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比と僧 秀 ま「次比葉 夫のる常とた無
叡に侶スで伝こおの叡をさを変よになめ常
山、とをあ教とのよ山ごてしわう工りで」
にそな歩っ大なずうで紹、てりに夫、すを
入のりみた師るかな修介今生目なす衣。季 真れもど国までわなく
山 3 ま、たはから言行い回きにっる食そ節 理る一うです良りり、春
し ヶ し 19 め 、 な 住 葉 を た は て 感 た 民 住 の 毎 で と つ や も 。 か を ま 夏 を
ま月た歳、幼依めをすし伝い謝と族の変に もののらあ日っ感しが迎
し後。の僧い身ば残るま教きしのと変化感 あこ要こり本たじた待え
たにし時侶頃よ持しこす大たなこな化こじ りと因のまは」る。ち、
。全かにのかり戒てと。師いがとりにそる までと四す世と度四遠新
てし国エら依のおに伝最もらで長も人事 すすし季が界感に季し緑
を、家リ非所こりつ教澄の、す生つ間が 「。ての、一慨「のいが
捨驚認 常」のまい大ので日。きなの出
仏考豊そのに日移季瑞
か
てく定トに 山すて師御す々季出が刺来 諸
行教えされ長浸本り節々
てこのコ優 は。、は言。工節来り激る
のら は寿り人変とし
、
、
、
、
かとい境でく えといたになるるもとりてよ持ほ大師すで環たま ま境に場師多い一整お当
ら伝うをす、人てはう比行のこ。出にもしっっどきが。あ境めり「すは栄所なき山般備堂時
学教こ自の易はい、繰叡っでとそ来よ所まてて決な仰こるを自、依。こ華でど場でのさが、
ぶ大と分でき、た比り山てしがの、っをう左い意意っの、調分人身 のをし特所し人れ沢比
こ師も自、にどこ叡返に天ょ出結研て調。右るが味た言とえ自間よ 歌捨た異でたはて山叡
との重身自流うと山し帰皇う来果鑽、えださ人固を、葉言る身はり かて。なあ。立いあ山
が御要が分れしがををりと。る、す修るかれでく感とをうこの弱依 らたそ人っ当ちたっは
出言に用がてて覗修し修会伝、目る行。ら、も、じい、こと心い所 伝伝のした時入わた現
来葉な意頑しもえ練た行っ教と標こにそこ易、強まうかとの持存」 わ教よかた、るけわ在
まとるす張ま自ま道とをて大いをと励うそき環いすとのに方ち在と っ大う入め山こでけの
す生のるれう分す場いすは師う達もむす、に境意。こ伝ながよでは て師なら、はともでよ
。きだ、るもに。とうる、がこ成出こる身流に思どろ教り重りあ、 参の場な呪畏のなもう
方、と環の甘 捉ことま都とす来とこよれ をれに大ま要もるつ り心所い術れなく、に
、
、
こが験るそ編おせ ３ 行修でに教行ば上 ２しはの示比山臨行母 １ ３の的るすく
とおすこれ成寺ん実． 道行、、大が、の次．ゃ、繁し叡内済を山比． つ方にのでこ今
が寺るとぞさな。は山 場に湿「師組９伝に修る宗栄て山組宗さた叡日 にのもでしと回
ででこにれれの比延全 とは気論のみ日統、行所派におに織、れる山本 ま拠宗、ょには
きあとよのてで叡暦体 しうが湿御込間を比道以に寄りはの時て所は仏 とり教中うい、
まるがっ教おす山寺が てっ多寒廟ま「誇叡場と限与ま彼頽宗い以日教 め所的々かた天
すが出てえり。自とお のてく貧のれ飲る山 もらさすら廃なたと本の てとに行。し台
。故来天がま比体い寺 空つ、」世てま修の なずれ。のなどたし仏母 特なもく比ま宗
気け身と話いず行特 っ多ま各基どのめて教山 集っ、機叡すの
のま台凝す叡がう
にのが言をる、が徴 てくし開盤を鎌ではの
清す宗縮。山ひ建
して比会山。総
触場凍わす千食今と おのた祖と見倉す、母
ら。のさ各はと物
てお叡がは皆本
れ所てれる日わなし り僧。たなて時。各山
かな教れ塔、つの
まり山な滋様山
るでつる十回ずおて ま侶そちる自代浄宗と
なにえてや三のお
いまのい賀はで
こもくほ二峰、続は すやのはだ宗の土派も
空よとお各塔延寺
りす担場県、も
とあ寒ど年行寝い「 。信母、け派開宗の総
気り世りお十暦は
ま。う所に比あ
がりさ、籠。ずて修
をも界、堂六寺ご
徒胎そのを祖、開合
す今役か位叡り
でまで比山十、お行
感山観山に谷とざ
ががの教確で浄祖大
。回割も置山ま
きす、叡行二横り」
じ自ををはかいい
比比教え立す土の学
ははししにす
ま。清山な年にまが
る体体廻、らうま
叡叡えやし。真多と
、非れ、は比
す観貧はど間なす挙
山山を修ま彼宗くも
そ常ま京行叡
。光な論が山ら。げ
にで孵行しら、が言
んにせ都か山
はあ化法たは日、わ
な大んかれ延
寺場議挙にず有ら
おっさが。、蓮これ
比き。らた暦
院所（げ籠」名れ
参たれあそ時宗のて
叡くで少こ寺
とで学らもとなま
りとてっれ代、比お
山、す々とに
はあ問れりい修す
にい日たはの曹叡り
の永が距はつ
異る）ま続う行。
いう本こ同変洞山ま
特く、離あい
なとがすけ過と千
らこ仏と時遷宗です
徴多歴がりて
るさ盛。て酷言年
修れん更伝なえ以
っと教をにや、修。
をく史あま書
比叡山延暦寺
、
、

