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住職インタビュー「仏教発祥の地インドを訪ね」
シリーズ浄土宗／お経とは何でしょう
実践教室／分骨はよくないの？
Ｑ＆Ａ／仏前に供えるお花はどっち向き？
・暮らしの中の仏教語「一大事」
・お盆会／合同新盆供養のご案内

住職インタビュー

仏教発祥の地

インドを訪ね

昨年、十一月に「国際仏教興隆協会財団創立 周年、印
50

度山日本寺開山 周年、菩提樹学園 周年、光明施療院
40

を訪れた丹羽ご住職にお話しを伺いました。

周年記念法要」に参列する為に、仏教の聖地であるインド

35
菩提樹学園の子どもたち

45

印度山 日本寺の前で日本から参加した各宗派の僧侶

問 印度山日本寺とは、どのようなお寺なのですか？
た、今回の旅の目的をお聞かせください。

住職

ま

お釈迦さまが厳しい修行をされた前正覚山を遠くに

ぜんしょうがくさん

問 主にどのようなところに足を運ばれたのですか？

う聖地でお釈迦さま縁の地を巡る旅でもありました。

ゆかり

てくれて、現地の子どもたちとも触れ合えるとても楽しい
時間を過ごせました。またそれとは別に、ブッタガヤとい

たちと親睦を深めることが主な目的でした。記念法要のあ
とには、菩提樹学園の子どもたちが歌や演劇などで歓迎し

その５年後にブッダガヤの子どもたちを対象にした無料の
幼児保育施設「菩提樹学園」が開園し、昨年の十一月に協
会と関連施設の周年記念法要が開催されたので、今回は法
要に参列することと現地のスタッフや菩提樹学園の子ども

住職 日本寺はインドのブッダガヤにある仏教寺院で、宗
派を超えて建てられた日本のお寺です。国際仏教興隆協会
の社会福祉事業の一貫として１９７３年に開山しました。

ブッダガヤ大塔菩提寺
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望める場所から、その厳しい修行によ
り弱った身体を休ませ場所であるスジ
ャータ村と、この写真が菩提樹ですね。
そしてサールナートに行きました。
問 スジャータ村は、村娘のスジャー
タが乳粥を差し入れた場所とのことで
すがストゥーパというのは何ですか？
住職 ストゥーパは、サンスクリット
語で仏塔など、敬い崇める対象とした
建物のことです。スジャータ村のスト

菩提樹の下で悟りを開かれ、沙羅双樹
の下で入滅されたことから仏教では、
無憂樹、菩提樹、沙羅双樹の三つの樹
を三大聖樹と呼んでいるんですよ。
問 サールナートはどのような場所な
のでしょうか？

初転法輪というのは、初めて仏教の教

義を人々に説いた出来事のことです。
写真の真ん中に建っている大きな建物
がダメークストゥーパです。

問 どの場所も、やはり仏教を信仰す
る方々が大勢いらっしゃるのでしょう
か？

住職 現在インドでは、仏教よりもヒ
ンドゥー教が盛んですので、どちらか
と言うと海外から訪れる信者が多いよ

うに感じました。また信仰とは別に観
光で訪れる旅行者も多いですね。

問 このガンジス河の写真は印象的で
すね。早朝のガンジス河の日の出の写
真だそうですが…。

住職 はい。これは、早朝船上からの
眺めですが、ガンジス河で沐浴するヒ
ンドゥー教徒の姿も見学させて頂きま

した。インドというところは宗教に信
心する人々が多く

集まる場所である
こと、そして信仰

心の深さを間近に
感じることができ
る旅でした。

ガンジス河の朝日

ゥーパは村娘スジャータの住まいがあ
った場所だったそうです。

スジャータ村
ストゥーパ（搭）

問 菩提樹は、その木の下でお釈迦さ
まが悟りを開かれたの
ですよね。

サールナート

菩提樹（ボダイジュ）
無夢樹（ムユウジュ）

住職 悟りを開かれたお釈迦さまによ
しょ てん ぽう りん
って、初転法輪が行われた場所です。
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住職 はい、そうです。
お釈迦さまは無憂樹の
下でお生まれになり、

前正覚山

シリーズ浄土宗

お経とは何でしょう？
お経には、何が書かれているのでしょう。
キリスト教では「聖書」、イスラム教では「コ
ーラン」の教典があるように、お経は仏教徒のた
めの教典になります。しかし、お経は、聖書やコ
ーランのように唯一のものではなく沢山の種類が
あります。お経には何が書かれ、どのようなもの
なのでしょう。

