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DEC. 21st. Omigaki and Goeika Osame. All of the
Fujinkai and Goeika ladies plus quite a few husbands showed
up for this annual event. A delightful luncheon was served and
it was a nice chance for everyone to get together.
Dec 23rd. Our usual Busshin mail out day volunteers had
the added task  of also mailing out the calendar for 2009. This
year we have opted to only mail the calendar to the people on
the membership mailing list. If you only received the Busshin
please stop by Zenshuji to pick up your copy of the calendar.
Dec. 26th. Mochigome washing. This year we had many
volunteers stop by in the cold morning air to help out in the
annual rice washing. Many thanks to all who helped out!
Dec 28th. Mochitsuki. We had many volunteers for the
Mochigome washing and it was the same case for Mochitsuki.
Many people came by to help out with this yearly
fundraiser(see photos) and had a good time to boot!. 

Temple  NewsTemple  News
fundraiser(see photos) and had a good time to boot!. 
Even the Terakoya children and parents got in on the fun.
Many thanks to all who worked hard for this event!!
Dec 31st. Year End Service. Every year we have a service
to say goodbye to the old year. Many people attended this year
and I think most were very happy to say goodbye to 2008!

Jan 1st 2009 Shushyo-E, New Year's Day. This year was
the biggest turn out in many years. Over 50 people came by to
start the new year at Zenshuji! Every one was treated by the
Fujinkai to a delicious luncheon of Ozone and Sake. A very
happy New Year was had by all!
Jan 2-4 Temple Closed
Jan 6-11. Rev Myoshin Lang was out to attend to urgent
family business in Minneapolis.
Jan 13th Board Meeting.
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CHIRASHI COOKING CLASS
Mrs. Kazuko Takeda assisted by Mrs. Fumie Yoshioka and

Mrs. Miyoko Mura demonstrated the simple steps to delicious
Chirashi-zushi.  Sixteeen students came to  watched the
demonstration and then proceeded to the hands-on activity.
Each person, working in groups of 3-4, followed the steps to
making the Chirashi-zushi and the end product was packed
into containers to take home.  Everyone seems to enjoy the
opportunity to make this wonderful dish. Look for the recipe in
the March issue of the Busshin.

CASINO NIGHT AND
SILENT AUCTION 2009 !!!!!!!!!!!!

Our 2nd Annual Zenshuji Casino Night is about a month
and a half away!  Thanks to all of your enthusiasm and
support last year, we've even decided to expand our
gaming area by adding more tables this year.  Again, tell
your family and friends to save the date - Sat., Feb 21st
(6:00 PM to 11:00 PM). 

Casino Night Festivities:
The night's festivities include a dinner buffet,
entertainment, drink tickets, raffle tickets, gambling chips
to play casino games, and the chance to bid on silent
auction items.

Casino Night Admission:
*$30 donation (pre-sale)   *$35 donation (at the door)

Sponsors Needed:
We are soliciting donations for a number of items.  We are
looking for Casino Table Sponsors as well as Cash
Donations.  We realize times are tough but there are a
number of other ways to help.  Have some wine, beer or
empty gift baskets left over from the holidays?  A gift card

カジノ・ナイト＆　
サイレント・オークションのお知らせ

2009年2月21日（土）

禅宗寺では来る2月21日（土）に第二回カジノ・ナイト並びに
サイレント・オークションをファンドレージングの為に開催いた
します。何卒ご理解、ご協力を賜ります様お願い申し上げます。

＊カジノ　テーブルスポンサー
＊サイレント・オークションとラッフルのギフトアイテム

などを募集しております。詳細は事務所まで。
（２１３）６２４−８６５８

that you can part with?  Any gesture big or small is greatly
appreciated.  Contributions are tax deductible.

Types of Sponsorships:
- Table Sponsors

($100 donation, name displayed on the table)
- Cash Patron  (cash donation of any amount to 

help with the cost of the Casino Night)
Other Donations:

- Silent Auction Items (from movie tickets, 
spa retreats, handwoven quilts, gift cards, etc.)

- Empty Gift Baskets 
(to put these Silent Auction Items in)

- Wine or beer left over from the holidays (for the bar)
- We will accept anything you can donate that 

you may think can be used in this event

If you have any questions or simply need some tickets,
please feel free to contact any of us:

Ray Haynes ray_m_haynes@yahoo.com
Kojima Sensei kojima@zenshuji.org
Myoshin Sensei myoshin@zenshuji.org 
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March

 February
Setsubun-E February 1st, 1:30pm
Directors Meeting        February 3rd, 7:30pm
Dr. Kato’s English Lecture    

February 8th, 10am
Nehan-E,Monthly Service & Memorial 

February 15th,11am
Fujinkai Meeting February 15th, 10am
Presidents Day -Temple Closed  February 16th 
Casino Night Preparation February 20th
Casino Night February 21th
Casino Night Clean-up February 22th

