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新年、あけましておめでとうございます。 機関誌『佼成』１月号で、会長先生から「「「「ありのままありのままありのままありのままにににに観観観観るるるる」」」」というご法話をいただきました。その前段では、お正月は心機一転の機 
したことと、下車したい駅にこの電車は停まるかどうか…という話をしてこられました。私は、乗り気しない受け答えしていました。しばらく経って、そのご婦人の行先である駅に着き、そのご婦人はホ－ムに降りられました。私がヤレヤレという気持ちでいると、そのご婦人は私私私私のののの方方方方をををを向向向向いていていていて、、、、合掌合掌合掌合掌しながらしながらしながらしながら深深深深々々々々とおとおとおとお辞辞辞辞儀儀儀儀をされました。その瞬間、私は、ありのままに観ることが出来なかった自分に気づき、恥じ入りました。私が、形だけの対応であったのにも拘わらず、手を合わせてお礼を言われるご婦人、赤の他人に対しても、自分のことについて、何のためらいもなく話ができるご婦人の姿に、私の心が洗われ、自然と頭が下がりました。 このような至らぬ者ですが、「ありのままに観る」ことができる自分をめざしつつ、どなたにどなたにどなたにどなたに対対対対してもしてもしてもしても思思思思いいいいやりのやりのやりのやりの心心心心をもってふれあいをもってふれあいをもってふれあいをもってふれあい、、、、人人人人にににに喜喜喜喜ばれるばれるばれるばれる人間人間人間人間になるになるになるになることことことことを年頭にあたりお誓い致します。さらに、東日本大震災の被災地の復興を念じ、亡くなられた多くの方々への慰霊・鎮魂の礼を忘れず、本年も精進させて頂きたいと存じます。 本年も宜しくお願い申し上げます。      合掌 

おおおお知知知知らせらせらせらせ（（（（２２２２月月月月のののの教会行事教会行事教会行事教会行事）））） 

会であり、「気持ちをきり替える格好の機会であり、みんなが意気を新たに前進しようとする日本のお正月は、素晴らしいものだと思います」と仰っています。この心機一転の機会に、「ありのままに観る」、つまり、感情をまじえず、ものごとを素直に、純粋に受けとめることができれば、現象に心をふり回されずにすむと、教えてくださっています。 後段の「「「「喜喜喜喜びのびのびのびの光光光光をををを当当当当てるてるてるてる」」」」というご法話では、次のように菩薩の生き方を明示してくださっています。「仏さまの教えは、智慧と慈悲といわれます。真理を観る智慧と同時に、慈悲・思いやりの心で人とふれあうことですから、目の前の現象はありのまま見定め、一方では思いやりの心を発揮して自他ともに幸せに―それが、私たちのめざす菩薩の生き方といえるのです」とあります。これこそ、法華経に基づく、人間としての理想的な生き方であると学ばせて頂きました。   先日、京都市営地下鉄に乗っておりましたら、途中で高齢のご婦人が何か言いながら乗車してきました。その言動から、私は変な人だなと、感情をまじえて見ていました。関わりたくないと思っていたら、そのご婦人が私の正面の座席に座り、私に向かって、今日は日曜日で、バスの運行本数が少ないので地下鉄を利用 
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時事刻々

 平平平平成成成成２２２２５５５５年年年年、、、、私私私私たたたたちちちちはははは「「「「おおおおかかかかげげげげささささままままとととと手手手手をををを合合合合わわわわせせせせ    いいいいつつつつもももも笑笑笑笑顔顔顔顔でででであああありりりりががががととととうううう」」」」をををを実実実実践践践践ししししてててて参参参参りりりりまままますすすす。。。。    

平安月報 The HEIAN monthly report 



２ ＲＲＲＲ    ＫＫＫＫ    ＫＫＫＫ    京京京京    都都都都    広広広広    報報報報    ２０１３年１月１日 
昨年昨年昨年昨年１１１１年間年間年間年間のこんなことのこんなことのこんなことのこんなこと、、、、あんなことあんなことあんなことあんなこと    ～～～～そしてそしてそしてそして６１６１６１６１号号号号からからからから、、、、新新新新たなたなたなたな１１１１歩歩歩歩へへへへ～～～～     昨年「平安月報」で取り上げた京都教会のできごとをピックアップ。明日へ続くステップにしていきます。 ★★★★１１１１月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★ ★★★★３３３３月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活活活活動動動動★★★★ 1111 日日日日、、、、新年新年新年新年のののの幕開幕開幕開幕開けけけけ    元旦参元旦参元旦参元旦参りりりり    5555 日日日日、、、、厳粛厳粛厳粛厳粛・・・・盛大盛大盛大盛大にににに「「「「創立創立創立創立 74747474 周年式典周年式典周年式典周年式典」」」」     創立 74 周年式典が大聖堂および各教会で行われた。    7777 日日日日、、、、御親教式典御親教式典御親教式典御親教式典      ～明るく 優しく 温かい人になろう～    10101010 日日日日、、、、復興復興復興復興へのへのへのへの祈祈祈祈りりりり     解脱会関西道場において新宗連京都府協議会青年部主催の東日本大震災復興の祈り式典が行なわれた。        
9999 日日日日、、、、京都市成人式京都市成人式京都市成人式京都市成人式            ボランティアボランティアボランティアボランティア     みやこめっせで開催された成人式に、本会青年部・法輪クラブからボランティアとして参加。        

