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不安なことが続く昨今です。SNS で交流させてい
ただいている熊本のお寺の坊守さまからも、この
度の豪雨で近隣寺院や門徒さんが被災されたとお
伺いしました。そんななか、「このような時だから
こそのお念仏かと思います」とメールをください
ました。仏様のお慈悲をいただくことで、苦難に
新しい意味を見出し、また少しずつ、力強く歩ま
せて頂く、そんな浄土真宗の救いをあらためて教
えていただくことでした。
本堂に募金箱を設置しますので、お参りの際に、
よろしければぜひご協力ください。

〒810-0074
福岡市中央区大手門 3-7-19
Tel     092-751-7074
Mail   syougakuji1640@gmail.co.jp

Access

正覚寺日誌

海見山
浄土真宗本願寺派

正 覚 寺

amrta
アムリタ

地下鉄「大濠公園駅」より徒歩 5分
西鉄バス「港二丁目」より徒歩 1分
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正覚寺寺報 vol.12

- 住職コラム「“南無阿弥陀仏” は仏さまの呼び声」
-おうちにいても出会える仏教コンテンツ

・

新規納骨壇について

この度、正覚寺の納骨堂に
新しく納骨壇を増設しま
す。福岡市火災予防条例を
受け、今までの木製とは異
なりアルミ製になります。
そして、壇の中心は過去帳
から南無阿弥陀仏に変わり
ます。また、従来と同じ縦
型のものと、ロッカー式の
ものと二種類ございます。
新たに必要な方は、どうぞ
お気軽にご相談ください。

正覚寺公式
ラインアカウントができました！
お寺の近況などを気まぐれで発信します！よければ
ぜひ、ご登録をお願いいたします。

①ラインアプリを開く
②ホーム画面右上の、「友だち追加」
　のアイコンを押す
③上部の「QRコード」を押す
④こちらのQRコードを読み込む→
⑤「追加」を押す

▶登録方法がわからない方は、お寺でお問い合わせください
▶登録できない方も、重要な内容はこの新聞で発信しますので、
　ご安心ください

登録方法

←コレです！

“南無阿弥陀仏” とは、仏様から私への呼びか
けの言葉です。生と死に惑い、不安の中にあ
り続けるしかない私への「我に任せよ、必ず
救う。あなたは浄土へ生まれ、悟りをひらく
身である」という呼び声です。

住職コラ
ム

“南無阿弥陀仏 ” は仏さまの呼び声

ウィルは他のカウンセラーの様々なカウンセリ
ングを受けても、それを茶化し逃げ続けます。
しかしショーンのカウンセリングだけは、難航
しつつも徐々に進展してゆき、少しずつ二人の
交流が深まってゆきます。

ある時、彼の数学の才能を発見した大学の教授
が、彼を更生させるために、ショーンという優
秀なカウンセラーを紹介します。ショーン自身、
プライベートでは最愛の妻を亡くすなど心に深
い傷を負っていました。

『グ ッ ド・ウ ィ ル・
ハンティング』とい
う映画があります。
1997 年公開のアメ
リカ映画です。非常
に評価が高く、アカ
デミー賞、ゴールデ
ングローブ賞で脚本
賞を受賞しました。

マット・デイモン演じる主人公の青年ウィル
は、幼少の頃より虐待されて育ちます。悪友
たちとつるみ暴力沙汰を起こしながらも、清

もし今夜、自分の命が終わるとして、欲しいも
のはなんでしょうか？お金や名誉でしょうか？
それとも健康でしょうか？いずれも大切なもの
には違いないですが、死を目前とした時、全て
力を持たないものばかりです。私たちがギリギ
リのところで真に求めているもの、それは、私
の存在をそのまま包み込み、私の生と死を意味
づけ、超えさせてくれる他者の言葉ではないで
しょうか？

（賞  雅　曜  哲）
たかまさ  ようてつ

親鸞聖人は、「お念仏は私の口から出るもので
ありながら、私の行為ではない」とおっしゃい
ます。仏様の呼び声だとお示しくださいます。

仏様は「罪を作り苦悩を抱えながらしか生きら
れないあなたを、そのまま私は受け入れる。あ
なたは決して虚しく終わっていくいのちではな
い。私に任せよ」と呼び続けてくださいます。
それが “南無阿弥陀仏” の御言葉です。称えた
から助かるのではありません。その言葉が、真
実を告げる如来（＝仏様）の言葉として私に届
いたところで、救いが成立するのです。

