常栄山
（加入者名・本照寺）
き ょ うゆう

要を５分程短縮いたします。
■ 「立正佼成会万灯奉納」
は午後５時 分出 発予定。
「世話人・有志万灯奉納」は同
６時出発予定。「仲分万灯奉納」
は同６時 分出発予定です。

う た

朝の詩
拝まずにはいられ
ない

いいことも
奈良市
森井郁郎

よく分かりました

何者

埼玉県北本市
松田充子

あるとき
小さなアリは思っ
た みんなの注目
を浴びて堂々と歩
く象になりたいと

あるとき
大きな象は思った
人目を気にせず
行きたい所に行け
たら どんなに幸
せかと そして
なまけものは そ

んなアリと象の横
で昼寝をしていた

魚の気持ち

広島県福山市
中嶋晃太郎 ９

いっしょうけんめ
い いきてきて
つかまえられて
やかれて
ほかされる
魚の気もちが
わかるから
かなしすぎて
しようがない

盛岡市

一日出家

吉田茉莉子

京都のお寺で
ありがたい話を聞
いた
帰りの新幹線
名古屋では
まだ興奮している
私変われるって
東京ではまだ覚え
てる
大宮辺りで眠くな
り
仙台ではすっかり
忘れ
盛岡でいつもの
凡夫に戻る

（産 経新聞から ）

「人生において最も耐え難いことは、悪天候が続くことではなく、雲ひとつない日が続くことである」
カール・ヒルティー（スイス・法学者、哲学者、政治家。「幸福論」より）

母の手
東京都板橋区
網野久靖

41

36

ち
ょ
う
ち
ん

手術して
声をなくしました
ご挨拶やお愛想を
言えなくなり
辛いことですわ！
でもね いいこと
もありましたよ！
人の悪口や汚い言
葉も 言えなくな
りました 何より
みんな親切で
人の優しさが

ょ
う

女手ひとつで
子供を育てるため
畑仕事 清掃員
時には建設労働者
の手伝いもやった
母 いつもガサガ
サだった母の手は
いま 棺の中でも
ガッサガサ けれ
ど ぼくにとって
母の手は
仏様の手

第１回「お山しゅぎょうプチ」

回「一泊お山しゅぎょう」

28

第

ど

の話 」「読経」 「お盆 提灯お
絵かき」など。
■「 一泊」で は「修 行…瞑
想・ 読経・清掃 」「仏 教・先
祖供養・お墓参りってなーに？」
「流 しそうめん 」「ウ ォーク
ラリ ー」「カレ ー作り 」「七
沢温泉」「親への手紙」など、
２日 間の「しゅ ぎょう 」体験
となりました。

き

75

（ 写真㊧） 。「日帰 り」参加
は 人。「 一泊」参 加は 人
と の大所帯 。今回が 初回とな
る 「日帰り 」では「 竹食器作
り 」「流し そうめん 」「地獄

16ページと20ページに及ぶ参加者へのパンフレット

76

53

人 の先生 、ボ ラン
テ ィア の世 話人 、マ
マ 友の 方々 のご 協力
あ りて の「 お山 しゅ
ぎ ょう 」。 ホン ト、
ほ んと ！ 有り 難う
ご ざい まし た！ そ
し て「 しゅ ぎょ う」
す るの は子 供た ちよ
り 前者 の方 々… 。立
場 上楽 な校 長の 私で
さ え、 体重 ４キ ロ以
上減となりました。

16

50

55

■「 日帰り」 と「一泊 」
の「お山 しゅぎょ う」が７ 月
日、７ 月 ～ 日に行わ れ
「タウン ニュース 」厚木・ 愛
川・清川 版に紹介 されまし た
27

22

第80号
●申込方法
金( ま)でに本照寺 へ連
絡の上、申 込用 紙へご記 入・提
出ください

瞑想する76名の参加者たち

■別紙ご参照の上、
是非、お稚児さんを
お申し込みください。
午後２時からの法
要にも一緒に参列し
ますが、今年から法

参 加 者 が確 定 してから 、
集 合 場 所 等 、改 めて詳 細
をご案内します。

●参加者
神 奈 川 県 西 部 の日 蓮 宗
寺院の檀家・信 者さん、僧
侶が対象。定員 名。

23

厚木市下古沢133
TEL・046-247-1156
FAX・046-247-1156
振替・0230-7-35749

20

副住職の
コーナー

立正佼成会万灯奉納は５時50分出発予定となります

発行所
本照寺・須藤教裕
携帯090-9151-6438
清澄寺 祖師像

稚児行列は午後１時40分出発（荒天時の行列は庫裡からとなります）

●目的地・内容
千 葉 県 の大 本 山 、誕 生
数珠、御首題帳（
御朱印帳）
、
寺 ・清 澄 寺 へお参 りして、 行衣 （日蓮 宗の修行 者が着る、
日 蓮 聖 人 の誕 生 をお祝 い 背 中 に南 無 妙 法 蓮 華 経 と書
す る法 要 を行います 。バス かれた白い羽織もの）
旅行で昼食付き。
↓