「依身より依所」
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身をいも敬わの「したつ「 も素 第
近よずの語れ上おょしいおさの麺ミ一
なりれででまにみうまてみてでなョ
言丁もはあす接お。しはお、すどウ回
葉寧接、る。頭つ た、つこねのガ
にに頭「「ほ語け がもけの。薬タ「
も、語おおかの」 、と」味 味ケ御
さ敬「みみに「と こ女と噌 と、御
まう御きあ「御は の房い汁 し花
ざ意（」し御御、 「詞うで てミ（
まをみ「」御（漢 おか言す はョお
な込）おが（お字 みらいが もウみ
意め」みよおみで おで方、 ちガ）
味てにくくみ）書 つはを「 ろと」
が用加じ知）」け けなす（ ん夏の
あいえ」ら」がば 」いる御 でミ
るらて「れの付「 にかこ） すョい
もれ「おて付い御 つとと味 がウろ
のて御みいくた御 いいが噌 、ガい
でい（こま例形御 てうあ汁 味のろ
するおしすをと付 、話り」 噌時
ねも）」。探もけ もをまと 汁期
。の」なまし、」 う以すい のに
とをどたて味と 少前。う 具な
言付が、み噌な し、「呼 とり
わけあ神まのり 詳おおび しま
れたげ仏す女、 し彼み名 てし
て形らにと性「 く岸おの もた
いでれ関、語お 見のつほ 美。
ま、ま係足とつ て折けか 味豆
す言すすのもけ みに」に し腐
。葉。る尊言」 まいにも いや
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う葬こ生れなと乗 るた僧ら信土い 分そ
こ儀ときてらい仏今こ、侶っ仰思う実自の戒
とはがたいれう教日とキとしが想風は身た名
が、出名またこのまがリしゃ盛と習、のめと
出故来前す祖と根で広シてるんいはこ名法は
来人るで。先を幹続がタ弟浄にう日の前名、
るをのはそは意でくっン子土な、本一がと平
の仏でなの、味あこたと入でっ死独般戒もた
でとはく１仏しるのと区り幸た後自の名言く
すしな、つとて「風も別すせ際はに方にい言
。ていこのない悉習言するなに極発がなまえ
捉での象っる皆のわる必暮、楽展戒りすば
えし戒徴てと成意れ意要ら死浄を名ま。僧
るょ名と私考仏味て味がし後土遂（すで侶
儀うにしたえ（をおであをににげ法。すと
式かよてちらみ考りもっす阿往た名 のし
で。っ、をれなえま、たる弥生も） でて
もそて娑見まほます戒のた陀すのを 、の
あの実婆護すとす。名でめ様るで授 僧名
るた感世っ。けと をすにのとすか 侶前
とめす界て亡）、 授。はいい。る はで
言、るをくく」大 けま、 う浄と 自す
。

１．春季慰霊法要

毎年、東京都慰霊堂で実施して
います東京大空襲・関東大震災の
慰霊法要に出仕しました。
ギター、ウクレレ、ボラン
ティアコンサートを毎月
やっております。コンサー
トのことは、お寺の行事の
時など、いつでもご連絡く
ださい。よろしくお願いし
ます。

２．おてらおやつクラブ
頂いたお供物をお下がりとして、
片親の家庭に届けるおやつクラブ
を発送しました。
お手紙には、お子さんが大変
喜んでいたとのことでした！

奥山 由行
（おくやま よしゆき）

３．参道が綺麗になりました
段差が多かった参道を一部改修
工事し、お参りしやすいように
致しました。泥はけもよくなりました！
今後、徐々に全て改修するつもりでおります。

普賢寺まで自転車で来れる
距離に住んでおります。
お彼岸やお施餓鬼の時には
受付をしております。
気軽に声をかけていただけ
れば幸いです。
よろしくお願いします。

４．客殿エアコンを一新しました
客殿も落慶して２０年が経ち、
エアコンも耐用年数を過ぎました
ので全部屋一新いたしました。

田島 哲［筆頭総代］
（たじま さとる）
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