日蓮宗

常栄山

え し き

お会式は内容変更のもと
月

開催

日（土）

（加入者名・本照寺）
き ょうゆう

本照寺の寺族がお受けします。 止めといたします。別紙参照の
また、稚児、万灯、露店は取り 上、お越しくださいますよ う。

う た

朝の詩
布マスク
大阪府河南町
松本三恵子

てくれるよね」

魚の気もち
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
しょうがない
カラスの問いかけ
和歌山県橋本市

俵 和花

ゴミ出しを頼まれた
ゴミ置き場には
一羽のカラス
カラスの目線には
残された多くの食
べ物
逃げもせず カラ
スは 私の目を
じっと見て
「人間よ これは
本当にゴミか」
と問いかける
カラスの問いに
手に持つゴミを
確かめた

存分に

東京都中野区
網野久靖

一日を存分に生き
ると
存分に眠れる
すると目ざめた時
朝日が美しい！
一生を存分に生き
ると
存分に死ねる
きっと
天国で目ざめた時
光が素晴らしく
きれいに見えるだ
ろう

独りとちゃうよ

大阪市住吉区
森 玲子

続く災害で
あの猛暑は突然
おさまった
水のみや クーラー
つけや 毎日のよ
うに２人の息子か
らメールが入った
喉渇く前に水やでと
孫息子も案じてく
れる 大きな台風
が襲った 大丈夫
やったか と
うれしいね 私は
独りではないよ

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

感染症対策に対応しています。１月は午後２時からとなります

85

写真・上から順に▼出来上がっ
た「 青 竹踏 み」 を 沸騰 した お
湯で 油 抜き する 。 ▼写 経中 の
真剣 な 姿。 ▼先 生が 切 り倒 し
た竹 を 適当 な長 さ に切 る 。▼
ナタで竹の割り方を指導する。
▼日陰の森林でキャンプ気分。
▼みんなで清掃しゅぎょう。

身延大会

12

10

73

亡き母のブラウスに
ハサミを入れる
いつか母の日に
私が贈った物
色々な母の顔を
よみがえらせながら
出来上がったマスク
姉にも送る
「ありがとう
嬉しくて
涙が出ました
お母ちゃんが守っ

26

第85号

「お山しゅぎょう」は
一泊でなく日帰りで

分け日帰
りで執り
行いまし
た（７月
日・
日・８月
日）。
小学４
年生から

30

発行所
本照寺・須藤教裕
携帯090-9151-6438

18

13

中学３年生までを参加可能と
し、９時の開校式、写真撮影、
清掃、瞑想、食事瞑想、写経、
竹工作、閉校式の日程にて午
後５時 分に解散となり、
「次のしゅぎょうにもまた来
たい」との声もあがりました。
（その３人きょうだいは本当
に２度目の参加をしました）。
■写真は２回目の７月 日
と３回目の８月 日のもので
す。
30

17
■今年度の第 回「一泊お
山しゅぎょう」は、新型コロ
ナ感 染症 対
応版 とし て
定員 名に
て３ 密を 防
ぎ、 ３回 に

26

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

23

49

■今年度の第 回「身延大
会」は当初、４月 ～ 日で
の開催予定でしたが、新型コ
ロナウイルスの影響で 月６
～７日へと延期されていまし
た。しかしながらウイルスは
未だ沈静化せず、 回大会は
団長のみでの縮小開催となり、
本照寺としましては参加を控
えることといたしました。
ご了承ください。