お経はいつ作られたのでしょう

経が最初に作られたのは、お釈迦さまが亡くなって間もない時期

と伝えられています。お釈迦さまは亡くなるまでに、様々な人々に

教えを説いてきました。そして、その教えは口頭で伝えられていま

お釈迦さまが亡くなると、弟子たちが一堂に会し「結集」と呼ば

した。

れる、お釈迦さまの教えを確認しあいまとめる作業が行われました。

多くの経は「如是我聞」の言葉から始まります。これは、「この

こうして作られたのが経（教典）です。

ように私は聞きました」と言う意味で、お釈迦さまから聞いた教え
をまとめたものだからなのです。
よりどころとする教典

各宗派にはよりどころとする教典があります。私たちの浄土宗で

は、
「仏説無量寿経」
「仏説観無量寿経」
「仏説阿弥陀経」の三教典（浄

土三部経）をよりどころとしています。

つが含まれます。「経（経蔵）」古いインド語のスート

ッタ」という言葉で「南無＝ナモ」は「あなたを信じます」
、「あな

もともとはインドのお経から発音を写した「ナモ・ア・ミタ・ブ

私たちが手を合わせ拝むとき「ナムアミダブツ」
と言って拝みます。

南無阿弥陀仏の意味

ラを訳したもので釈迦の教えをまとめたもの。
「律（律

経には沢山の種類があり「三蔵」と呼ばれる次の三

お経の種類

蔵）
」各仏教教団の戒律（規律）を規定したもの。
「論」

という意味で、つまり「南無阿弥陀仏」とは「この阿弥陀仏にすべ

「ア・ミタ・ブッタ」とは「限りない、はかることのできない仏」

後世の仏教家の仏典について研究をまとめたものです。 たに従います」
「あなたに委ねます」といった意味をもっています。
私たちが一般にお経と呼んでいるのは、この中の経蔵

てをまかせます。」という私たちのこころを表した言葉になります。

のことで「阿弥陀経」や「般若心経」
「法華経」などは、
この中の一聖典になります。
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分骨はよくない？
「分骨するのはあまりよくないんで
しょ？」そんな言葉を聞くことがあり
ます。なぜでしょう？

浄土宗実践教室

分 骨

骨を宗派の本山などに納骨するという
文化もあります。

「大変だぁ！一大事だぁ！」大変なことが起きた時
などに出る言葉。あまりいい意味では使われていませ
んが、本来は、仏教語の「最も重要なこと」という意
味。
一大事は仏教語で、仏が衆生救済のために、この世
に現れるという重大事を意味する言葉でした。「一大
事因縁」とも言われ、仏があらゆる人々を導き生ある
すべてのものを救うためにこの世に現れ、それによっ
て成仏するという最も大切な目的の意味の言葉なのだ
そうです。

分骨をタブーとする考えは、旧来の
家督制度や檀家制度と結びついたもの
と言われています。
分骨は、よくないのでしょうか？
しかし、お釈迦さまの荼毘に付された
ご遺骨（仏舎利）は、お釈迦さまを慕
う各国の人々によって八つに分骨され、
それぞれの国に持ち帰って仏舎利塔が
建てられました。そこからまた、さら
に分骨されて数多くの仏舎利塔が建て
られるようになったのです。
分骨は、分断されることではなく、
思いが広がっていくことなのかもしれ
ません。
地方によって様々な納骨スタイル
関東の火葬場では、７〜８寸と大き

仏 教 語 「一大事」
【いちだいじ】

遠方にあるお墓を建て直すなどで、
お骨を移すことを
「改葬」といいます
が、様々な事情で古
いお墓はそのままに
してお骨の一部だけ
を移すことを分骨と
いいます。
分骨の手続きは？
分骨をする際に必要な手続きは、古
いお墓がある寺院や霊園から「分骨証
明」を発行してもらいます。これを新
しい墓地の管理者に提出すれば納骨を
することができます。また、故人の意
志などで分骨を望む場合、火葬場から
分骨証明書を発行してもらい、その場

めの骨壺を使用し、焼骨を全て骨壺に
入れてお墓に納骨するのに対し、関西
では３〜５寸の小さめな骨壺に一部の
焼骨だけを納め残りは火葬場に委ねま
す。また、関西では古来より、仏教に
帰依した自分自身の分骨した一部の遺

