常栄山

■「除夜の 鐘」が昨年 月
日、午後 時 分 から打ち
鳴らされ、午前２時頃までに、
３ 百人近い参 詣者が新 年を祝
いました。
３種類の甘酒、日本酒、玉こ
んにゃく、手焼きせんべい、炒
りギンナン、お茶などが 時
分から無料で振る舞われ、瞑想、
読経体験も行われました。
45

■また本堂 正面に置 かれた
香 炉に参詣 者が各々 書いた
「 反省文・懺 悔文」を お焚き
上げする姿も。
４カ所のた き火にて 暖を取
り つつ「振る 舞い」を 手に取
り 、天気にも 恵まれ、 新年の
清 々しい中を 、参詣者 は三々
五々、本照寺を後にした。

第83号

（加入者名・本照寺）
き ょ うゆう

お お

も と

■「身 延大会」 が４
月 日（土 ）～ 日
（日）の １泊２日 にて
開催され 、本照寺 は今
年で通算 回 目の参加
となります。
■身延 山は何と 言っ
ても日蓮 聖人が９ 年間
にわたり お住まい にな
られたお 山であり 、ご
遺言によ ってこの 地に
墓が建て られ、「 日蓮
の弟子な どは、こ の山
を本とし て参るべ し」
と仰せしお山です。
ですの で日蓮宗 の檀
信徒とし ましては 、一
度は必ず お参りい たし
たいものです。
どうぞ 、以下を ご参

発行所
本照寺・須藤教裕
携帯090-9151-6438
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（特集・母）

う た

朝の詩
て母の手は
仏様の手
拝まずにはいられ
ない

まあだだよ
もういいかい
もういいよ
遠い昔
母と遊んだかくれ
んぼ
懐かしくなり
天国の母にいって
みた
もういいかい
と言ったら
まあだだよ
まあだだよ
と繰り返し聞こえ
てきた

散歩道

愛媛県大洲市
土居義彦

通り抜けできませ
ん
立て札のあった道
母とよく散歩した
ハギ エノコログ
サ アケビ クズ
ススキ
の母は立ち止ま
り
道端の草花を
口ずさんでいた
空にはいわし雲
母は父のいる彼岸
へ
通り抜けてしまっ
た
今は一人で歩く
母との想い出を抱
いて

に 参加。大会 終了後 「沼津
港 」で 昼食 （ 寿司 ）を摂 り、
休憩をはさみつつ帰路へ♪

４月１日の「おついたち」
にカラオケで楽しみましょう

「幸福のための最初のレシピは、昔のことをあまりにも長い時間をかけて、考えないことです」
アンドレ・モーロワ（フランス・小説家、伝記作家、評論家）

母の手
東京都板橋区
網野久靖

オレの
ヨイトマケの唄
盛岡市
小笠原敏夫

場で
必死にひいてたヨ
イトマケ
オレは見ていた母
ちゃんを
握った拳ふるわせ
て
母ちゃん泣くな
今オレは
白米の米を食って
いる
三度の飯も食って
いる

かくれんぼ

大阪市豊中市
森川徳夫

もういいかい

日蓮聖人 の墓所へ 参拝～宿
坊へ宿泊（非日常体験です）
【 ２日目】 午前８時 から午前
時半 まで、「身 延大会」

村一番の貧乏で粥
に水足し食ってい
た
３度の飯もままな
らず
体の弱い母ちゃん
が
暑い日照りの工事

照にご 参加くだ さいます よ
うに。
【参加費】１万６千円
詳細は 本照寺へ お尋ねく だ
さ い 。締 切 りは
４月１日
【初 日】 バ ス午
前 ８ 時白 山 集会
所 出 発～ 伊 勢原
～ 東 名秦 野 イン
タ ー ～サ ー ビス
エ リ アで 休 憩～
身 延 山へ 到 着～
買 い 物や 昼 食～
し らやま

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

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

55

写 真㊦ 身延 山本 堂へ 至
る 「菩 提梯 ・ぼ だい て
い 」は 高 低差 １０ ４㍍ 、
２ ８７ 段の 階段 です 。
一 昨年 、私 は久 しぶ り
に 登っ たの です が、 途
中 半ば で断 念。 女道 へ
避 難し て登 った 次第 。
高 所恐 怖症 が悪 化し た
の でし た。 です が「 身
延 山名 物」 です ので 、
是 非一 度は 挑戦 して い
ただきたい階段です。