55

23

30

10

子 どもと遊 ぶことができます。 ③外見に費やす時間が浮いた
「
まとまった家族の時間」
となると、 僧侶になってから坊主頭になりま
満足 できるほど取 れていないので した。以前の記事でも書きましたが、
すが、日常的に家族と顔を合わ これが驚くほど快適です。
せられるのは大きな利点です。
風呂場にはシャンプーが不要です
どんなに仕事が忙しくても、か し、入浴後はタオルで拭くだけで乾
わいい子供たちから「
お父さんって きます。朝の寝ぐせ直 しや整髪 も
誰だっけ？」と言 われることはな 必要ありません。高いお金を払って、
さそうです。
定期的に髪の毛を切りに行く必要
もありません。とにかく、本当にラ
②仕事で運動ができる
クです。
僧侶の日課は朝の掃除です。本
また、坊主頭になると、私の場合
照寺は自 然豊 かなので、境内 整 はどうあがいても格好よくないので、
備のため、定期的に草を刈ったり 格 好 をつけようという気 が失 せま
木を切ったりもします。
す。「
仏門に入ったのだから、そういっ
勤 め人 の頃 は完 全 に机 に向 か た虚栄心は捨てよう」
という気持ち
う仕 事 のみだったので、むしろお にもなり、ファッションへ
の興 味も少
金を払ってスポーツジムへ泳ぎに なくなりました。
行 っていました。現 在 は仕 事
外見 に費 やしていたお金 ・時 間・
で体 を動 かすため、スポーツ 心 が少 なくなり、気 持 ちがとても
ジムに行く必要はありません。 ラクになりました。生活がシンプルに
なった感があります。

11

55

■世界中で様々な行事や祭
事が縮小、或いは中止される
中、本照寺では９月５日、総
代世話人会議を開催し、協議
のもと、「最小限にて」開催
する運びとなりました。
日蓮聖人に対する「ご法要」
は午後２時から執り行ってい
ましたが、これを午後６時か
らとし、その間、竹灯籠作り
（ 法 要 に 捧 げ ま す ）、 ギ ン ナ ン
剥 き 体 験 （ 差 し 上 げ ま す ）、散
策クイズなどを３密にならな
いように用意いたします。
■受付はかねてより総代さ
んのお役目でしたが、今年は
僧侶になって 年経 ちました。
元 々、東 京 の勤 め人 として机 に
向かう仕事をしていたので、現在
の仕事内容・
生活環境たるや「
激
変」
の一言です。現時点で私が感
じる、僧侶になって良かったことを
まとめます。
①妻子と過ごす時間が増えた
職場と住居が同じ場所にあるこ
との利点です。前職時 代は、平日
に妻が起 きるより早 く家を出て、
妻が寝てから帰宅するようなこと
も多くありました。休みの土 日祝
日にも仕事に必要な勉強や、持ち
帰りの仕事が多く、家族の時間を
しっかり取ることが難 しかったよう
に思います。
僧 侶 になってからも仕事 量 が
多いことに変わりないのですが、
職 場＝住居 なので、ちょっとし
た息 抜 きに妻 と雑 談 したり、

僧侶になって良かった7つのこと(前編)
副住職の
コーナー

4
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■「意味のある偶然の一致」との言葉をご存じだろうか。シンクロニシティーとも言い、単な
る偶然の一致ではなく、まさに「意味のある偶然の一致」なのである。映画監督、大林宣彦（令
和２年４月 日没・ 歳）は、そんな「意味のある偶然の一致」を何度も体験している一人であ
る。ここに昭和 年公開作品の「姉妹坂」での出来事を始め、いくつかの彼の体験を紹介したい。
▼ 精神科医・心理学者・ユング （スイス）はコイン占い
から「コインの裏表と未来は同時に繋がっている・シン
クロしている」という仮説を立てて、シンクロニシティー
という単語を作りますが、当時はあまりに異端な考え方
でしたので、ユングは心理学学会から追放されます。
▼ですがユングは後に、意識の奥にある無意識は互
いに繋がっているという仮説を立て、これを集合的無
意識と名付けました。そう、人は単独で存在するので
はなく、目に見えない糸のようなもので繋がっている
と気付いたのです。これは仏教が説く「縁起・諸法無
我・ しょほうむが」であり、全ての現象は、原因や条件が
相互に関係し合って成立しているものであって、他と
無関係で独立し、存在する物はないことを意味します。