4

で分骨すれば、納骨・埋葬ができます。
ただし、分骨が身内で問題になるこ
ともあります。トラブルを避けるため
にも分骨に際しては当事者間でできる
だけ話し合って決めるべきでしょう。

暮らしの中の

◆西願寺 お盆会のご案内◆
■合同新盆供養■
日時／令和元年８月4日（日）10時〜
場所／西願寺本堂

■盂蘭盆会合同供養■
日時／令和元年８月13日（火）10時〜
場所／西願寺本堂

新盆（初盆）とは
四十九日の忌明け後、はじめて迎えるお盆の
ことです。
盂蘭盆とは 梵語のウランバナを音訳したの
もで「逆さ吊りの苦しみを救う」という意味。
お盆の行事は、お釈迦さまの弟子の木蓮尊者の
母を餓鬼道から救い出すという『盂蘭盆経』の
故事に由来しています。

■西願寺大施餓鬼会法要■
令和元年５月25日（土）
※西願寺大施餓鬼会は、平成30年度より毎年5月
に執り行っております。

施餓鬼会
（西願寺本堂）

Q&A
仏壇に花をお供えしている時に、ふと思ったのですが、お花は仏さまにお供えして
いるのだから、花の向きが私の方を向いているのは正しくないのではないか…。確
かに、どこのお宅でもお寺の本堂でもお花はご本尊の前にこちら向きに活けられているの
で間違ってはいないと思うのですが、気になってしまします。仏さまにお供えしている花
にはどのような意味があるのでしょうか？

Q

野に美しく咲いている花や床の間などに活けられてい
る花を見ると心が和みますね。また、感謝や敬愛の気
持ちから花を贈ったり、贈られた花も嬉しいものです。花は、
人を和ませ穏やかな気持ちにさせてくれます。私たちも、仏
さまへの感謝や敬う心から仏壇にお花をお供えしています。
華瓶や香炉、燭台など三つ具足や五具足で美しく整えられた
お飾りをお荘厳といいますが、お荘厳は仏さまに対しただ単
にこちらの気持ちを表すだけのものではありません。私が供
えた花は、そのまま仏さまから注がれている慈悲の心を表し
てもいるのです。ですからお仏壇のお花を前にいつでも清々
しい気持ちで手を合わせたいですね。

A
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掲 示 板

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

次号は令和元年九月発行予定の「秋のお彼岸号」です。

■次号予告
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西 願 寺 前 住 職 丹 羽 尊 照「 第 三 十 一 世 中 興 光

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

蓮社僧正明誉上人忍阿端寳大和尚」師は、平

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

南無阿弥陀仏 合掌

■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。

成三十一年四月十四日世寿九十二歳で往生

日時／毎月25日 18時より
場所／西願寺本堂

の 素 懐 を 遂 げ ら れ ま し た。 本 葬 儀 は、 四 月

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？

二十六日 西願寺本堂にて営まれました。

西願寺別時念佛会のご案内

彩の都メモリアルパーク

永代供養墓「華苑」のご案内

彩の都メモリアルパークでは永代供養墓
「華苑」をご案内しております。お墓の後継
ぎのいない方、これからのご自身のお墓に不
安を抱えていらっしゃる方などに好適なもの
です。詳しくは、彩の都メモリアルパーク管
理事務所までお気軽にお問合せください。
彩の都メモリアルパーク管理事務所

TEL.048-921-4194

毎週水曜は管理事務所
の定休日となっており
ます。

◆編集後記◆

今号の「さんが」では、ご住職からインドへ行かれ

た時のお話しをお聞きしました。日本寺は、ブッダガ

ヤで６番目に建った外国寺院で大梵鐘を備えた鐘楼も

ある、十間四方の日本建築寺院なのだとか。インドの

地に日本建築のお寺が建っているのを想像すると何だ

か不思議な感じがします。インド・ブッダガヤへご旅

行の予定がある方は足を運ばれてみては如何でしょ

さて、今年５月より年号が令和に変わり、新しくス

う。

タートをきる日本。昭和から平成へそして平成から令

和へと時代が移り世の中の彩も変わるのでしょうか？

どんな風に変化していくのか不安のような…楽しみの

ような…。「さんが」も仏教の伝統とともに時代に合

西願寺

わせた内容がお届けできるよう努力していきます。

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

企画・編集・製作／

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

