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《《《《～～～～精進精進精進精進のののの出発点出発点出発点出発点はははは家庭家庭家庭家庭～～～～》》》》    

    

新年あけましておめでとうございます。 昨年中は種々お世話になり、有り難うございました。 本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。  本会機関誌『佼成』１月号に、「「「「家族家族家族家族とともにとともにとともにとともに、、、、心豊心豊心豊心豊かにかにかにかに」」」」という会長法話が掲載されています。その前段の中で、「たくさんの人が集まる機会の多い年末年始年末年始年末年始年末年始はははは、、、、人人人人がががが近親者近親者近親者近親者のなかでのなかでのなかでのなかで豊豊豊豊かなかなかなかな心心心心をををを育育育育むむむむ大切大切大切大切なななな機会機会機会機会といえそうです」とおっしゃっています。私などは単に新年だからおめでたいとか、楽しいとか、ゆっくり過ごすことができて有り難いという気持ちでお正月を迎えておりました。まさか「豊かな心を育む大切な機会」とは思いも寄りませんでした。『一人ひとりの心田を耕す立正佼成会』という総合目標を掲げて精進に努めている本会会員としては、常に心を柔らかくし、豊かにしていくことを大切にする生活が何より重要なことだと思いました。そういうことから、家族がいて当たり前という考えは改めなければならないと思いました。  つい先日も、東京の自宅に帰りました際に、思ったことがありました。それは、もし、家内が居てくれなかったら、電灯もついておらない真っ暗な家に鍵を開けて入っていかなければならない。「お帰りなさい」という声も聞けず、温かいご飯の用意もないので、自分で作り、風呂も沸かし、話し相手もいない中で一人淋しくご飯を食べなければならないと、ふと思ったのであります。あらためて、一番身近な存在である家内がどれほど有り難いかということを気づかせていただき 

ました。家族や家庭のお蔭さまで、安らぎと救いを得られているということを実感した次第です。  後段では、「家族」を思いやることの大切さが説かれています。具体的には、家族家族家族家族のあいだでのあいだでのあいだでのあいだで「「「「無財無財無財無財のののの七施七施七施七施（（（（しちせしちせしちせしちせ））））」」」」が心の豊かさや安らぎを家庭にもたらす重要なポイントであると示していただきました。皆さまもご存じのことと思いますが、あえて書かせていただきますと、 
 【無財の七施】―お金をかけなくてもできる布施― ◎眼施（げんせ）／やさしい眼差し。 ◎和顔悦色施（わげんえつじきせ）／柔和な笑顔を絶やさな        いこと。 ◎言辞施（ごんじせ）／思いやりのこもったあたたかい        言葉がけ。 ◎身施（しんせ）／肉体による奉仕。 ◎心施（しんせ）／他人や他の存在を思いやること。 ◎床座施（しょうざせ）／自分の席をゆずること。 ◎房舎施（ぼうじゃせ）／わが家を一夜の宿に貸すこと。 
  これら七種の布施行は、年齢に関係なくできる施しであります。とりわけ年長者が率先して実践し、後ろ姿で見せていくことが大事であるということも、ご法話の中で教えてくださっています。その輪が会員綱領にありますように、家庭・社会・国家・世界へ広がり、あたたかな心の栄養が行き渡るよう菩薩行に励んで参りたいと思います。   ご法話の結びに、「「「「精進精進精進精進のののの出発点出発点出発点出発点はははは家庭家庭家庭家庭ですですですです」」」」とあります。そのことを肝に銘じて、本年も布教伝道させていただきたいと存じます。  あけましておめでと