Soto Zen Ministers Conference
March 6-8

Board Meeting March 10th,7:30pm
Fujinkai Meeting March 22nd, 10am
Higan-E & Monthly Service and Memorial

March 22nd, 11am
LABCF Golf Tournament March 27th
Garden Cleaning March 29th, 9am
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Dharma Talk 
from  Rev. Myoshin Lang

My talk this month is a reprint of an article I wrote for Kokoro No Kate, the booklet that the L.A.B.C. F. puts
out in conjunction with Hanamatsuri. There are some that get the Busshin but do not get the other
publication so I thought I would reprint it here. I would love to hear any and all comments.
In Gassho,
Myoshin

BUDDHISM AND ECOLOGY
By

Rev. Myoshin lang, Zenshuji Soto Mission

Buddhism and ecology is a funny name for a topic. In it, there is Buddhism and there is ecology, which, by the very listing of
subjects, describes a separation. Following the path that Buddhism lays out, for any of it's followers no matter which doctrine you
subscribe, is one that, by its' very nature, encompasses absolutely everything. Living on planet Earth involves interacting with our
biosphere not one that exists somewhere else so consequently what we do by living in this biosphere has a consequence for
everything else that also happens to live there as well. The Buddhist path, to do good, don't do evil and have compassion for all
beings has a direct relationship with how its' followers are to carry on in this biosphere that we all share.

One thing that has changed, since the time of the historical Buddha, is our understanding of the natural world in which we live. The
advent of space travel and the photograph of the Earthrise from Apollo 8 has, forever, cemented the idea in the mind of anyone who
has seen and understood that image, that we are all, on this one world, together. What I do in my house, neighborhood, region etc. has
a consequence somewhere else, too someone or something else. These consequences can have an effect that we do not currently
understand or that may well last beyond the life span of anyone currently in existence or even their offspring.

Looking at it from this perspective it is easy to see the practical aspects of Buddhist philosophy that describes the interaction of our
collective interconnectedness with nature. In this respect Buddhist values are easily and readily transferred to environmental issues.
The popular press has gone further by coming up with the label "Buddhist Ecology", like there was some doctrine that has come
down through the ages that could be called "Buddhist Ecology". To be very clear there is no "one" collective or definitive perspective
on the subject of ecology from the various Buddhist sects or it's adherents other than from a basis of how the teachings instruct us to
behave individually in terms of our own practice.

In the past when the population of the earth was far fewer than it is today, our biologic and technologic footprint upon this planet was
easier to sustain. The Earth itself mitigated our effects on the biosphere somewhat. In the last two hundred years or so the effects of
an exploding population and its' ever expanding technology have erased any sort of balance our more agrarian ancestors may have
developed. It would seem that our development, as a technologic species, has outpaced our ability to clearly see the complete
picture,( socially, technically, morally) of the ramifications of such a rapid development.

Observing how we live and interact with our environment appears to resemble the 19th and 20th century model of ever-greater
consumption of natural resources without much thought to what that consumption is doing to our planet as a whole. In the last 30
years there has been a growing awareness of what this means but the consumption rates, population rates and pollution rates all
continue to skyrocket.

Scientist have told us for decades what the consequences of our uncontrolled consumption may be and now the effects are becoming
evident for all to see. Even if you do not believe in global warming the images from the satellites of many nations show a ravaged
planet. These images have no opinion on the matter, they simply show us what the result of our actions have been. Fortunately these
images have been cataloged for the last 40 years or so, so we have a pretty good idea of what has been happening to the Earth over
time.

What does all of this mean; how should we react and what does this mean for our practice as Buddhists? Getting and having a clear
understanding of what, environmentally, is going on is probably a good place to start. The worlds burgeoning population and desire to
live well puts an emphasis on putting peoples' needs before all other considerations. This is only natural but what implications that
may have we have only started, in a wider sense, to be fully understand. While this knowledge will become imperative for everyone
to understand, as we move forward, it is not essential for us to have a deep understanding in order for the people of the Earth to see
how to act.

The Buddhist path has been instructing people for centuries and it would seem that world events have spotlighted what Buddhists

see DHARMA TALK / page 4
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New Year Food known as 'Osechi Ryori' is the Japanese tradition of serving specially
prepared food.  These dishes are artfully arranged in lacquered boxes called 'Jubako'.
Certain foods are a must for the Osechi Ryori because of the significant meaning it holds. 

Let' see if you can match the name of the food and its meaning.

have been teaching all along; how to live in harmony with all things. The teachings do not have to be adapted or altered to fit our
modern situation but rather how we practice needs to change to be relevant to our modern situation. The Eightfold Path remains
totally relevant today and can be an essential blueprint for our very survival.

In real terms what  does this mean to me? Practically speaking, for some, it may not mean that much of a difference to your practice.
Too others, a total rethink may be in order. We are all consumers; Consumers of food, energy, material goods. When we consume we
need to see it in light of our practice. What is the most compassionate way to consume? Thinking about the consequences of our
consumption can lead us to start thinking about how we approach our modern life.

