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宝寿院歳時記
二月の 半ば から ﹁春 が来た なあ ：： ﹂と︑
小鳥達 のさ えず りが ︑とて も元 気に なって
きました︒楠や椋の木のてっぺんでイカル
︵鵤︶ のオ スの ︑メ スを呼 ぶ鳴 き声 が空中

を 訪ね なさい︒﹂と 書かれて いることに︑

のも︑﹁私に逢いたければ︑私が修行した所

四国八 十八 ヶ所 を︑ 遍路︵ へん ろ︶ します

が求めて行く道がわかります︒たとえば︑

た御遺 告二 十五 ヶ条 の遺言 状に より ︑私達

入定さ れま した ︒こ の時︑ 弟子 達に 示され

の交響曲を演奏しています︒聞いて下さい︒

した︒ 竹薮 では ︑名 も知ら ぬ小 鳥達 が︑愛

ます︒ 今年 も又 カラ スが︑ 巣作 りを 始めま

です︒ メジ ロや キビ タキの 声も 聞こ えてき

んに逢 うこ とで しょ う︒ハ トの 小型 ぐらい

朝から 鳴い てい ます ︒きっ と素 敵な お嫁さ

越しま す︒ ピー ピー フピリ リー と︑ 雨中も

を開けて 用紙 と向 き 合い 般 若心経 をとな

げ︑し ばら く静 かに 目を閉 じま す︒ 次に目

写 経 を する 時は ︑初 め に 灯明 と線 香 をあ

を作っていくのです︒一時間程が 目安です︒

まれま す︒ 一枚 の用 紙の中 に︑ 佛様 の世界

よく聞きますが︑一字を写す度に 仏様が生

﹁字が下手だから イヤ︒﹂と言う声を

写経

由来し ます ︒お 大師 様を慕 う私 達は ︑遍路

庭 で は 福寿 草が 日の 光 を 受け て︑ 金 色に

写経は 誰でも出来ます︒

をして ︑お 大師 様に お会い する こと が出来

後に願 い事 や︑ 供養 したい 方の 名前 を書き

えた後︑丁寧に 下敷きの字を写します︒最

ともに 壮快な気分を味わう事が出 来 ま す ︒

光明殿の寺宝に囲まれて 写経をする 時 ︑

ます︒いよいよ完成です︒

にたど り着 いた 時に は︑同 行二 人︵ お大師

五月 三・四・五 日 スタンプ・ラリー

四月 八日 ︵甘茶︶ お釈迦様 降誕会

三月 二十・二十一日 寺宝展・写経会

宝寿院行事ご案内

﹁極楽︵ごくらく︶って こんな感じですよ︒﹂

美味しい甘酒を 接待いたします︒

共に おまつりいたします︒二十・二十一日

ていま す︒ 春分 の日 には︑ 光明 殿に 寺宝と

の掛け 図は ︑弘 法大 師ご真 筆と 箱書 きされ

なりま した ︒宝 寿院 に伝え られ てい るお姿

日となり︑お姿を掲げて お参りするように

桜

づき感 謝が 生ま れ︑ 三月二 十一 日が 特別の

このよ うに ︑自 然の うちに お 大師 様に近

様と二人︶の信仰が︑身に付いています︒

金剛杖 を力 に十 一日 間を遍 路し て︑ 高野山

耀き︑チューリップの芽が顔を出しました︒
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るのです︒八十八ヶ所を 廻りますと︑心身

千百六十 五年前 の三 月二十一 日午前 六時 に︑ に響き 渡っ てい ます ︒里山 の広 葉樹 で冬を

弘法大師 空海︵くうかい︶様は︑今より
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