うございます。２０１５
年は三碧（さんぺき）木

星未（ひつじ）年になり
ます。未年には世界を巻

き込む戦争が勃発して
います▼４８年前は第

三次中東戦争、３６年前
はソ連のアフガン侵攻、

２４年前は湾岸戦争、１
２年前はイラク戦争が

起こっています▼ちな
みに８４年前には柳条

湖事件をきっかけに日
本が満州事変から戦争

に突入していきました
▼一方、三碧木星は東に

位置する星です。太陽が
勢いよく昇り始める頃

で、九星で一番若々しい
精気をもち、季節で言う

と春を表します▼その
気を受けて「人類の進歩

と調和」をテーマに行わ
れた大阪万博や「地球温

暖化防止」に向けた京都
会議が行われた年でも

あります▼今年はどん
な一年になるのでしょ

うか。戦争のような悲惨
な出来事が起こること

なく、夢や希望に向かう
きっかけになる一年で

あってほしいものです。 
時事刻々 平平平平成成成成２２２２７７７７年年年年、、、、私私私私たたたたちちちちはははは「「「「善善善善きききき師師師師・・・・善善善善きききき友友友友・・・・善善善善きききき教教教教ええええをををを信信信信じじじじ        育育育育ててててよよよようううう若若若若いいいい力力力力！！！！    発発発発揮揮揮揮ししししよよよようううう皆皆皆皆んんんんななななのののの力力力力！！！！」」」」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    ２０１５年１月１日 
昨年昨年昨年昨年１１１１年間年間年間年間    こんなことこんなことこんなことこんなこと、、、、あんなことあんなことあんなことあんなことがありましたがありましたがありましたがありました     昨年「平安月報」や「ブログ（ニコニコサンガ）」で取り上げた京都教会のできごとをピックアップ。 ★★★★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・・・・活動活動活動活動★★★★ 1111 日、日、日、日、新年の幕開け新年の幕開け新年の幕開け新年の幕開け    元旦参り元旦参り元旦参り元旦参り    5555 日、日、日、日、「創立「創立「創立「創立 77776666 周年式典」周年式典」周年式典」周年式典」     創立 76 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      会長先生から今年のご指導を頂く。    

    
8888 日～日～日～日～9999 日、日、日、日、車いす駅伝ボ車いす駅伝ボ車いす駅伝ボ車いす駅伝ボランティアランティアランティアランティア     第 25 回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・車いすの運搬を行う。        

11113333 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     みやこメッセ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。    19191919 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48 回成人式が行われた。 10101010 日、日、日、日、避難所運営マニュ避難所運営マニュ避難所運営マニュ避難所運営マニュアルまとまるアルまとまるアルまとまるアルまとまる     地元自治会の役員の方と東山区地域力推進室の担当者が来られ、教会を避難所としたマニュアルができる。        18181818 日～日～日～日～25252525 日、日、日、日、    様々な祈願を込めつつ様々な祈願を込めつつ様々な祈願を込めつつ様々な祈願を込めつつ    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★★★★    
 

22223333 日、日、日、日、深草墓園深草墓園深草墓園深草墓園    春季慰霊式典に参加春季慰霊式典に参加春季慰霊式典に参加春季慰霊式典に参加     今回の慰霊式典では神社本教の奉仕によって執り行われた。  
3333 日、日、日、日、節分会節分会節分会節分会     今年初めて午前と夜間の２回に分けて実施された。    30303030 日、日、日、日、福幸の福幸の福幸の福幸の祈り祈り祈り祈り     パーフェクトリバティー（PL）教団京都教会において新宗連京都府協議会青年部・東日本大震災復興の祈り式典が行われた。     ★★★★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★★★★ 9999 日、日、日、日、宿直学習会宿直学習会宿直学習会宿直学習会     「宿直当番の意義と心構えについて」の研修を頂き、多くの青壮年が参加した。     15151515 日、日、日、日、涅槃会涅槃会涅槃会涅槃会     衛星放送で本部式典に参加した。        

6666 日、日、日、日、お花見会お花見会お花見会お花見会    教会中庭で満開の桜の木の下、「壮青年の佐藤教会長を囲んで花見会」が行われた。 
    

11116666 日、日、日、日、京都マラソンに京都マラソンに京都マラソンに京都マラソンに    宗教者がリレー宗教者がリレー宗教者がリレー宗教者がリレー     インターフェイス駅伝に京都教会の古田雅章・渉外部平和活動推進委員長が第 1 走者を務めた。    
6666 日、日、日、日、花まつり花まつり花まつり花まつり     少年部の子供たちを中心に「花まつり」が行われた。  8888 日、日、日、日、降誕会降誕会降誕会降誕会     28282828 日、日、日、日、第第第第 31313131 回庭野平和賞回庭野平和賞回庭野平和賞回庭野平和賞     京都東急ホテルにおいて第 31 回庭野平和賞受賞者の公式発表が行われた。      

12121212 日、日、日、日、新宗連新宗連新宗連新宗連年次委員会年次委員会年次委員会年次委員会    及び総会及び総会及び総会及び総会     京都普門館において新宗連京都府協議会の平成26年度年次委員会が開催された。 
 



２０１５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★★★★ 3333 日、日、日、日、ユニセフ街頭募金ユニセフ街頭募金ユニセフ街頭募金ユニセフ街頭募金     午前中、アフリカへ毛布をおくる運動の勉強会を実施した。午後から四条河原町でユニセフ街頭募金を行った。            
11115555 日～日～日～日～16161616 日、日、日、日、祇園祭祇園祭祇園祭祇園祭        ゴミ分別回収ボランティアゴミ分別回収ボランティアゴミ分別回収ボランティアゴミ分別回収ボランティア     「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。    15151515 日、日、日、日、盂蘭盆会盂蘭盆会盂蘭盆会盂蘭盆会     1 万余名のお戒名読み上げ、先祖供養を執り行った。    

    
11117777 日、日、日、日、防災センターで防災センターで防災センターで防災センターで    体験学習体験学習体験学習体験学習     洛叡支部の組長さんたちが、京都市民防災センター（京都市南区）で体験を通じた防災学習を実施した。    