■さて、何年振りとなりましょ
うか…多分、６～７年振り？
久々にカラオケでもいかがでしょ
うか？ 毎年４月１日は「感謝
祭」として、くじ引きや、厚木
市在住の歌手であり、また本照
寺のお檀家さんでもある立花伸
一さんを迎え、コンサートを開
いたりと賑やかに過ごしました
が、近年は…ということで、歌
いましょう！ （景品とお弁当付き）
■３月 日頃までに本照寺へ
お申し込みください。時にはパッ
ト歌ってストレス解消をお勧め
します。
どな
たで も
出演 で
きま す
ので。

私の母、須藤美代子は美空ひばりの「リ
ンゴ追分」が十八番でしたね…

55

18

81

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

11

副住職の
コーナー

90

(^^)

11

30

を「繰り弁」と言う 抑揚
る 、背 中に 南無 妙法 蓮華 経
ある伝統的話法で語 る。
と 書か れた 白い 羽織 もの ）
話者は故、立川談志 の弟
着 用の 方へ 、特 別ご 朱印 授
子、立川志遊と僧侶
与
② 法要：順序・座配などの ●申込
基本を解体しながら も、
参加 者は、４ 月 日 土
( ま
)
通常なかなか見られ ない
で に本照 寺へ ① 氏名、 ② 住
伝統的な儀礼も取り 入れ
所 、③ 電話 番号 、④ 年齢 を
た挑戦的な法要
お知らせください。
③ 唱題行：瞑想と「南無妙
法蓮華経」を組み合 わせ ま た 、 会 場 よ り 電 車 ＋ 徒 歩 で
た日蓮宗の修行
分程度 の本山 龍口 寺にて 、
④ 落語：故、桂歌丸の弟子、 時 半 か ら 龍 口 法 難 会 も 開 催
桂歌助による創作落 語
され ます 。ご 都合 の良 い方 は、
「江 の島 弁 合わせて参加ください
財 天と 龍
ノ口」
● 特典
行 衣（ 日
蓮 宗の 修
行 者が 着
18 30

71

20

12

10

83

10

お参りを
身延山へどうぞ

31

鎌倉

日蓮宗

16

●費用：無料
●内容
①祖伝：聖
人の生誕・
龍口法難に
関する伝記

(^^)(^^)

12

日 蓮聖人 の生誕 ８００ 年、
龍 口法難 ７５０ 年の節 目を
迎 え、鎌 倉で行 う大き な催
し をご案 内しま す。

12

於

落語・祖伝・唱題行などのご案内

一昨年は緑 昨年は青にてライトアップ
主催 は日 蓮宗 の東 京・ 神奈
川地 区で 、詳 細は 以下 の通
りで す。 私も 運営 とし て参
加いたします。
● 日時
９月 日 土
( ) 時半～ 時
半頃予定
● 会場
鎌倉 芸術 館（ 大船 駅か ら徒
歩 分）
10
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■ 「私 は 人近く の 特攻 隊指 揮 官の 手 記に 「 彼ら は 明日 か ら飛 び 始
特攻隊兵を見送ったが、 める 。最 後 の夕 飯 を食 べ た彼 ら は海 岸 へ出 て 、
『お 父さ ん』と 言っ て たぶ ん自 分 の故 郷 であ ろ う方 角 を向 い てこ う 叫

母の記憶

アンヨタイ

こいねが

◆「私が決して滅ぼされることのないようにと
編集後記
希うひとつの民族がある。それは日本民族だ」と
など
は、昭和初期に駐日フランス大使を務めた詩人、ポー
ル・クローデルの言葉。同じ頃、日本に 日間近く滞在
したアインシュタインは「純粋な心は、他のどこの人々にも
見られない。みんながこの国を愛して尊敬すべきだ」「日本人
は今まで知り合ったどの民族よりも気に入っています。物静かで、
謙虚で、知的で、芸術的センスがあって、思いやりがあって、外見
にとらわれず、責任感があるのです」「簡素で上品で、
農家やその他の質素な日本家屋を見たが、すべてぴかぴ
か。躾が良くて愉快な大勢の子供たち…」と絶賛。
以上、発行・
草思社「
アインシュタインの旅行日記」
から。