    
11111111 日日日日、、、、東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    慰霊法要式典慰霊法要式典慰霊法要式典慰霊法要式典     震災復興ボランティアに参加した青年の説法があり、被災された方を身近にすることができた。     

15151515 日日日日、、、、教会成人式教会成人式教会成人式教会成人式     京都教会において、第46 回成人式が行われた。 20202020 日日日日～～～～29292929 日日日日、、、、    様様様様々々々々なななな祈願祈願祈願祈願をををを込込込込めつつめつつめつつめつつ    寒中読誦修行寒中読誦修行寒中読誦修行寒中読誦修行 ★★★★2222 月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★    19191919 日日日日、、、、深草墓園深草墓園深草墓園深草墓園    春季慰霊式典春季慰霊式典春季慰霊式典春季慰霊式典にににに参加参加参加参加     この式典には各宗派を招待しており、今回は天理教京都教区の奉仕によって執り行われた。  ★★★★4444 月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★  
3333 日日日日、、、、節分会節分会節分会節分会     佐藤教会長は「貪（とん）瞋（じん）痴（ち）の三毒を滅し、心を清めることが大事だ」と述べた。    15151515 日日日日、、、、涅槃会涅槃会涅槃会涅槃会  庭野会長は法話の中で「『仏になる』という目標に向かって生きること」を説かれ、佐藤教会長は「涅槃の意義をかみしめ、好き嫌いを超えて無我になること」と述べた。     

8888 日日日日、、、、降誕会降誕会降誕会降誕会・・・・花花花花まつりまつりまつりまつり     お釈迦さまの生誕を少年部の子どもたちがお祝いをしました。佐藤教会長は「一人ひとりが“いのち”を大切に」と語った。 
 

18181818 日日日日、、、、新宗連青年新宗連青年新宗連青年新宗連青年部部部部    震災復興震災復興震災復興震災復興へのへのへのへの祈祈祈祈りりりり学習会学習会学習会学習会     新宗連京都府協議会青年部は「東日本大震災復興への祈りと宗教青年の取組み」学んだ。     
8888 日日日日、、、、福知山福知山福知山福知山まつりへまつりへまつりへまつりへ     福知山お城まつりのまとい披露に、京都教会青年部から 7 名が参加。福知山教会青年部と合流して、市民にまといを見てもらう。 18181818 日日日日～～～～19191919 日日日日、、、、車車車車いすいすいすいす駅伝駅伝駅伝駅伝ボランティアボランティアボランティアボランティア     全国車いす駅伝競走大会に、青年部がボランティアとして、選手の受入れや車いすの運搬を行った。     

13131313 日日日日、、、、新宗連委員会新宗連委員会新宗連委員会新宗連委員会     京都において、新宗連京都府協議会の委員会が開催された。１１月に「結成60 周年記念集会」の実施が決まった。     26262626 日日日日、、、、近畿青年部近畿青年部近畿青年部近畿青年部    庭野光祥次代会長庭野光祥次代会長庭野光祥次代会長庭野光祥次代会長とととと対話対話対話対話     近畿支教区の婦人部・青年部・学生部の部員が大阪普門館に集まり、庭野光祥次代会長の講話を学んだ。次代会長は「仏教は（どんなときも）“喜びを見つける” 教え」と述べ、「佼成会に入ると、困ったことが宝物になる」と語った。 
29292929 日日日日、、、、藤森神社藤森神社藤森神社藤森神社をををを清掃清掃清掃清掃     伏見明社が藤森神社の清掃奉仕を実施した。5 月5 日に同神社の駆馬神事が行われるため、当日も清掃奉仕を行った。    

29292929 日日日日、、、、もちつきもちつきもちつきもちつき大会大会大会大会     中央明社が京都三条会商店街で「ふれあいもちつき大会」を実施した。同商店街のイベントに定着した行事になっている。 



２０１３年１月１日 ＲＲＲＲ    ＫＫＫＫ    ＫＫＫＫ    京京京京    都都都都    広広広広    報報報報    ３ ★★★★5555 月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★ ★★★★７７７７月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★ 
    