掃の仕事でなんとか生計を立てています。しか
し、彼はどんな数学の難問でも鮮やかに解くこ
とが出来るという素晴らしい才能を持っていま
した。この映画はウィルの成長と回復が暖かく
描かれる青春物語です。

映画の最終盤、ウィルが失恋したり、幼少期の
虐待の具体的な様子を再確認する中、最後のセ
ラピーが始まります。
　ショーン　「君は何も悪くない」
　ウィル　　「知っている」
　ショーン    「僕の目を見ろ。君は悪くない」
　ウィル        「知っている」
何度も繰り返すのでウィルは逆上しますが、
ショーンは「分かっていない。君は悪くない」と、
語りかけるのをやめません。とうとう泣き崩れた
ウィルを、ショーンは強く抱きしめます。その瞬
間ウィルは救われます。

とな

ウィル

ショーン

自分で自分を慰め
る行為、自分で自
分を認める言葉、
それらは自分の存
在を支えるにはど
うあっても役に立
たないものです。
自分を慰めようと
するその自分自
身が、孤独と苦
悩を抱えている
からです。

「君は悪くない」という言葉には、ウィルの存
在を丸ごと包み込む他者の存在があります。そ
こに浄土真宗の救いと共通するところがありま
す。



本願寺新報

手塚治虫
『ブッダ』

福岡組
ホームページ法話

機関紙『めぐみ』

瓜生 崇さん
youtube 法話

近藤丸さんの
twitter 漫画

宝林寺さんの
坊守通信

釈 徹宗さん
『随縁 つらつら対談』

お寺の掲示板大賞

新聞 書籍 youtube

ウェブ

twitter

漫画 ウェブ

雑誌 ウェブ

おうちにいても出会える

とってもおすすめ

仏教コンテンツ

本願寺の発行する 120

年の歴史のある新聞で

す。カラフルな紙面に、

時事問題や、やさしい

法話、童話など、家族

で購読できる内容に

なっています。　▶毎月 3回発行
▶年間 4,080 円（税込・送料込）

相愛大学の教授で僧侶

の釈徹宗さんの軽妙で

深遠な対談集です。ゲ

ストはいずれも各界の

著名人。笑あり涙あり、

智慧ありの13篇です！

▶価格 1,400 円 +税
▶お寺でも貸し出しできます！

ネットでの法話

の配信がどんど

ん盛んになりつ

つあります。住

職が今頻繁に

チェックしてい

るのが、真宗大谷派僧侶の瓜生崇さんで

す！　　▶youtube で「瓜生崇」と検索

福岡市中央区と近郊の

浄土真宗本願寺派のお

寺、24ヶ寺の総合情

報サイトです。住職た

ちの持ち回り法話もあ

ります！なんと音声付

きです！（正覚寺住職も頑張りました）

▶「福岡組 仏様のおはなし」と検索

言わずと知れた手塚治

虫のブッダです。苦悩

の世界にありながら、

自他の救いを求め続け

るブッダの姿はいつ読

んでも胸打たれます！

読後人生が変わったという方も…！
▶全 14巻　▶お寺にもあります！

SNS に 投稿

されたお寺の

掲示板の中か

ら、素晴らし

いものを表彰

す る 試 み。

グッとくる言葉に出会えます！　▶イン
スタ等で「#お寺の掲示板大賞」と検索

仏教婦人会総連盟の機

関 紙。対 談 や 詩、

Q&A など、仏教の解

説も、とてもやさしく

読みやすく、届くのが

楽しみな機関紙です。

▶お寺にもあります！
▶年4回発行　▶年間1.200円（送料込）

「ヤンキーと住職」

など、チャーミン

グで胸に染みる、

とっても素敵な仏

教マンガを投稿し

ていらっしゃいま

す！超おすすめ！

▶twitter で「近藤丸」と検索

山口県のお寺の坊守

さまの毎日の様子が、

飾らない言葉で綴ら

れていて、仏さまと

ともにある日々とは

こういうことか、と

感じます。　▶「山口 宝林寺」と検索し、
メニューから「坊守通信」を選択

住職と坊守が
セレクトしました！
「見方が分からない」
「見本を見てみたい」
「購読してみたい」

そんなときにはお気軽に
お問い合わせください。

楽しいですよ ♫

アナン

おシャカ様

アミダ様

西
方
浄
土

てっしゅう うりう　　たかし

そ


