お盆の目的

ると考えるより連休で旅行に出るという方も多そうです
ね。
住職

は、ご先祖様の追善供養の意味合いが強く、以前もお話

しした事があると思いますが、この辺りでは、古くから

ある農家などでは、仏壇とは別に精霊棚を作ってそこに

ご先祖様のお位牌を並べ、小さなお膳をこしらえるんで

す。それが、帰ってくるご先祖様をお迎えするおもてな

しのお膳になるのだけれど、そんな風にできる家もだい

ぶ少なくなってしまいました。

問 生活スタイルが変わって昔と同じようにするという

のは難しいのかもしれませんね。迎え火や送り火を焚く

のもマンション暮らしではできませんし…。私が子ども

の頃のお盆行事では、迎え火を焚いて表通りの角まで、

祖父と一緒に盆提灯を下げて亡き人をお出迎えに出たの

を覚えています。今はいない人をそこに居るように振舞

う事が何だか不思議な光景でしたが今は懐かしく、いい

自分が大切に思う亡くなった方を身近に感じる事

思い出として残っています。
住職
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ないでしょうか。

ができるのもお盆のあり方の一つでは
ですね。

このお経は偽経といわれるものだそう

盆経」というお経によるものですが、

受け継がれてきたのでしょう。

心とお盆の行事が結びついて今日まで

化があったので、その先祖を供養する

接した事のある父母や祖父母を思い描

は、ごく近い、実際に顔を知っていて

と伺いましたが、先祖代々と言うより

る正式なお経を真経と言うのです。

言い、それに対してインドに原典があ

や日本で作られたお経のことを偽経と

住職 はい。インドに原典がなく中国

住職 そうですね。八月には合同新盆

の季節なのかもしれませんね。

と改めて考えることができるのがお盆

なぜ私たちは、先祖供養をするのか？

問

今は亡き大切な人を思い、また、

くとおっしゃっている方がいました。

問 偽というと何だかあまり良くない

供養を西願寺本堂でお勤めしますので、

問 お盆は、ご先祖の追善供養の行事

住職 そうですか、それは、どちらか

イメージに聞こえてしまいますね。

新盆を迎える方は、こちらにも是非参

れ、庶民にもやさしく仏教を手ほどき

やすい教典を…。という目的でつくら

備をしたいと思います。本日はありが

にお飾りの意味を教えながらお盆の準

もしれませんが、今年は、子どもたち

問 大きな精霊棚を飾るのは難しいか

列して頂きたいと思います。

する役割を果たしたのですよ。盂蘭盆

とうございました。

しかし、偽経は一般の人々にもわかり

住職 （笑）そうかもしれませんね。

というとお彼岸は、我々がお墓参りに
行くというイメージで、お盆は、ご先
祖様が家に帰ってくるという考え方か
ら、共に暮らしたという思いが強い人

経は、家族・父母を大切にするという

住職 仏教、儒教にとらわれず、日本

さま」として一緒に礼拝していますね。

を思い描くのでしょうね。

中国の儒教の教えに沿って中国で作ら
れたお経の一つと言われています。
問 仏壇も、ご本尊は仏教ですが、お

先祖を供養する心が
盂蘭盆会の意味

では、仏教伝来以前から先祖祭祀の文

位牌は儒教に由来するものだそうです

問 話しは変わりますが、お盆の行事

ね。でも、私たちは特に意識せず「仏

の由来となっているのは、「仏説盂蘭
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シリーズ浄土宗

「倶会一処」とは
浄土宗のお墓を見ると、墓碑の正面に「南
無阿弥陀仏」や「倶会一処」と刻まれてい
るのを目にすることがあります。この「倶
会一処」とはどのような言葉なのでしょう
か。

倶会一処とは、浄土宗が拠りどころとしている『浄土三部経』の一つ「仏
説阿弥陀経」に出てくる言葉です。
阿弥陀経の中には「舎利佛、衆生 聞かん者、応当に願を発しかの国に生
まれんとす願ずべし。所以は何、か のごとき諸上善人と倶に一処に会する
ことを得ればなり。」という一説があり、その「倶に一処に会する」とい
うことを「倶会一処」という言葉で表しているのです。
その意味は、私たちがこの世の 縁が尽きたとき、阿弥陀如来のお働きに
よって、お浄土で会える、今度は 同じ仏さまと成らせていただいて会える
ことを示しています。
同じ仏として会えるとはどういうことなのでしょうか。 私たちは生活
の中でいろいろな人に出会います。 その中には好きな人もいれば、嫌いな
人もいるでしょう。しかし、深く考 えてみると、それは人を自分の物差し
で計りながらの生活ではないでし ょうか。他を傷つけ、自らを損ない、自
分の物差しが間違っているかどうか も分からない中で、あくまでも自らが
正しいと思いながら毎日を送って いる私たちです。同じ仏として会えると
いうことは、互いに命を尊重しあえ る、いのちが輝きあう存在になること
です。憎しみも無ければ、傷付けあ うこともない世界で、懐かしい方と出
会えるということです。それを「倶 会一処」お浄土（清らかな世界）で会
うというのです。