1111 日日日日、、、、「「「「一心一心一心一心」」」」をををを大書大書大書大書     書家の吉川寿一氏が京都教会・体育館において「こころひとつに～一心～」を大書した。会員には 11月 4 日に披露。        
14141414 日日日日～～～～16161616 日日日日、、、、祇園祭祇園祭祇園祭祇園祭        ゴミゴミゴミゴミ分別回収分別回収分別回収分別回収ボランティアボランティアボランティアボランティア     「美しい祗園祭をつくる会」の分別回収ボランティアに明社のメンバーがボランティアに参加。    6666 日日日日、、、、福祉福祉福祉福祉バザールバザールバザールバザール     宇治明社は「第 22 回福祉バザール」を開催した。収益金 327,823 円が宇治市社会福祉協議会へ寄付された。        

15151515 日日日日、、、、盂蘭盆会盂蘭盆会盂蘭盆会盂蘭盆会     先祖供養を執り行う。 15151515 日日日日、、、、講演会講演会講演会講演会     大畑誠也講師に よ る「元気が出る教育者講演会」が行われた。        
    

17171717 日日日日、、、、祇園祭鉾曳祇園祭鉾曳祇園祭鉾曳祇園祭鉾曳きききき     青年部及び新宗連青年部としてボランティアに参加。青年部は役行者山（えんのぎょうじゃ）、新宗連は伯牙山（はくが）を曳いた。    29292929 日日日日、、、、少年少女少年少女少年少女少年少女フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル     大阪普門館において、近畿支教区「少年少女フェスティバル」が開催された。各教会が舞台発表を行うとともに、教会ごとに思考を凝らしたゲームを実施した。    
 

    

12121212 日日日日、、、、庭野平和賞庭野平和賞庭野平和賞庭野平和賞    シンポジウムシンポジウムシンポジウムシンポジウム     京都・下京の「ひと・まち交流館」において庭野平和財団・京都シンポジウム2012が開催された。第 29回受賞者のロサリーナ・トゥユク・ベラスケス氏の基調発題のあと、パネルディスカッションが行なわれた。    ★★★★8888 月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活活活活動動動動★★★★    19191919 日日日日、、、、比叡山春季講座比叡山春季講座比叡山春季講座比叡山春季講座     比叡山延暦寺会館で開催された「比叡山春季仏教講座」で、京都をはじめ近畿から数多くの会員が学んだ。     

3333 日日日日～～～～4444 日日日日、、、、    平和平和平和平和のののの祈祈祈祈りのりのりのりの集集集集いいいい     「比叡山宗教サミット」25 周年記念事業として国立京都国際会館で開催された。        
    

27272727 日日日日、、、、青年青年青年青年のののの日日日日     今回は、教会での「平和学習会」、街頭で「うちわのメッセージ書き」「震災募金活動」を呼びかけた。        
5555 日日日日、、、、平和学習会平和学習会平和学習会平和学習会     平和への祈願供養を行い、テラ・ルネサンス理事・鬼丸昌也氏の講演で学び、平和への誓いを新たにした。 ★★★★6666 月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★    

    
5555 日日日日、、、、228228228228 袋袋袋袋をををを発送発送発送発送     6 月から実施されていたゆめポッケ・キッズキャンペーンで収集された228 袋のポッケを本部に発送した。    

3333 日日日日、、、、730730730730 枚枚枚枚をををを発送発送発送発送     4月1日から実施された「アフリカへ毛布をおくる運動」で収集された毛布は 730 枚。本部に向けて発送された。     
 

25252525 日日日日、、、、新宗連京都新宗連京都新宗連京都新宗連京都・・・・    エコツアーエコツアーエコツアーエコツアーをををを実施実施実施実施     新宗連・京都は「地球環境学習会」で大阪ガスのガス科学館・泉北工場を見学を実施した。    
24242424 日日日日～～～～26262626 日日日日、、、、    水害復旧水害復旧水害復旧水害復旧ボランティアボランティアボランティアボランティア     8 月 13 日にゲリラ豪雨の水害被害を受けた宇治市の清掃ボランティアに宇治明社からのべ 12名が参加。        



４ ＲＲＲＲ    ＫＫＫＫ    ＫＫＫＫ    京京京京    都都都都    広広広広    報報報報    ２０１３年１月１日    ★★★★9999 月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★ ★★★★11111111 月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★ 4444 日日日日、「、「、「、「こころひとつにこころひとつにこころひとつにこころひとつに」」」」フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル  庭野開祖の生誕を祝い、東日本大震災の復興支援と会員の絆づくりを目指して開催。吉岡壽一氏の「一心幕」披露、七五三祝い、万灯奉納、模擬店などを実施。模擬店の収益金は京都新聞を通じて被災地に届けられた。    
1111 日日日日、、、、敬老会敬老会敬老会敬老会    シルバーフェスティバルシルバーフェスティバルシルバーフェスティバルシルバーフェスティバル     京都教会体育館において敬老会が実施された。少年部や青年部もお手伝いをしていた。                        

