（1）平成25年2月15日（隔月1回15日発行）

き

第636号

み

す
よ
き

第636号（2）

平成25年2月15日（隔月1回15日発行）

︿

新年のご挨拶
新春の鹿骨匂他幸甚幸甚
﹁新しい年の悦びは︑何よりも幸せなこ
とです﹂と︑目星大聖人が清澄寺の僧に見
てられた ﹁清澄寺大衆中﹂ という書状の冒
頭にみえるお号音を掲げて︑まずは新年の
お慶びを申し上げます︒
若き日の目鼻大聖人は︑清澄寺の虚空蔵
菩薩に﹁日本第一の智者となし給へ﹂と祈
廟され︑夢に智恵の大宝珠を賜りました︒

﹁亀古の事︑未来の事を申しあてて候が︑よことの法

そ れ か ら と いうもの︑ 仏 教 に つ い て の さ ま ざ ま な 教 え が 手 に 取 る よ う
にわかるようになられました︒

この音の中で

草経にては候なり﹂と述べられているのは︑このような悟りの境地を

意味します︒
近年人見と大風とを問わず︑あまりにも多くの鞄事が世界を覆って

見放の東日本大東叉復興もメドがたたない乳状で︑夜叉者や泉だ遭

います︒

難生活を余儀なくされているオ々の︑落ち着いた平和が諮れる日の一
刻も早いことを願うばかりであります︒過ぎ去ったこと︑未来に起こ
るであろう世の姿を︑今こそこの ﹁高鳥妙法逢草経﹂ の清らかな鏡に
映し出して︑聴やかで豊かな世の姿を求め︑寂光土が実現することを
心からお祈りする次第です︒

清澄寺にて七六〇令年前と同じご東泉を池が森山項より拝する感激
は︑法皐経を信仰する私たちにとって︑かけがえのない体験に逢いあ
りません︒目鼻大聖人の御心をお偲びし︑是非御参詣御参亀を心から
お希ち申し上げます︒
皆さまのお幸せを清澄寺の山上より御所念致します︒

宮

清澄寺十三代別骨
二

◇◇◇年末年始の行事◇◇◇

十二月十八日に本堂の大
掃除が行われました︒私た
ち山務員が仏様への給仕の
中でも︑体に汗して働く作
業を意味する ﹁作務﹂ の代
表が掃除です︒
初詣に参拝される皆様を

きれいなお堂でお迎えすべ
く︑この日は朝早くから山
務員︑山務職員総出で仏具
等を移動し︑長さ三メート
ルほどある竹を使って天井
のススを払い浄めました︒
一方では仏具磨きが行わ
れ︑いつもより増して輝き
のある仏具になり︑山務員︑
山務職員も身と心のホコリ
も垢もとれ︑皆様を清々し
い気持ちでお迎えする体制
が整いました︒

大晦日の行事は午後七時

からの除夜祭から始まりま
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した︒﹁除﹂ には開くとい

う意味があり︑古い年を取
り払い新しい年を開くこと
を表しております︒平成二
十四年への感謝そして平成
二十五年が良い年であるよ
うに二宮別昔を導師に山務

員が出仕し︑三十一名の参
寵︵宿泊︶の方々も参列さ
れ︑摩尼殿︑祖師堂と法要
が厳修されました︒
参列された皆さんは平成
二十四年を無事に過ごした

ことに感謝しっつ焼香され
ておりました︒

除夜祭が終了してから準
備の最終チェックなど山内
は慌ただしさを増し︑年が

変わる直前の午後十一時三

十五分より︑＼恒例の水行式

絹締椚軋㌍椚絹錮

謝

補 を 導 師 に大森執事補︑松
本主事︑小澤︑藤平山務貝︑
ま た 法 助 に︵来られた遠山︑
七名にて行わ

摘㍑用い璃
七名が寒水を浴びるたび
に参列者も合掌をし︑一緒
になって身心を浄めており
ました︒

水行式が終了すると除夜
の鐘が始まりました︒十一

時五十五分より二宮別昔の
挨拶があり︑第一鐘が椎鐘
されました︒続いて片桐有
而鴨川市長︑東島鴨川市消
防団長︑今野護山会会長︑
参寵者から一般へと続きま
し
た
︒