50

うケ ロッとし てキャ ッキャッ の中 に、確か に私が 存在して
と喜んでね。かわいかった」 いた ことに、 ただた だ感謝し
（産経新聞）
そ れからま もなく 、母は私 ている。
が娘 であるこ とが、 わからな
樫本ユ ウ子（ ）
くなった。
東京都北区
た わいない 生活の 中のほん
の一 コマ。で も、私 にとって
母 の 涙
は母 からの、 最後の 最高の贈
り物になった。
母 亡き今、 懐かし い故郷の
あの 江ノ電沿 いの道 を、母に
抱か れて、キ ャッキ ャッと喜
んで いる自分 の姿を 想像しな
がら 、私は、 今でも ときどき
つぶやいてみる…。
「お母さん、アンヨタイ」
橋本三 枝子（ ）
東京都世田谷区 （産経新聞）

「次の角を左に曲がって！ 私の家だから…」

執筆者不明

お母さん、会いたいよ。
「本 当にいつ まで経 っても子
供ね」
と笑わないでね。
大好きです。

私はお母さんみたいな母親になれますか？

お母さん
さ よならす るなら 、もっと
覚悟をしたかった。
「具合が悪い」
と言 い、入院 してた った８日
で逝 かれたら どうし ようもあ
りません。
まだ下の子は、生まれて２ヵ
月ですよ。
もっともっと抱っこしたかっ
たでしょう。

私 はお母さ んみた いな母親

ご飯 を作らな いとい けないか
ら家 に帰して くださ い。お願
いです！」と必死に頼むのだ。
「 ユウ子は 私だよ 。ここに
いる よ。」と 言って も、母は
首を横に振って、家に帰して、
と言 うばかり だ。ほ とんど涙
を見 せたこと がない 母の目に
涙があふれていた。
車 は曲がる ことな くまっす
ぐ走った。
「あぁ…」と母は声を上げ、
下を向いてしまった。
あ の日あの ときの 母の言葉
や涙 を思い出 すと、 今も私は
涙が こみ上げ てくる 。子供の
私を心配し育ててくれたこと、
そし て、切れ 切れの 母の記憶

70
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■ 脳梗塞を 患い、 半身に麻
飛び 立っ た兵隊 は一 人 んだ、『お母さん』」とあった……。
もい なか った。 全員 が
あなたがランドセルを背負って小学校から帰っ
痺を かかえ、 リハビ リに専念
『お 母さ んと』 言っ て て来 た時 の こと を 思い 出 して 欲 しい 。 「お 母 さ
する も、最終 的に施 設にお世
飛び 立っ た」と は、 元 ん、 ただ い ま！ 」 では な かっ た か。 父 は仕 事 で
話に なり、ギ リギリ まで杖を
特攻隊兵の証言である。 外出 して い たこ と だろ う 。或 い は「 十 月十 日 ・
つき ながら頑 張って 歩いてい
私は その 時、「 一番 機 とつ き と う か」と の 言 葉 もあ る 。 や はり 、 お 母 さ
たも のの、つ いに車 いすの生
の兵 隊が 『お母 さん 』 んには、かなわない……。
活になった母。
と言って出撃したので、 「母 の歳 、 越え て 母の 夢を 見 る」 と は 歳の 男
見 舞いに行 くと、 当時姑と
２番 機、 ３番機 の兵 隊 性の詩。やはり、お母さんには、かなわない。
もそ れに ならっ たの だ
■今回は、母へ の思いを綴った４人の 文章を、 同居 していた 私に、 「こちら
ろう」と思った。だが、 紹介したい。
に来てもバーバ、帰ってもバー
バね 」と、申 し訳な さそうに
言っていた母。
し かし、ま もなく 歩行とい
うも のがいか に人間 の脳に影
響が あり、大 切なこ となのか
拶し なければ いけな いのに涙 になりたい。
を、つくづく知ることになる。
お母さんへ
が止まらなくなりました。
なれますか？
急 に認知症 が進ん だのであ
■お母さん
あ なたとほ とんど 会話なん
優しいお母さんになりたい、 る。
台 所に立つ とあな たが横に て無 かったお 父さん はお礼の 強いお母さんになりたい、
そ んなある 日のこ と、突然
立っている気がします。
挨拶 で、言葉 を詰ま らせ書い 笑顔 が素敵な お母さ んになり 母が 昔を懐か しむよ うに語り
てあ る文章を 読むこ とも出来 たい。
出した。
ず、必死で言葉に出来たのは、
「駅 までお買い 物に行った
「ありがとうございました」
帰り 道、もう 歩くの がいやに
だけでした。
なっ たあなた がだっ こしても
らい たくて、 足が痛 い～を
『アンヨタイ、アンヨタイ』っ
て言うの。しょうがないわねっ
て、 だっこし てあげ たら、も
お母さん
洗 濯物を畳 んでい ると、ず
ぼら なわたし に「ほ らもっと
キレイに畳まないと」
と言 うあなた の声が 聞こえる
気がします。
お母さん
泣いていると
「ほら、おいで」
と撫でてくれる気がします。
もう ２児の母 だとい うのに、
あな たが死ん だこと をどこか
受け入れられません。
お葬式で３歳の長男が
「早く起きないかなぁ」
なん て言うか ら、弔 問者に挨