せん。東宝が配給する映画なん
です」
車から持ってきた台本を手に
説明するのだが、看護婦さんは
冷たい。
「今日、院長先生はお休みです。
またいらしてください。でも、
そんなこと、だめですよ」
「なぜですか」
「集会なんかの申込みがよくあ
りますけど、院長先生はみな断

わっています。病院のイメージ
にかかわりますから」
なおも粘るうち、ふと台本の
表紙に目をとめた看護婦さんは、
すっとんきょうな声をあげた。

思いも寄らず！
■「あらっ！ 大林先生のお
兄さんが監督をなさるのね。ちょ、
ちょっと待ってください」
やがて、休みのはずの院長先
生が現われた。
「大林先生には、ずいぶんよく
やっていただきました。いまで
も感謝しています」
お辞儀をされて、今度はスタッ
フのほうが目をぱちくりだ。
「そのお兄さんからのお申し出
とあれば、喜んでお引き受けし
ましょう。どうぞご自由にお使
いください」
■大林家は代々広島県尾道市
の開業医で、男の子が生まれる
と「彦」の字を名前にもらって
医師になり、女の子はお医者さ
んに嫁いできた。
監督は２人兄弟の長男だが、
少年のころから映画の魅力にと
りつかれて、医師への道をあき
な

◆上記、「意味のある偶然の一致」。実は、
編集後記
私もその体験者の一人であり、法事で何度かお
など
話したことも…。ではお話ししましょう。 代の
頃、手ぼうきで玄関先を掃いていた時、中学の同級
生、遠藤順一君のことを思い出していたら、「
須藤君！」
と 声がかかり、振り向くとそこに遠藤君が。「
え！！」
「
階段から登っ
てきたの？」
。「
そう」
と遠藤君。「じゃ、遠藤君が階段登り始める時
に、俺は遠藤君のことを思い出していたんだよ」
と。しばし、興奮気
味の私。「
いや～懐かしい！」
。２人は中学校が建つ反対両側に住み、
特に仲良しでもなく、尋ねて来たことも初めてで、なぜ？でした。で
すので「
意味のある偶然の一致」
に興味を持った次第。これは前回に
も書いた「
世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はあり得な
い」
、即ち、私たちは全体の一部なのだから、に通じ、縁起なのです。

い

ぞ

ん

62

つ

30

らめた。
「つきってのは、意識してない
弟の明彦さんは外科医になり、 と来ません。ぼんやりしてるだ
いまは郷里へ帰って家を継いで けじゃ、逃げていってしまいま
いる。その明彦さんが帰郷する す」
まで勤めていたのが、平塚のこ
意識すれば、天候でさえ変え
の病院だったのである。
られる。
「つい３、４カ月前ですよ、帰 「姉妹坂」撮影のときも雨のシー
られたのは。ほら、先生の名札 ンがあったが、東京では晴れて
がまだ下がっていますし、駐車 いるのに、さあ行こう、とロケ
場にも、大林って名前が残って 隊に平塚行きを命じた。
るでしょう」
着いて撮影の準備を始めたと
病院の中を案内してくれなが ころへ、願った通り降ってきた。
ら、院長と看護婦さんは懐かし
大林さん自身、スタッフがホー
そうに言った。よほど評判のい スで人工雨を降らせているのだ
い先生だったに違いない。
と思って、
そして病室での撮影が行われ 「おい、もうちょっと待ってく
ることとなる。
れ」といったほど、絶好のタイ
ミングだった。
■「ぼくはもう 年監督をやっ
ていますが、その間お天気のせ
いで撮影のスケジュールを変え
念ずれば実現する霊感人間み たことが一度もないんです。晴
たいなところが、ふだんからあ れていてほしい、と思って足の
る。だから、こういう病棟、と 親指を、ギュギュッとやれば、
思っただけで見つかったことに その通りになっちゃう」
も、ちっとも驚かない。
人間だれも、ちょっとしたジ
「でも、自分ではいわゆる霊感 ンクスを持っている。
人間だとは思いません。ただ、
このネクタイをした日は美女
ぼくの人生にはそういうつきが と出会う、とか、ゴルフ・シュー
ある。このつきだけは根っから ズを左足からはいた日にはスコ
信じてる。そうすると、また次 アがいい、とか。
のつきがやって来るのですよ」
大林さんの場合、両足の親指
を縮めるのがジンクスで、こと
ゝ
ゝ
がジンクス通り起きたのがつき
つきとジングス
だ。
ただし、本気にならなければ
それは来ない、とおっしゃるの
だが、ひとつ、やってみますか？
「読むクスリ・ＰＡＲＴⅦ」文藝
春秋㈱・上前淳一郎・昭和 年