What and how we consume has its' effects but also the aftermath of our consumption, specifically our waste products or refuse, how
we dispose of these items is of profound importance. What are the effects on the Earth of what I discard, throw away or flush down
the toilet? Will my refuse harm the land, other people or other living creatures?

We no longer consume in a vacuum, we are more vitally interconnected than at any time in our history. How we live, what we
consume and what and how we discard our refuse has an impact beyond our immediate surroundings. Living with this heightened
awareness, following an enlightened path with this expanded eye toward living compassionately, one can begin to see how we should
live not only personally but how we should live collectively. Our responsibility also lies in how we can help others to see this new
perspective. In the west we have the gift of democratic governments that we can personally effect changes on. Change is something
that if one makes for oneself can have a ripple effect on the people around us. We live in a time that by making an example of living
compassionately we can, not only, effect our own surroundings but the whole planet.

Our modern lifestyles of living disconnectedly with the world needs to change if we are to survive as a species. I leave you with a list
of organizations, publications and ideas that can help all of us to live in a more compassionate way by following our own "middle
path". This is not meant to be a comprehensive list but rather a list that can start us to think about what we can do ourselves to begin
to take action. These are my personal recommendations not to be construed as coming from any particular position of authority.
Rather, as from one human being to another.
PUBLICATIONS:

www.amazon.com/Simple-Things-You-Save-Earth/dp/0929634063
www.amazon.com/Simple-Things-Your-Business-Earth/dp/1879682028
www.amazon.com/Simple-Things-Kids-Save-Earth/dp/0833544721

ORGANIZATIONS:
www.americanforests.org/
www.ladwp.com/ladwp/cms/ladwp007336.pdf
www.ladwp.com/ladwp/areaHomeIndex.jsp?contentId=LADWP_REBATES_SCID

IDEAS:
Use reusable grocery bags when shopping. These bags are inexpensive (1-2$ ea) and will go along way to saving our landfills     
from being polluted with plastic bags that do not degrade over time. This will also cut down on the use of plastic and is a            
product made from petroleum. This is such an easy thing to do and will help eliminate the collection of bags, in our homes, 
that we all amass over time.

Recycle discarded items. This takes a little effort but has a great impact on the resources used to create certain items- like packaging.

1. KUROMAME (black beans) 

2. RENKON  (lotus root)

3. KOMBU  (kelp or rolled kelp)

4. DAIKON/GOBO/CARROT  
(Japanese radish/burdock root/carrot) 

5. KIMPIRA  (spicy seasoned sliced gobo)

6. KAMABOKO  (steamed fish cake)

a.  gold or wealth
b.  glad or joyful
c.  good health
d.  holes to foresee the future 
e.  red/white - patriotism for Japan/white 

- purityand honesty
f.  deep family roots

Answers: 1-c, 2-d, 3-b, 4-f, 5-a, 6-e  

Myoshin
Sensei's 
Food For 
Thought

Myoshin
Sensei's 
Food For 
Thought

(continued page 3)
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FOOTNOTES ABOUT JAPANESE NEW YEAR
CELEBRATION:
KADOMATSU: A New Year decoration set up at the entrance to a
house/building or a flower arrangement.  An arrangement of pine plum
blossom and bamboo (known as Shochikubai) is given at the New Year
in accorrdance with Japanese tradition.  Each part of the arrangement
has a significant meaning...
MATSU (PINE) is evergreen symbolizing ageless beauty; always
young
TAKE (BAMBOO) can withstand the hardships of life such as wind &
snow, but continues to stand straight  and grow tall.  It symbolizes
flexibility and strength.
UME (PLUM) is the first blossom of the spring to appear even during
winter and symbolizes life and vitality. 
COURTESY OF: HARU FLORIST       TEL: 323-263-9211    

2844 E. FIRST ST., LOS ANGELES, CA  90033  

KAGAMI MOCHI (OKASANE): Pair of
round rice cakes offered to the gods on New Year
Day.  Placed in the main room or in front of the
household alter.  Larger mochi on bottom
symbolizing strong foundation for older
generation.  Smaller mochi on top represents the
new generation.  Tangerine on top means
generation after generation.  Each generation
brings a new beginning at New Year.  Other
symbols may be decorated with the Okasane such
as a sheet of kombu (kelp - glad, joyful),
shimenawa (decorated sacred straw festoon to
symbolize purity), and gohei (piece of white paper
cut and plaited - purity).

2009 CALENDARS ARE
HERE!

Have you received your 2009 Calendar?  If
we missed you, please stop by Zenshuji and
pick one up.  This year again, each month
has fantastic pictures and information about
the monthly activities.  Everyone needs one
so don't delay.  You don't want to miss out
on the exciting upcoming events.  Reverend
Kojima and Reverend Lang are waiting to
chit/chat, offer you tea,  give you your
calendar and wish you a safe trip home.  If
you received your copy but need another one
for your office, day planner, brief case, or
car, we have extras so just ask.  We'll be glad
to give you another one.  