浄土三部経
仏説無量寿経 阿弥陀如来が、四十八願を発して「南無阿弥陀仏」の
悟りを開かれるさまを詳しく説かれています。
仏説観無量寿経 印度の国、王舎城の頻婆娑羅王の皇后韋堤希夫人を
主人公に、弥陀の本願のありさまを示して、私たち凡夫の救われゆく
教えが説かれてあります。
仏説阿弥陀経 阿弥陀如来の極楽浄土の荘厳と功徳が説かれています。
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浄土宗実践教室

お墓の承継Ⅰ
遺産相続と違いお墓の相続には、厳
密な規定はありません。
新民法の祭祀条例では八九六条に、
「系譜、祭具及び墳墓の所有権は前条
（遺産相続について）の規定にかかわ
らず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰
すべき者があるときは、前項の権利を
承継すべき者は家庭裁判所がこれを定
める」と規定されています。では、実
際にどういうことなのでしょうか？
お墓の承継は墓地使用権者となり、
たいていの場合は一人です。承継の手
続きがすむと、その人が新しい「墓地
使用者」となり、お寺や霊園に管理費
を支払う義務があります。
また「祖先の祭祀を主宰する者」は、
墓碑や葬儀、法要などの施主になるこ
ともあり、承継者は、お墓と一緒に仏
壇など（祭具）も承継することになり
ます。
お寺の墓地の場合は、墓地の使用権
の承継と同時に承継した人が檀家の立
場も引き継ぐことになります。

血縁がなくても承継できるか？
基本的には×
都立霊園の場合、お墓の承継は「６
親等内の血族、三親等以内の姻族に限
られる」という規定があります。そし
て、一般の民間霊園でもその規定に準
じているところが多いようです。
承継の手続き
遺産相続とは違い、お墓を承継した
ということで、特に複雑な手続きの必
要はありません。承継の届出が必要に
なるのは、墓地の管理者に対してです。
つまり、「永代使用承諾書」の名義変
更の届出を墓地の管理者に出せば手続
きは終了となります。
お墓の承継者を指定する場合
指定の手続きは口頭でも書面でも遺
言でもよいことになっていますが、書
面か遺言のほうが確実性が高いので安
心といえます。手続きは公証人役場で
行う必要があり、遺言の場合は「遺言
者は先祖の祭祀を主宰すべき者として
○○○○を指定する」というように書
きます。法律用語ではお墓を継ぐこと
を先祖の祭祀を主宰するといいます。

お墓の税金

お墓は非課税です。したがって、家
や土地などの不動産を買ったり相続し
たりする場合にかかる不動産取得税、
固定資産税、相続税などもお墓にはか
かりません。
お墓の持ち主がお墓に対して持つ権
利は墓地の永代使用権と、墓石や納骨
棺の所有権。墓地やお墓そのものに対
して所有権があるわけではないので、
不動産でも固定資産でもないのです。
承継者が相続する権利も、所有権では
なく使用権なので相続税もかかりませ
ん。
また、お墓だけでなく仏壇や祭具な
どの礼拝物も相続税の対象にはなりま
せん。
（
『相続税法』第十二条相続税の
非課税財産）
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■西願寺大施餓鬼会法要のご案内■

先祖追福のために、
また一切の生物の霊を慰め、
あわせて自分自身の福徳延寿を願う法要であるお
施餓鬼は、年に一度の大供養法要ですので、万障
お繰り合わせのうえ、ご出席ご参詣いただき御仏
前にご焼香供養ください。
日時

場所

平成29年８月18日（金）
13時よりパネルシアター
「絵で見るカンタン仏教法話」
上演 内田義之 上人
（東京教区 霊山寺）
14時より法要
西願寺本堂

暮らしの中の

仏 教 語 「ないしょ」
【たっしゃ】

「このことは誰にもないしょヨ！」なんてそっと
打ち明けられたことってありますよね？ この「な
いしょ」という言葉、漢字で書くと内証とも内緒と
も書きます。もともとは仏教語の「内証（ないしょ
う）」が転じた言葉なのです。自らの心のうちで真
理を悟ることを意味するサンスクリット語の漢訳で
「自内証」とも言います。その意味が転じて、外か
ら知ることができない秘密の事柄をさすようにな
り、内輪の秘密の意味になったのだとか…。それで
「一緒に」という「緒」が当てられたのが内緒なの
だそうです。
「秘密ね」と言われるより「ないしょね」
と言われる方がなんと
なく親しみを持ってし
まうのは私だけでしょ
うか？
「ないしょ ないし
ょ ないしょ話しはあ
のねのね〜」