■つきを信じたいとき大林さ
んは両足の親指を、ぎゅっ、と
縮める。つまり、親指を緊張さ
せることで、つきを呼び込もう
と意識する。
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映画で使う古い病院を探し回ると…

13

命を始め全ては繋がり 互いに関係し 依存する
院長先生や看護婦さんを集めて、
意味のある偶然の一致
この病院で行なわれた。
■おかげで、ロケはとんとん 「不思議な話でしょう。ぼくも
と進んだ。
スタッフも、弟がその病院にい
沢口靖子、紺野美沙子、浅野 たなんて、まったく知らなかっ
温子といった美しい女優陣にサ たんですからね。でも、この出
インをもらって、看護婦さんた 来事は、ぼくには不思議でもな
ちは大喜びで手伝ってくれた。 んでもない。こういう偶然がしょっ
完成した映画の最初の試写は、 ちゅう起きるからです」
たとえば新幹線に乗っていて、
しばらく会っていない友人のこ
とを思い出し、あいつどうして
いるかな、と思いながら食堂車
へ行くと、当の本人が坐ってい
る。
女友だちの顔を思い浮かべ、
元気だろうか、と考えていると
ころへ、その人から電話がかかっ
てきたりする。
京都市東山区・蹴上 （けあげ） 山
之内浄水場取水池は、茜（あか
ね・浅野温子）の入院先の病院
の外観として使われた。

10

スタンドは休み、ビルにもシャッ
平塚市の病院で うこ ターが降りている。困ったなぁ、
と思っているところへ、病院の
■映画監督の大林宣彦さんが 看板が目に入った。
「姉妹坂」という映画を撮った。
お腹が痛いんだから、病院に
そのロケーションに使うため、 頼めば貸してくれるだろうと車
本造の病棟がある古い病院を探 を止め、裏へ回って無事用を足
したが、いまどきなかなか見つ した。
からない。スタッフが手分けし
当直の看護婦さんに礼をいっ
て都内から近郊まで、毎日のよ て帰りかけると、なんと、探し
うに探し回っていた。
ていたイメージにぴったりの、
そんなある白、神奈川県平塚 古びた木造病棟があるではない
市内を車で走っていたスタッフ か。
の一人が、急にお腹が痛くなり、
表通りから見ると立派なビル
トイレヘ行きたくなった。
の近代病院だが、昔使われてい
■あいにく日曜日でガソリン た病棟が裏側にそのまま残って
いたのだ。
「あの、看護婦さん、この病棟
でロケをやらせてほしいんです
けど……」
トイレのつぎは病棟を貸せ、
といわれて、看護婦さん目をぱ
ちくりさせ、うさんくさそうな
目を向けている。
「いえ、怪しいものじゃありま
大林宣彦・広島県尾道出身。昭和
年生まれ。映画監督。成城大学中
退。「時をかける少女」「転校生」
「さびしんぼう」「姉妹坂」「ふ
りむけば愛」「天国にいちばん近
い島」等々… 作品を監督。
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人は『ありがとう』の数だけ賢くなり、『ごめんなさい』の数だけ優しくなり、『さようなら』の数だけ愛を知る
大林宣彦 おおばやし のぶひこ（映画監督）