11/21/2
008
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MOCHITSUKI
Did you enjoy th 2008 Mochitsuki?  We hope you did!  The
turnout was fantastic.  We had people of all ages.  From the
babies in the Terakoya Group up to the seniors of the
Daruma/Fujinkai Group.   Everyone had a big smile, talking,
laughing, and enjoying each other's company.  It was fun seeing
old friends and meeting new friends.  For some,  Obon and
Mochitsuki are the only times they get together with fellow
members and it becomes an annual reunion.

All the preparation began on December 26, 2008 with the
washing of the mochigome.  The final product was the freshly
pounded mochi on December 28.  The younger generation had a
terrific hands-on experience of an event that has been passed on
from gnerations in Japan to thje generations in the United States.
Many familites may be using the machine to make their mochi,
but here at Zenshuji we still do it the old fashion way - pounding
with a wooden mallet.

The Board would like to thank everyone from those that steamed,
to the pounders, the mochi molders, the packers and those that

made the delicious lunch items.  The Team Work was amazing
and all of you were an important part of the process.  Our
sincerest appreciation and may you have a healthy, joyful and
prosperous New Year.

TERAKOYA GROUP NEWS:
Early December 26, the mothers from the two Terakoya Groups
came to the Temple early in the morning with their little children,
snacks, toys, and babysitters ready to help with the mochigome
washing.  As the children played in the basement social hall, the
mothers began the washing of the rice in the cold morning air
with the cold water.  They also helped with the table set up in the
Sunday School Social Hall, covered the table with white paper,
rinsed the equipment and tools, taped down the carpet, and
placed paper in the cooling trays.

For their hard work, the mothers were served vegetable soup,
shiruko (sweet bean soup), and chirashi-zushi prepared by Mrs.
Hisae Shimozawa, Mrs. Miyoko Mura, Mrs. Fumie Yoshioka,
Mrs. Grace Kawato and Mrs. Machiko Matsunaga.

12/26/2
008
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禅宗寺だより
★12月14日（日）予定されていたガーデンクリーニングは雨

のため取り止めとなりました。

18日（木）秋葉総監は現在計画中の北アメリカでの宗立専門

僧堂設置案推進のため、LA東南部のエアイデル・ワイルド

近くにある陽光寺視察を行った。国際センター主事南原師が

同行。

★21日（日）午前、おみがき。婦人会の方々が本堂の清掃、

仏具類磨きに精を出された。年の瀬に、御本尊様の御前を清

潔に酒掃し、新しい年を迎えるという、生活の区切りを重ん

じ、実行する、その習慣が続けられていることが大変にあり

Thank you to the following mothers:  Saori Yoshida, Mayumi
Yamasaki, Naoko Saito, Keiko Matsumoto, Yuko Spachuk,
Ryoko Nakawake, Ai Kamiyama, Hiromi Taola, Yuka Kawasaki,
Mami Cotter, and Chiaki Kanto.  They were under the
supervision of: Rev. Kojima, Mr. Hideo Mura, Mr. Sam
Matsushita, and Mr. Tadashi Oda.

がたいことであり、人間生活の基礎をなす営みです。人生を

長く生きてきた婦人会の方々の経験の重みが、淡々と作業を

される姿からうかがえました。ありがとうございました。

★12月23日（火）午前中、「仏心」発送作業。2009年度最後

の「仏心」発送とあって20人ほどの婦人会、ダルマ会の方々

が集まり、賑やかな作業でした。終わって下の食堂で武良夫

妻、吉岡さんが用意したランチを楽しく戴きました。皆様あ

りがとうございました。

井上さわえ夫人がお寺の六地蔵様の帽子と前掛けを新しく

取り換えてくださいました。真紅の新しい帽子、前掛けをし

たお地蔵様はとても浄らかで、ありがたいお姿に変わりまし

た。ありがとうございます。

★12月26日（金）午前8時より、餅米洗い。婦人会、寺子屋

お母さん15人ほど、1000パウンドの餅米を洗いました。長

年お寺のボランテアを続けてこられたベテランの婦人会の方

が寺子屋のお母さんに洗い方を伝授、仕事はスムーズに運び

ました。ありがとうございました。

★12月27日（土）朝早くから、井上、武良秀雄、剛各氏が餅

つきのセットアップ作業に勤しみました。ドラム缶を改造し

12/28/2
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た餅米蒸し器とプロパンガス３、臼セット３、餅米用のポリ