8888 日日日日、、、、かめおかこころかめおかこころかめおかこころかめおかこころ塾塾塾塾  本会・外務部長の根本昌廣氏が「震災復興における宗教者の役割～立正佼成会の事例を通して～」と題して講演を行った。    7777 日日日日、、、、教会教会教会教会がががが災害避難所災害避難所災害避難所災害避難所にににに指定指定指定指定  京都教会が東山区の災害避難所指定された。民間のしかも宗教施設が指定されるのは初めて。     10101010 日日日日、、、、人権問題学習会人権問題学習会人権問題学習会人権問題学習会  京都府が主催する「宗教関係者人権問題研究会」において、「夜回り先生」で有名な水谷修氏の講演が行われた。        15151515 日日日日、、、、開祖開祖開祖開祖さまさまさまさま生誕会生誕会生誕会生誕会     ひたすら法華経の広宣流布に邁進してきた庭野開祖の遺徳をかみしめ、新たな誓願を立てる。    10101010 日日日日、、、、脇祖脇祖脇祖脇祖ささささまままま報恩会報恩会報恩会報恩会        18181818 日日日日、、、、深草墓園秋季慰霊深草墓園秋季慰霊深草墓園秋季慰霊深草墓園秋季慰霊    23232323 日日日日、、、、秋季彼岸会秋季彼岸会秋季彼岸会秋季彼岸会    
    

29292929 日日日日、、、、新宗連発足新宗連発足新宗連発足新宗連発足 60606060 周年周年周年周年のののの集集集集いいいい  京都教会において新宗連結成 60 周年・同京都府協議会 20 周年記念集会が行なわれた。    ★★★★12121212 月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★    
24242424 日日日日、、、、新宗連教団訪問新宗連教団訪問新宗連教団訪問新宗連教団訪問  新宗連京都府協議会は教団訪問を実施。今回は金光教泉尾教会を訪ね、平和活動への取り組みなどを学んだ。        1111 日日日日、、、、教会発足記念教会発足記念教会発足記念教会発足記念    ★★★★10101010 月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★    7777 日日日日、、、、新宗連京滋合同懇談会新宗連京滋合同懇談会新宗連京滋合同懇談会新宗連京滋合同懇談会    4444 日日日日、、、、開祖開祖開祖開祖さまさまさまさま入寂入寂入寂入寂会会会会    13131313 日日日日、、、、日蓮聖人遠忌法要日蓮聖人遠忌法要日蓮聖人遠忌法要日蓮聖人遠忌法要    8888 日日日日、、、、成道会成道会成道会成道会        9999 日日日日、、、、受験合格祈願受験合格祈願受験合格祈願受験合格祈願    

    
21212121 日日日日、、、、清掃奉仕清掃奉仕清掃奉仕清掃奉仕とととと慰霊慰霊慰霊慰霊     乙訓明社では、小倉神社を清掃奉仕した後、山崎合戦の慰霊法要を実施した。午後からバーベキューでメンバーの絆を深めた。        

9999 日日日日、、、、クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス会会会会     少年部のクリスマス会を開催。リース作り、ケーキ、サンタさんのプレゼントと盛り沢山。   エコキャップエコキャップエコキャップエコキャップ回収運動回収運動回収運動回収運動    2012 年 10 月末現在、京都教会から累計で 268,710個のエコキャップを回収、送付出来ました。今年も 1階トイレ前に回収ボックスを常設し、運動を継続します。ご協力お願いします。 
おおおお知知知知らせらせらせらせ    この平安月報をインターネットでお届け（メール送信）します。 メール希望の方は件名に「■平安月報送信希望」と入力し、メール・アドレスをご連絡下さい。  →uetta2004@yahoo.co.jp まで（広報委員長・植田） 

 渉外部からのメッセージ  お陰さまで平安月報が還暦を迎えました。ご存知のように還暦とは干支（十干十二支）が一巡し、起算点となった年の干支に戻ることを言います。頭巾やちゃんちゃんこなど赤色の衣服を身に付けるのは、かつては魔除けの意味で産着に赤色が使われていたため、生 
まれた時に帰るという意味でこの慣習があるそうです。渉外スタッフ一同、創刊時の原点に立ち返って新たな一歩を踏み出したいと思います。 この月報はホームページでもご覧頂けます。 アドレスは http://rkk-kinki.blog.ocn.ne.jp/kyoto/ 

 