●お施餓鬼
施餓鬼会は、「救抜焰口餓鬼
陀羅尼経」というお経に説かれ
た阿難尊者の話しに由来してい
ます。
施餓鬼棚に「三界万霊牌」や
初盆の戒名を記した位牌を置
き、浄水や食物を供え、五如来
の「施餓鬼幡」を立てて法要を
営むのが習わしです。
◆◆◆
今年の大施餓鬼会法要では新しい
試みとして、浄土宗大本山増上寺
法務部 東京教区 霊山寺 副住職
内田義之上人をお招きして、パネ
ルシアター「絵で見るカンタン仏
教法話」を上演致します。
◆◆◆
パネルシアターとは
1973年に浄土宗西光寺の住
職、古宇田亮順によって創案さ
れたものでネル生地（パネル布）
を舞台にして、不織布に描かれ
た絵や文字をお話しに合わせて
貼り付けたり外したりしながら
絵話が繰り広げられる日本生ま
れの人形劇です。
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掲 示 板
◆お盆会／合同新盆供養のご案内◆

日時
場所

平成29年８月６日（日）10時〜
西願寺本堂

西願寺別時念佛会のご案内
こころの安らぎともなるお念佛をご
一緒にお唱えしませんか？
日時／毎月25日
18時より
場所／西願寺本堂

各行事の参加申込・お問合せは
西願寺までご連絡ください

TEL. 048-925-1723
FAX. 048-925-1789

■参加申込について
事前にご連絡をお願い致します。
当日でも大丈夫です。
お気軽にご参加ください。
※当日灯明料をご奉納願います。

Q&A
編集部では皆さまからのお便りを募集しております。仏事の疑問や

■お便り募集■

悩みごと、身近なできごとや日頃感じていること、川柳など、どう

ぞお気軽にお寄せください。

西願寺・彩の都メモリアルパーク通信「さんが」編集部

◆イオ株式会社

： info@io-co.net
Mail

東京都千代田区飯田橋四‐七‐十一 カクタス飯田橋ビル７Ｆ

ＦＡＸ ０３（３２６５）１３９２

次号は平成二十九年九月発行予定の「秋のお彼岸号」です。

■次号予告
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通夜や葬儀の日取りは一般的にはいつにする
べきなのでしょうか？ また、大安や友引の
日でもいいのでしょうか？

Q

法律では、死後24時間以上経たないと火葬
（埋葬）はできないと定められています。で
すから亡くなられた当日や翌日に通夜、翌々日に葬
儀・告別式・火葬を行うのが一般的です。しかし、
連絡や会場の手配など様々な準備や火葬場の予約状
況等によって日取りが延びることもあります。
また、大安や友引など「六曜」の考えは中国で生ま
れたものと言われ、各六曜ごとに吉凶、運勢が定め
られています。賭け事など勝負に関
する内容が多く含まれており、仏教
とは全く関係がなく、大安でも友引
でも葬儀を行うことはできますが、
実際には、火葬場の多くが友引を
休みにしているなどの理由で告別
式は行わないことが多いようです。

A

◆編集後記◆

西願寺

そろそろ風鈴の音色が聞きたくなる季節ですね。と
は言いつつ今年も夏日と言われる日は随分早い時期か
ら天気予報の中に登場していたような…。何はともあ
れ、暦の上での夏はこれからが本番！ 元気に暑さを
乗り切りたいですね。
さて、西願寺の夏と言えばお盆と施餓鬼会です。今
回、ご住職とお盆の迎え方についてお話しをさせて頂
き自分の子ども時代のお盆の様子を思い出しとても懐
かしい気持ちになりました。伝統や文化である行事の
体験は心にずっと残るものなのですね。ところで、西
願寺では、新盆会の後にすぐ施餓鬼会があり夏の暑い
時期に法要が二つ重なるのはお参りも大変。というこ
とで来年から施餓鬼会の時期を少し早めるそうです。
施餓鬼会の行事の見直しをした際に今年は新しくパネ
ルシアターを開催することになったのだとか…。どん
なものなのか、こちらも今から楽しみです。

発行者／

遊馬山一行院

〒三四〇ー〇〇三二 埼玉県草加市遊馬町四三〇番地
電 話 〇四八ー九二五ー一七二三
ＦＡＸ 〇四八ー九二五ー一七八九

彩の都メモリアルパーク

〒三四〇ー〇〇三二 埼玉県草加市遊馬町一一六〇ー九
電 話 〇四八ー九二一ー四一九四
ＦＡＸ 〇四八ー九二一ー四一九五
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西願寺 丹羽義昭住職
イオ株式会社 西願寺・彩の都メモリアルパーク通信
「さんが」編集部

西願寺ホームページ http://www.saiganji.jp