バケツなどの設置。こね餅用のテーブル、風にさらす台用の

テーブル、餅を計量する台、餅の受け渡し用のテーブルなど

の配置、細かい所まで用意した餅つき準備作業を黙々と行っ

ておりました。ありがとうございました。

★12月28日（日）午前6時、井上、長峰、武良兄弟各長老方

は早々と餅米炊きをはじめておりました。搗いた餅を丸める

テーブルを日校ホールにセット。

寺子屋のお母さん、観音像前に子供達用の餅つき用うす、

きね、テーブルなどセットアップしておりました。

婦人会吉岡さん、中谷さん、松本さん達、７時前に集合、コ

ーヒーなど淹れ、おむすび、ドーナツなど用意してくれまし

た。

★午前７時、総監、小島、明心先生による餅搗諷経。みなさ

ん焼香。一番臼で総監、井上氏が寿餅（じゅびょう）を搗く。

その後、先生方の手により餅つきが始まりました。

婦人会の方々、写経会の野上、深瀬、牛島さん達が餅を丸

めておりました。

８時頃、若手の三好、ブライアン理事その他の方々も現れ、

活気づいた餅つきとなりました。その後、３人また４人と搗

き方、こね方、丸め方、干し方の人々が集まり、本格的な餅

つき風景が展開されました。

８時過ぎ、寺子屋の子供達、ご両親方がぞくぞくと集合。

観音像前を埋め、賑やかに餅つき。子供一人一人、親御さん

の介添えで、我がちに餅つき、記念の写真など撮って居まし

た。小島先生がコネ役でした。あんこ餅、きな粉餅、ノリ巻

き餅など、自分達で搗いた餅など、子供達は大喜びで食べて

いました。大賑わいの微笑ましい寺子屋餅つきでした。

10時近く、餅つきの男性陣少し疲れ気味となったところへ、

禅太鼓OB、寺子屋のお父さん方が新手にぞろぞろと加わり、

餅つきの威勢が上がりました。寺子屋のお母さん、メンバー

の方々も餅のこね方、丸め方に加わり、一段と賑やかな餅つ

きとなりました。

三宅氏も現れ、例のごとく、掛け声、搗き方、こね方と大

張り切りで餅つきの景気を盛り上げました。

キャロライン理事長グループも餅受け取り場の配置につ

き、ジョージ理事達グループも餅計量、袋詰めの持ち場に揃

い、大勢の人で寺は年末の活気に満ち溢れました。
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寺子屋OBの子供達が餅コネ器の手伝いをして大活躍でした。

正午、昼食。秀さん、美代子さん達準備のカレーライス、

サラダなど、順次昼食をとり、腹ごしらえ。早朝より手伝っ

た方々の中には搗きたての餅を抱えて、楽しい午前中でした

と礼を述べて帰宅される方がありました。ご苦労様でした。

午後２時過ぎ、まだ２つのドラム缶に浸した餅米が残って

居ました。みなさん必死の餅つき続行でした。丸めた餅を風

に晒す方達も大忙しでした。

ようやっと、３時、最後の臼を総監、小島先生、山下理事

で搗きあげ、臼の周りで拍手、喚声をあげました。1000パウ

ンドの餅米を消化したのでした。

それぞれ持ち場の後片づけ。寺子屋のお母さん、禅太鼓OB

が外回り片付け、婦人会はキッチン、理事長グループは下の

大ホール、とそれぞれの片付けでした。

今年は例年より餅は多くのメンバーの方々に求めていただ

きました。正月に禅宗寺の餅を食していただき、今年一年無

事に過ごされるだろうと祈ります。大勢の皆様に感謝申し上

げます。

JFCがお寺にたくさんのドーネーションをしてくれました。

★12月31日（水）午後４時、年末諷経。一年を締めくくる歳

晩のお経を諷経し、この年のもろもろのことに感謝を致しま

した。無事禅宗寺１年を過ぎ越しました。

★2009年１月1日（木）午前10時、修正会。

年の始めの祈祷のお経を誦しました。今年は人出も80人と多

く、新たな年の無事平穏を祈りました。武良夫妻、吉岡、長

谷川、松本の婦人会の方々が雑煮、おせち料理、お酒を用意

してくださいました。年の初めの日、参拝者一同お寺で新年

を寿ぎました。キャロライン理事長が門松を上手にアレンジ

し、お寺へ運び、本堂に飾りました。正月らしい行事となり

ました。

禅宗寺お守りが出来、三宝にのせ本堂で参拝者にお分けい

たしました。お守りは三色あり、中は般若心経のお経文が入

っています。

★1月2日〜4日お寺はお休みでした。

★1月7日（土）午後３時、元禅宗寺開教師、倉井秀雄師の奥

様、故倉井道子女史の葬儀が曹禅寺で執行されました。総監、

小島先生、栖川師、南原師が出仕致しました。禅宗寺婦人会

の御詠歌の方々が参加、奉詠いたしました。

★1月13日（火）午後7時半　幹部会。年のはじめの理事、幹

部の方達合同の会合でした。

明心先生のコンドミニアムのガスライン、コンデンサー修

理を決めました。ほか総会の議長親交などが決められました。
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大志を抱いて（その１）