10
/
11

日蓮宗

19

120

800 3

令 和 年 、日 蓮 聖 人 が 生
まれて 年 の節 目 を迎 えま
す 。誕 生 ・出 家 の地 へお参 り
し、日 蓮 聖 人 の誕 生 を お祝
いしませんか。

千葉県 誕生寺・清澄寺への参拝旅行のご案内

●持ち物
参加 費 万円。また、お
持 ちの方 は以 下 もお願 い
します。
1

今年のお会式は10月19日（土）です
宗務所（日蓮宗の地方役所）
主 催 、千 葉 の大本 山 か寺 を
巡る日帰 りのバス旅行です 。ご
希 望 の方 は御 朱 印 もいただけ
ます。以 下
をご覧の上、
是 非 お申
し込みくだ
さい。

木( ) 時
～ 時 頃。

7 /
7

2

11

●日程

誕生寺 仁王門

令和元年10月1日
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数年前、障がいのある子がい
じめ に遭 い、 多数 の子 か ら殴 った
り蹴 られ たり して 亡く な ると いう
痛ま しい 事件 が起 きま し た。 私は
それ を知 った 時、 障が い 児を 持っ
た親 とし て、 また 一人 の 教員 とし
て、 伝え てい かな くて は なら ない
ことがあると強く感じ たのです。そして平 成 年に、
担任する小学５年生の 学級で初めて行っ たのが「あず
さからのメッセージ」という授業です。

ダ ウ ン症 の梓

■ 迷ったの は上の ２人の子
たち にどう知 らせる かという
こと です。私 は梓と 息子、娘
と４ 人でお風 呂に入 りながら
「梓 はダウン 症で、 これから
先も ずっと自 分の名 前も書け
ない かもしれ ない」 と伝えま
した 。息子は 黙って 梓の顔を
見つ めていま したが 、しばら
くし てあるこ とを言 ったので
す。 ここで私 は学校 の子供た
ちに 、「さあ 、なん と言った
でし ょう？」 と問い かけると
子供 たちは「 僕が代 わりに書
いて あげる」 「私が 教えてあ
げる から大丈 夫」と 口々に答
えま す。この 問いか けによっ
て、 一人ひと りの持 つ優しき
がグ ッと引き 出され るように
感じます。
で も実際に 息子が 言ったの

（あずさ）

よ

とお

かさ

（これまつ・ いづみ…福岡市立百道
浜・ももちは ま・小学校特別支援学
級教諭。月刊 到知・平成 年１月号
及びフェイスブックより）

して いたんだ ね」と 言ってく
れた ことがき っかけ で生まれ
た詩でした。
昨 年より私 は特別 支援学級
の担 任となり ました が、梓を
育て てくる中 で得た 多くの学
びが 、いまま さにこ こで生か
されているように思います。
「お 母さん、 準備し ていたん
だよ ね」とい う娘の 言葉が、
より 深く私の 心に響 いていま
す。

のお母さんになる準備をしていたんだね」

のが

は次の言葉でした。
◆ 「夜目、遠目、傘の内」
とは、女性がきれい
「こんなに可愛いっちゃもん。
編集後記
に見 える状況 を一例を上 げて言った言葉だ。
など
いて くれるだ けでい いやん。
確かにそうだろう。しかし、最新のテレビは４Ｋや
なんもできんでいい」
８Ｋなどと、小じわの一本も逃さないような勢いであ
こ の言葉を 紹介し た瞬間、
る
。
先
日
、
新
聞
に
次
の
投
稿
が
あ
っ
た
。
「
白
内
障
の
手術をし、
子供 たちの障 がいに 対する認
鏡
を
見
て
驚
い
た
。
し
わ
く
ち
ゃ
の
見
か
け
な
い
顔
が
あ
った。そ
識が 少し変化 するよ うに思い
して家に帰り部屋を見回すと、ほこりだらけだった」
と。私も
ます。
３月に白 内障の手 術をしたが、右 目のみであり、メガネも今まで
自 分が何か をして あげなく
の物を使っているので、部屋のほこりや白い床に落ちた髪の毛も、しゃ
がまないと見えない。やがて左目も手術予定だが、両目が「
完成」し、
ちゃ 、と考え ていた のが、い
メガネを新調することを思うと、やや複雑な思いに…やはり、世には
やこ こにいて くれる だけでい
見えずに知らないことの方が良いことも少々…あるのだ、と。
いの だと価値 観が揺 さぶられ
るのでしょう。
■さて次は上の娘の話です。 て考 えていた ことは 果たして いました。でもきょう家に帰っ
彼女 が「将来 はたく さんの子 よか ったのだ ろうか と、自分 たら一緒に遊ぼうと思います」
供が 欲しい。 もしか すると私 自身 の教育観 を大き く揺さぶ と打ち明けてくれた子。
も障 がいのあ る子を 産むかも られ た出来事 でした 。子供た
そ の日の晩 、ご家 族の方か
しれ ないね」 と言っ てきたこ ちの ほうでも 授業を 通して、 ら学 校へ電話 があり ました。
とがありました。
それ ぞれに何 かを感 じてくれ 「〝 お母さん 、なん でこの子
私 は「もし そうだ としたら ているようです。
を産 んだの？ 〟と私 はいつも
どうする？」と尋ねました。
「 もし将来 僕に障 がいのあ 責め られてば かりで した。で
る子 が生まれ たら、 きょうの もき ょう、〝 梓ちゃ んの授業
授業 を思い出 してし っかり育 を聞 いて気持 ちが変 わったけ
てて いきます 」と言 った子。 ん、 ちょっと は優し くできる
「 町で障が いのあ る人に出 かも しれんよ 〟と、 あの子が
会っ たら自分 にでき ることは 言ってくれたんです…」
ない か考えて みたい 」と言う
涙 ながらに 話して くださる
子。
お母 さんの声 を聞き ながら私
「 私の妹は 実は障 がい児学 も思 わず胸が いっぱ いになり
級に 通ってい ます。 凄くわが ました。
まま な妹で、 喧嘩ば かりして