母の 日 は昭 和 年、
父の日は昭和 年から
始まり、赤いカーネー
ション、また黄色いリ
ボンをそれぞれに送る
という風習がある。

問やデイサービスを活用した。
その 後、老人 保健施 設へ入所
もし た。施設 に会い に行った
ときは、友人の車に乗せても
らっ て、気晴 らしに 母を地元
の温泉に連れて行くことがあっ
た。 楽しそう な母の 姿にホッ
トしたものだ。
あ るとき、 温泉で くつろい
だ後 、施設に 帰る車 中で、母
は「 次の角を 左に曲 がって！
少し行ったら家だから」と言っ
た。確かにその通りだったが、
施設 に戻るに は角を 曲がらず
まっ すぐ進む しかな い。母は
再度 、「お願 いです 。曲がっ
てく ださい。 ユウ子 が学校か
らお腹をすかして帰ってくる。

■ リウマチ を患い 、要介護
４に なってし まった 母の介護
を続けて、もう約５年になる。
母は ベッドか ら便器 に乗り移
るこ とすら今 では困 難になっ
てし まった。 朝から 晩までト
イレ に行きた くなる と私を呼
ぶ。
夜 間も、５ 、６回 は起こさ
れる が、用を たすた びに「こ
んな 体になっ てしま ってゴメ
ンネ 」を繰り 返し、 涙を流す
母に返す言葉もない。
「 ヨッコラ ショ」 の掛け声
とと もに老い た母の 体を持ち
上げ ると、私 の胸と 母の胸が
重な る。柔ら かく温 かい感触
により、よく抱っこしてもらっ
た子供時代を思い出す。
弱 虫だった 私はよ く母の胸
に逃 げ込んで いた。 母の胸の
中で 泣きなが ら慰め てもらう
至福 のときは 小学校 高学年に
なるまで続いた。
今 の母は、 私に抱 きかかえ
られ ると安心 した表 情をみせ
る。 単調な介 護で、 心が折れ
そう になる日 もある が、幼い
日の 母のぬく もりを 思い出し
ながら今年も頑張ろう。
大石みどり （ ）
横浜市青葉区 （産経新聞）

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
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■ 母が亡く なって 昨年末で
年になる。 そんな になるん
だな ぁ、と思 いつつ 、母が生
きて いたとき は、月 に２回ほ
どは 新幹線や 夜行バ スを利用
して 帰省して いた。 母がいな
くな ったこと で、郷 里の秋田
へは お盆や彼 岸の日 に行く程
度に 減ってし まった 。母に申
し訳ない気持ちがしている。
私は東京で働いていたので、
母は 寒い北国 でひと りで暮ら
していた。元気な人だったが、
しだ いに認知 症のき ざしが表
れた ため、市 の福祉 課に相談
して 、ヘルパ ーさん の家庭訪
13
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