松本　実

1937年３月卒業したら将来は満州に渡って、大農場か大

牧場を経営することを密かに希望し、夢として胸に描いて

いたので、宮崎大学の畜産科に受験したのだが残念ながら、

身体検査で肋膜炎と診断され、当時田舎では肺病だと云っ

て世間一般から嫌われ者であった。一時は生きる希望も無

く意気消沈していた。その様な時、医師と級監であった尾

平先生の懇切な説得と特別な配慮に、力ずけられて心を入

れ替え境港市立上道小学校に奉職することになった。本当

に尾平先生には親の及ばぬご配慮、何時迄も忘れぬことは

出来ない。

しかしやはり大農場の夢は捨てきれず、満州の奉天鉄道

建設事務所に勤めている従兄弟に就職を依頼し、いつでも

満州に渡る準備は怠らず整えていた。翌年４月７日従兄弟

より話が整ったから出来るだけ早く渡満するようにとの手

紙を受け取った。よし、このチャンスを逃がさぬように何

はともあれ、先ず現地に渡ってこの目で見聞した上で先の

事は考えようと思い、幸い学校も年度始めで移動の時期で

あり好都合であった。早速渡満の準備をし、手提げ鞄を一

つ持って、スプリングコートにハンチングをかぶり粋な姿

で渡満したので、下関から関釜連絡船に乗船する際、怪し

いと思ったのか刑事に捕まり取調べを受けたが、何事も無

く無罪放免されたが、その後ずっと後を付けられていたら

しい。

鮮満国境の安東駅で刑事らしい不信な男を見たのが最後

で、それから何事も無く無事朝6時20分奉天駅に着いた。

プラットホームを出て駅前に出てみたが従兄弟の姿は何処

にも見当たらない。一時間ほど探したが見当たらない。広

い駅前には沢山の人力車が所狭しと並び、しょぼくれた薄

黒い不潔な姿をした人力夫が次々と思案している私の前に

きて、車に乗れとしきりに進めるので、迷いもあったがこ

んな奴に負けるものかと俺はこれでも柔道初段だぞと、気

持ちを落ち着けて思い切って人力車

に乗った。すると薄汚れた毛布を膝

にかけ終わると、行き先も聞かずに

とっとと走り、豪華なホテルの玄関

で下し、後でわかったのだが此処が

満鉄経営で高級ホテルの大和ホテル

だったのだ。

「私は、いや此処ではない」と行

き先を云ってもわからない。仕方が

ないから紙に住所を書いたが字が読めないと言う。そこで

思い余って絵を描いて説明をすると解ったらしく頷いて、

その町の方へ急ぎ走った。近くには医科大学も見えたが、

いったい何処へ行くのだろうと気を揉んでいると、当校中

の日本人女学生に出逢った。ほっとして行き先の住所を聞

いたところ、やはりその方角へ向っていたらしく行くと、

道端に沢山の労働者が集まり大きな丼に高梁を混ぜた豆乳

を、ざわざわと音をたててすすっている。朝食であろうか

少々気持ちが悪かったが、その横を通り抜けどんどん行く

と、道端には沢山の人が並び電車を待っていた。ひょっと

すればこの中に従兄弟がいるのではないかと、１人１人見

ていると良く似た人がいる。思わず声をかけると向こうも

気がつき、小走りに馬車に近づく、間違いなく彼である。

馬車を止め、幾らかと車夫に運賃を聞くと指を立てて何か

言うけど解らない。そこへ彼が「ほら！」と一握りの札を

車夫の手に握らせた。

車夫は「せいせい！」と、ひょこんと頭を下げ、「チャ！」

と馬の背にムチを当てると馬車はガタガタと音をたて去っ

て行った。彼は「良く無事で此処まで来れたな〜。ごめん

ごめん本当に悪かった。すっかり忘れていた」と無責任な

ことを云っている。少々腹が立った。この町は満鉄の社宅

街らしく見渡す限り同じ家が立ち並んでいる。それから彼

の社宅に行き9時ごろ会社へ案内され、人事課長の面接を

終え、その後大学病院で身体検査を受け、二日目には入社

許可が出た。今まで色々心配して来たが案ずるより産むが

易し、今までの苦労をすっかりわすれた。 つづく

◆12月7日　婦人会ミーティング　出席者15名

小島先生、明心先生出席

秋葉総監は好人庵で法戦式のため欠席なさいました。

小島先生から12月1日から一週間臘八接心が行われた折、沢

山の方が参加され、婦人会から精進料理の差し入れに感謝のお

言葉を戴きました。

11月23日のクッキングクラスは大変好評でしたので、今後

もクラスを開催しようと申されておられました。

仏教伝道協会からお寺にカレンダーを戴きましたので、出席

の方は戴いて帰りました。

ハワイの本多先生からは、本を戴きましたので、御覧くださ

いと申されました。

明心先生から12月14日はガーデンクリーニング。23日は仏

心とカレンダーを発送の予定ですと、奉仕の要請がありました。

茶道部から茶筅供養の時、婦人会の方がお手伝いをしたお礼

に金一封の寄付があり、会員の皆様には「ショウトブレイド」

