やかましく自己主張をしています︒

思いま すが ︑現 代っ 子のス ズメ はと ても︑

二月十五日

涅槃会

しよう かと 思案 にく れてい ると ︑お 助けマ

さえ︑ 一時 間も かか り︑本 当に 大変 でどう

かきか ら始 まり まし た︒庫 裏か ら本 堂まで

を心が けて いま す︒ 初弘法 の二 十一 日は雪

が不幸 中の 幸い でし た︒宝 寿院 も火 の用心

してい まし た︒ 御家 族が皆 無事 で有 った事

痛む事 態で す︒ 翌日 のテレ ビが 大き く報道

大災難 が有 り︑ 同じ 智山派 のお 寺と して心

甚目寺観音の法花院様が全焼すると言う

夜まで降り積もり︑大変な交通渋滞の中で︑

一月二十日大寒 午後から降り 出した 雪は

さい︒併せて 宝物展も開催します︒甘酒や

も心もすっきりとします︒是非 挑戦して下

大師御 影供 は︑ 写経 を一日 して いま す︒身

ろびて きま す︒ 一度 お出か け下 さい ︒弘法

三月二 十日 春分 の日 には︑ 枝垂 れ桜 もほこ

ています︒

ますの で︑ 好天 に恵 まれま す様 にと ︑念じ

お客様 がお 越し にな り︑華 を添 えて 下さい

て︑春を告げています︒豆まきには 埼玉の

白梅を 待っ てい ます ︒二月 一日 に一 輪咲い

庭の葉牡 丹も 水仙 も やがて 咲き出 す紅梅

が又元気を出しています︒

最近は 鷺が本堂の上を悠々と飛び︑カラス

弟子ブ ック サが 現れ ︑金色 の布 を布 施しま

取り︑ 休ま れよ うと します ︒其 処に 最期の

は死を 予告 し︑ 二本 の沙羅 の木 の間 に床を

ます︒ とて も寂 しい ところ です ︒お 釈迦様

も布教 の旅 を続 けら れ︑ク シナ ガラ に至り

にも血 が走 った と書 かれて いま す︒ それで

赤痢の よう な病 気に なられ たこ とが ︑教典

干豚肉 の供 養を 受け ます︒ これ を食 して︑

これより数日前︑お釈迦様はチュンダから

涅槃に向 かわれ 八十 歳の生涯 を閉じ まし た︒

ていま した ︒日 が落 ち夜の しじ まの 中で︑

一瞬止 まっ てし まう ような 静寂 が立 ち込め

静かに 涅槃 に入 られ た日で す︒ 川の 流れも

クシナガラの沙羅の花が咲き乱れる中で

三十分ぐらいで ミーティング は終わ ります︒ お釈迦様が 沢山の弟子達に看取られて

ンの市 川氏 が来 て下 さいま した ︒地 獄で佛

お菓子 の接 待が 有り ますの で︑ お子 様達と

ぼだい樹 ⑫号

と出会 った 様に 思い ました ︒十 時ま でに綺

って︑お釈迦様は︑とても尊い存在です︒

しい事 です ね︒ 煩悩 の塵に 包れ た人 間にと

文章に する と︑ 一言 ですが ︑な かな かに難

我執から離れて︑解脱するとも云います︒

涅槃とは︑煩悩を吹き消すことだそうです︒

この伝承に由来します︒

でいわ れま した ︒仏 像を金 色に する のは︑

の 時に︑ 仏陀は二度金色となる と︑御 自 身

きまし た︒ 生涯 で二 度︑成 道の 時と ︑涅槃

す︒布 を着 けた お釈 迦様は ︑金 色に 光り輝

昔の記 憶で は︑ もっ と可愛 い声 だっ た様に

ら始ま りま す︒ 会場 は本堂 の大 屋根 です︒

ちゅん とス ズメ 達の ︑朝の 打ち 合わ せ会か

冬の朝 は夜 明け と共 にチュ クチ ュク ちゅん

宝寿院歳時記

早く始りますようにと︑真剣に祈りました︒

立ち尽 くし てし まい ました ︒再 建が 一日も

行く事が出来ました︒胸がつぶれる思いで︑

おかげ さま で午 後は ︑観音 様へ お見 舞いに

麗になり 参詣の皆様に喜んでもらえました︒ お出かけ下さい︒

2001/2/3

運勢・家相相談は予約です。
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