「あぁ、お母さんはずっと梓

に教 えてもら い、分 かるよう
にな ればそれ が喜び になる。
意地 悪をされ ても、 その人の
優し い面に触 れれば 喜びに変
わるから」
これ まで２つの 感情を分け

「障がい児っておもしろい」

のこ とです。 私たち 夫婦はも
とも と障がい 児施設 でボラン
ティ アをして いたこ とから、
我が 子がダウ ン症で あるとい
う現 実も割に 早く受 け止める
ことができました。

「 あ ず さ か ら の メ ッ セ ー ジ」

10

■ 梓 （あ ず さ ）は 私 の 第 ３子
でダ ウン症児 として 生まれま
した 。梓が大 きくな っていく
まで の過程を 子供た ちへの質
問も 交えなが ら話し ていった
とこ ろ、ぜひ 自分た ちにも見
せて ほしいと 保護者 から授業
参観の要望がありました。
以 降、他の 学級や 学校など
にも どんどん 広まっ ていき、
現在 までに福岡 市内 校以上
で出 前授業や 講演会 をする機
会をいただきました。
梓 が生まれ たのは 平成８年
60

▼是松いづみ・教師であり３人の子供
の母親で、第３子「あずさ」はダウン
症という重度の障がいがあり、あずさ
が生まれてからの家族や友だちとの関
わり、出会った先生のエピソードを紹
介しながら、あずさが自立していく姿
を授業で子供たちに伝えている。

意気 な僕を／ 叱って くれるか
…娘の言葉に
ら／ 無視した 私を／ 諭してく
■授業の最後に、私は決まっ れる から（略 ）おか あさん／
て次の自作の詩を朗読します。 ぼく のおかあ さんに なる準備
「あ なたの息 子は／ あなたの をし てくれて いたん だね／私
娘は ／あなた の子ど もになり のお かあさん になる ことがき
たく て生まれ てきま した／生 まっ ていたん だね／ だから、
ぼく は、私は 、／あ なたの子
ども になりた くて生 まれてき
ました。」
上 の娘から 夫との なれそめ
を尋 ねられ、 お互い に学生時
代、障がい児施設でボランティ
アを していた からと 答えたと
ころ 「あぁ、 お母さ んはずっ
と梓 のお母さ んにな る準備を

誰にでもできる月一回の修行・毎月１日午前９時から30分間・運気を高める「盛運祈願会・せいうんきがんえ」、どなたでもお参りください

１月は午後２時からとなります

14

■ ここで再 び子供 たちに質
問で す。さて 娘はな んと答え
たでしよう？と。
す ると、「 どうし よう……
私に 育てられ るかな ぁ。お母
さん助けてね」
子 供たちの 不安は どれも深
刻で す。しか し当の 娘が言っ
たの は思いも 掛けな い言葉で
した 。「そう だとし たら面白
いね 。だって いろい ろな子が
いたほうが楽しいから」
子供たちは一瞬「えっ？」
と息 を呑むような 表情を
見せます。
そ うか、障がい 児つて
面白 いんだ……。 いまま

でマ イナスに ばかり 捉えてい
たも のをプラ スの存 在として
見られるようになるのです。
逆 に私自身 が子供 たちから
教わ ることも たくさ んありま
す。 授業の中 で、梓 が成長し
てい くことに 伴う「 親として
の喜 びと不安 」には どんなも
のが あるかを 挙げて もらうく
だり がありま す。黒 板を上下
半分 に分けて 横線を 引き、上
半分 に喜びを 、下半 分に不安
に思 われるこ とを書 き出して
いきます。
中 学生にな れば勉 強が分か
らな くなって 困るの ではない
か。 やんちゃ な子た ちからい
じめられるのではないか……。
将来 に対する 不安が 次々と挙
げら れる中、 こんな ことを口
にした子がいました。
「 先生、真 ん中の 線はいら
ないんじやない？」
理 由を尋ね ると「 だって勉
強が 分からな くても 周りの人

25
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