を戴きました。また朗読会からは、婦人会に千ドル寄付をして

下さいました。お心尽くしありがとうございました。心よりお

礼を申し上げます。

婦人会から先生方に百ドルのお歳暮を差し上げる事に皆様の

承認を得ました。またいつも料理の手伝いをして下さいます武

良秀雄さんに、婦人会から好物のお酒をお礼に差し上げました。

今後もよろしくお願い致します。ありがとうございました。

婦人会会長の武良美代子様から会員の皆様にチョコレートキ

ャンディを贈呈されました。お心尽くしありがとうございます。

11時から祥月法要　御詠歌奉詠者6名

◆12月21日　お磨き奉仕者13名。御詠歌納め　受講者7名

◆12月23日　仏心発送　奉仕者13名

◆12月26日　餅米洗いには婦人会員の方は少なく、寺子屋のお

母様方が多数奉仕に来られ、10時過ぎには滞りなく終了しまし

た。

◆12月28日　餅つきには婦人会、寺子屋、その他の会員の方々

が奉仕にみえ、3時過ぎには終了しました。奉仕ありがたく感

謝致します。

◆12月29日　浦田路乃女葬儀　御詠歌奉詠者11名

◆12月30日　武良哲士葬儀　御詠歌奉詠者11名

婦人会だより婦人会だより
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告 知 板

2009年2月15日（日）午前11時、涅槃会。
お釈迦様はおさとり開かれてから、49年の説法を続けら

れ、80歳という、当時としては大長寿を全うされ、2月15日

に涅槃（入滅）を示されたと言われています。

その忌辰にちなみ、禅宗寺では2月15日に涅槃会を奉修い

たします。皆様お参り下さい。

涅槃とは梵語（ぼんご）サンスクリットnirvana（ニルヴ

ァーナ）の音訳です。煩悩の炎がしずまり、あたかも燃え

さかる炎が次第に弱まり、やがて消える状態を指します。

また、この宇宙の森羅万像（諸現像）を、人間の生死、喜

怒哀楽などのことも含め、そのままに観る、という意味で

もあります。

人間の知識や心の状態を脇に置いて、坐禅の姿勢を保つ

ことに専念している時、無垢の五感が外界のこと、自己の

内のことをそのまま映す、それを涅槃寂静ともいいます。

お釈迦様が成道されたとはこのことを指します。そこで、

成道以後のお釈迦様を涅槃寂静に入られた方ともおよびし

ます。そして、49年の間、「そのままに観る」ことによって

生じる智恵の教えを説かれました。その基本は「ものは他

との関係性によって現れ、もろもろの事象は滅びゆくもの

である」という事です。お釈迦様は幾度もこのことわりを

説いています。

お釈迦様は入滅にあたっても、最後にその言葉を残され

ています。そして「怠ることなく　努め励めよ」と、残さ

れた人達をはげまして逝かれました。

お釈迦様は最後の説法といわれる「佛埀般涅槃略説教誡

経（ぶっしはつねはんりゃくせっきょうかいきょう）」（略

して遺教経（ゆいきょうぎょう））の中で、８つの教えを説

かれました。道元禅師様は52歳、最後の著述に、この８つ

の教えをとりあげ、「八大人覚」として解説をほどこしまし

た。「八大人覚」とは、立派な一人前の人間が知って素養と

しておくべき８つのお釈迦様の教えといった意味です。

この８つの教えの初めの２つが「少欲」と「知足」です。

道元禅師さまは「少欲」は広く追い求めないこと、知足は

受け取るのに限度があると知ること、とまず規定していま

す。この少欲、知足の意味を解説するだけでも長広舌を用

しますが、その主意は、うまくいっているときも、悪い状

態のときでも、ただ今受くべきものを否応なしに受け取り、

なすべきことをただひとつ、えらび取って最善の行いを尽

くすことに、全精力を傾注する、ということです。今たず

さわる一事に、満ち足りた心を一杯に働かせて従事する。

今行うことに、まごころを尽くして携わっている時には、

他のいろいろの事に心を奪われ、あちこち心をはせまわら

すことはありません。少欲・知足とは、そういうことを言

います。

物やお金が余っている場合なら、腹一杯食べたい心を抑

えて腹八分目に控えておくことも出来るのだが、生活の必

要物資が最小限度すら得れない場合、そんなこと聞いてお

れるか、と抗議されそうですが、少欲・知足とは、物の多

い少ないの問題を取り上げるのとは少し違うのです。

お釈迦様は「多欲の人は多く利を求むるがゆえに苦悩も

また多し。少欲の人は求むることなく、欲することなけれ

ば、すなわちこの患（うれ）いなし」、そして「もろもろの

苦しみ悩みをまぬがれんと欲せば、まさに知足を観ずべし」

と説かれます。少欲、知足は表裏一体の教えであることが

判ります。