除夜の鐘が始まってまも
なく平成二十五年へと年は
変わりました︒除夜の鐘は

百八回つきます︒﹃百八﹄
という数は人間の煩悩︵迷
いや欲望︶の数と同じで
す︒その一つ一つを打ち消
し浄めるために除夜の鐘は
打ち鳴らされます︒

いわばこの鐘の音は﹁欲
望にとらわれた一年だった

年の反省﹂をしつつ鐘をつ

それぞれが﹁平成二十四

のでは﹂と反省するための
警鐘かもしれません︒

あります︵富士山頂や離島

早く初日の出が昇る場所で

初めて御題目を唱えられた
場所でもあり︑日本で一番

光を待ちました︒

い御題目を唱えながら御来

がら︑登り来る朝日に向か

今年の初日の出をこの旭
が森から拝もうと︑参寵の
方々をはじめ大勢の人々が
集まり︑冷たい風に耐えな

を除く︶︒

で︑参詣者一同神妙な面持
ちで︑一心に一年間の平安

地平線の上には厚い雲が
覆われていましたが︑皆の
唱える声に呼応されたの

か︑ご来光を少し拝するこ
とが出来ました︒その後︑
二宮別昔より新年の挨拶が

ありました︒

◎日蓮大聖人お衣並に
仏器新調奉納勧募終了のお知らせ◎

旭が森は︑日蓮大聖人が

んでおりました︒

その御祈祷の時間帯︑本
堂前はお参りの皆さんが並

をお祈りしました︒

いて新年を迎えておりまし

︒
た

虚空蔵菩薩から御利益を

元旦の午前零時二十分よ
り︑全国御信者様からの︑
一番祈祷申し込み祈願札五
百体が御宝前に奉安され︑
平成二十五年の年中安泰︑
年中無難︑心願成就を祈っ
ての新春一番祈祷が宮崎執
事長導師のもと︑人名の修
法師により厳修されまし
︒
た

頂こうと︑堂内に入りきれ

ない程の参詣祈願者が参列
しました︒寒さ厳しい堂内

前号にて日蓮大聖人お衣並に仏器新調のお願いを致し
ましたが︑皆々様の早速の勧募をたまわりまして︑日

蓮大聖人お衣︑仏器ともに新調できる状況になりまし

た︒厚く御礼申し上げます︒

既に発注をしており︑四月二十七日奉行の管長現下

がお導師をお務めになります︑立教開宗会の頃には新
しいお衣と仏器で法要が営まれると思います︒

尚︑奉納いただいた方々の御芳名は︑祖師堂芳名板に
記させていただきます︒
皆様のお力添えに永く感謝の誠を捧げ︑併せて御宝
前に報告させて頂きます︒
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二月三日︑前日の悪天候

がおこなわれ︑冠二郎さん
を一目見ようと集まった参

拝者より大きな歓声が上が
っておりました︒

本堂に着き
ますと︑二宮
別普御導師に
より︑節分追

者に節分特別祈祷がおこな

の皆様をはじめ多くの参拝

は︑早朝より地元漁業組合

が御宝前に飾られた本堂で

清澄寺独自の﹁悟覚大桝﹂

病息災を祈り

て︑参拝者の
年中安泰︑無

テージにおい

祖師堂特別ス

され︑法要後︑

応し︑握手に笑顔で応じる

やー﹂ の掛け声に観客が呼

天候に恵まれた中︑恒例の

で心配しましたが︑快晴の
節分追健法要が奉行されま

健法要が厳修

われ︑全山に荒行堂成満の

豆まきが行わ

なわれ︑﹁せいやー︑せい

修法師による勇ましい読経

冠さんのサービスと︑館内
は拍手喝乗で盛り上がるス

テージになりました︒

掛け声とともに飛んでくる

埋め尽くした

ると︑境内を

まきがはじま

を頂こうと

を見せました︒

参詣者も多く境内は賑わい

は︑温かく天候にも恵まれ︑

今年は例年に比べ︑元旦

ておりますので︑都合のつ

祈願成就を祈りました︒
ご祈願は︑いつでも受付

響き渡り︑参詣者の方々の

が鳴り止むことなく境内に

の声と打ち鳴らす木徹の音

の関東近県か

らっしゃい

お詣りに

﹁福は内﹂という

と︑研修会館大玄関より︑

豆を両手を広げて受け取っ

その後︑研修会館にて冠

来られた方も

︑埼玉等

虚空蔵菩薩か司の御利益
県内を始
地元消防団員の金棒を先頭

め︑東京︑神
二郎さんによる清輿がおこ

お待ち致しております︒

合

掌

く日に︑是非お越し下さい︒

ておられました︒

ご来賓の皆様のお練り行列

長︑清興出演の冠二郎さん︑

に︑二宮別昔︑片桐鴨川市

ました︒

元旦から七日まで終日︑

紙面を借りて心より感謝申し上げます。
と二宮別昔の
声高らかな発

ただきました。

修法師の力のこもった読経

平成十六年の奉納に引き続き、傷みが進んだ蔵王権現
堂の幕を、三浦市延寿寺住職・大森常隆師が、延寿寺檀
信徒皆様にお声かけをくださり、皆様のご厚情を賜り、
正月の吉辰日に新調された蔵王権現堂の幕を奉納してい
生のもと︑豆

は内︑福は内﹂

﹁福は内︑福

れました︒

わたっておりました︒

の御音︑木叙の妙音が響き

参拝客は

した︒

午前十一時になります

＝蔵王権現堂幕奉納＝