人間の苦悩の起き来きたる原因は何かを語っているので

す。

遷化（せんげ）されてから一周忌が巡ってまいりました

が故宮崎禅師はおっしゃっておりました。

「やはりモノがあってこそ生活が出来る。人間の欲望を

かなえてくれるものは、やっぱりモノや。しかしその欲が

強欲であったり、多欲であったりするところに弊害がある。

その欲をどういう風に裁いていくかというのが、人の道

や・・・・やっぱり欲を克服する術を覚えなくてはいけな

い。」

最近の世相を観ておりますと、こういった言葉は、どん

なに大切な教えかと痛感させられます。

2月15日の涅槃会には是非お寺へお詣りいただき、お釈迦

様の教えに接していただきたいと存じます。

2月20日（金）カジノナイト準備。
皆様のお手伝いをお願い致します。

2月21日（土）カジノナイト。
昨年始めたカジノナイトはたくさんの人で賑わい大盛況

でした。今年は、カジノのテーブルも増やし、多くの人に

楽しんでいただくよう企画いたしております。サイレント

オークション、ラッフルの景品も豪華な品揃えを目指して

います。

皆様お寺のカジノナイトをお楽しみ下さい。

2月22日（日）カジノナイト後片づけ。

3月6日（金）〜8日（日）北アメリカ曹洞禅連絡
会議。北アメリカの曹洞宗僧侶が40名前後禅宗寺に集合、

カンファレンスを開催いたします。
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「木が良ければその実も良く、木が悪ければその実も悪

いと思ってよい」とは聖書マタイオス編にある言葉です。

また、この語のあとに、

「善い人は、良いもののしまってある倉から良いものを

持ち出し、悪い人は、悪いもののしまってある倉から悪い

ものをとりだしてくる」とあります。

最近のアメリカは政治、経済、社会の根幹を支える太い

幹まで腐ってしまったのではないかと気落ちする世相で

す。悪い木から成った実や、悪い倉から取り出された悪い

ももが、世の中に散らかりずぎてしまったと思える話題が

耳に入ります。

社会の行動規範が希簿になり、悪い人の欲望が野放図に

世の中を蝕んでいるのだろうか。悲観的な観察なのか？。

はた迷惑をしてくれと考えたくなります。

善き人が善き倉から善きものを取り出して、この社会へ

バラ撒いてくれないものか、と願いたくなる今日この頃だ。

そう願う人は多いのではないか。が、やはり、それは他人

まかせの願望ということになります。

仏教用語に修羅とか多財餓鬼などという言葉がありま

す。修羅とは、自分の正義感を一方的に振りまわして人と

しょっちゅう闘争している人。多財餓鬼とは、むかしの王

侯貴族みないな厖大な財産を所有していても、なお、もっ

と物を欲しがる、欲望肥大に陥った人という意味です。そ

ういったわがままで欲望過多の人々が世の中を蝕んでしま

うのでしょう。悪い人ということになります。

お釈迦様は最後の説法に「知足」ということを説かれて

います。なにごとによらず「足りることを知る」というこ

とです。心のありようが、片一方に片寄らない、ほどほど

に、真ん中の道を歩む、という意味でしょう。

総監 秋 葉 玄 吾

つれづれ世相を思い

お釈迦さまはこう諭しておられます。

「知足の人は地上に臥すといえども、なおこれ安楽なり。

不知足の者は天堂にすまうといえども、またこころにかな

わず。不知足の者は富めりといえども、しかも貧しし。知

足の人は貧ししといえども、しかも富めり」

この文意は、家なし物なしのホームレス生活を礼賛して

いるようにも聞こえます。

足ることを知らない人は、栄華をほしいままにし、名誉

をむさぼり、物質の富にみたされつつ、なお万事不如意な

思いをかこち、足ることを知る人は、人生、出合いがしら

に何事にぶつかっても、そこに満足を見出し、最善を尽く

すことを楽しむ、という意味でしょう。

心が貧しい、富でいるということは、所有の如何（多

寡..たか）によって定められず、知足か不知足かの生き方

の態度によって決定されることになる、とお釈迦様は説か

れたのです。

一見皮肉らしい説きかたが皮肉でなく、現実の世界への

達観となって生きてくると思います。世相を憂えず、とい

いますが、「知足の者」（善き人）をスローガンにして生き

ることに励めば、良い木、良い倉がみずからの内に大きく

広く育っていく、と私は信じています。

世の中何か起こっても楽観的に受けとめ、日常一事に心

を傾け、淡々と生きるほうが楽しいに決まっているのです。


	p0001.pdf
	p0002
	p0003
	p0004
	p0005
	p0006
	p0007
	p0008
	p0009
	p0010
	p0011
	p0012