17171717 日、日、日、日、祇園祭曳き祇園祭曳き祇園祭曳き祇園祭曳き手手手手ＶＶＶＶ     青年部及び新宗連青年部としてボランティアに参加。岩戸山（いわとやま）を曳いた。また沿道整備にも参加した。        22226666 日、日、日、日、比叡山仏教文化講座比叡山仏教文化講座比叡山仏教文化講座比叡山仏教文化講座    比叡山・延暦寺会館で行われた「第 49 回比叡山仏教文化講座」に、本会から京都・滋賀教会の30名が参加し、3 人の講師の講演を聴いて、有意義な一日を過ごした。        ★★★★8888 月月月月のののの行事行事行事行事・・・・活動活動活動活動★★★★    
18181818 日、日、日、日、青年の日青年の日青年の日青年の日     京都教会において「第３回『こころ ひとつに』フェスティバルｉｎ青年の日」が開催された。会員をはじめ地元の方々など約450人が集い、各支部が趣向を凝らした模擬店やバザーなどに、楽しい一日を過ごした。     ★★★★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★★★★    15151515 日、日、日、日、戦争犠牲者慰霊・戦争犠牲者慰霊・戦争犠牲者慰霊・戦争犠牲者慰霊・    平和祈願の日平和祈願の日平和祈願の日平和祈願の日     本部・大聖堂をはじめ全国の教会で式典が行なわれた。京都教会では、献鶴の儀、気づき発表があった。    

 

1111 日、日、日、日、651651651651 枚を発送枚を発送枚を発送枚を発送     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651枚が、本部に向けて発送された。     
7777 月月月月 30303030 日日日日    8888 月月月月 3333 日、日、日、日、9999 日、日、日、日、12121212 日、日、日、日、21212121日日日日、、、、ニコニコキッズフェアニコニコキッズフェアニコニコキッズフェアニコニコキッズフェア    夏休みを利用し小学生を対象に「ニコニコキッズフェア」が開催された。5日間で多くの子供たちが遊びに来てくれた。    9999 日、日、日、日、新宗連京都・新宗連京都・新宗連京都・新宗連京都・    地球環境学習会地球環境学習会地球環境学習会地球環境学習会実施実施実施実施     新宗連・京都は「地球環境学習会」で琵琶湖環境科学センターと水のめぐみ館・アクア琵琶を見学した。        22221111 日、日、日、日、ゆめポッケを発送ゆめポッケを発送ゆめポッケを発送ゆめポッケを発送    

    
21212121～～～～22222222 日、日、日、日、議員交流会議員交流会議員交流会議員交流会     本部において２６年次第１回議員交流会が開催され、京都から２人の議員が参加した。    

25252525 日日日日～～～～22228888 日日日日、、、、ＡＣＲＰＡＣＲＰＡＣＲＰＡＣＲＰ    第８回ＡＣＲＰ（アジア宗教者平和会議）大会が韓国・仁川（インチョン）市で開かれ京都教会からも渉外部スタッフが参加した。            



４ ＲＲＲＲ    ＫＫＫＫ    ＫＫＫＫ    京京京京    都都都都    広広広広    報報報報    ２０１５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★★★★ 1111 日、日、日、日、七五三七五三七五三七五三式典式典式典式典 七五三式典が行われ、37 名の子供たちが参加。一人ひとり紹介されて聖壇に上がり、支部長から記念品（千歳飴）を頂いた。            
6666 日日日日～～～～7777 日日日日、、、、明社全国大会明社全国大会明社全国大会明社全国大会    「感動！感激！感謝！」提唱 45 周年“一隅を照らす”『そうだ明社をやろう』と題して、明るい社会づくり運動全国大会が国立京都国際会館と比叡山延暦寺において開催された。    10101010 日、日、日、日、脇祖さま報恩会脇祖さま報恩会脇祖さま報恩会脇祖さま報恩会    

 

2222 日、日、日、日、ＷＣＲＰ活動報告ＷＣＲＰ活動報告ＷＣＲＰ活動報告ＷＣＲＰ活動報告 京都普門館において「ＷＣＲＰ国際活動報告会」が行われ、約 70名の会員が聴講した。    11113333 日、日、日、日、深草墓園深草墓園深草墓園深草墓園においてにおいてにおいてにおいて    秋季慰霊祭秋季慰霊祭秋季慰霊祭秋季慰霊祭    今秋の慰霊供養は全日本仏教尼僧法団・京都支部の奉仕により厳かに慰霊供養が執り行われた。        
    
20202020～～～～22222222 日、日、日、日、ＷＣＲＰＷＣＲＰＷＣＲＰＷＣＲＰ    国際執行委員会・国際執行委員会・国際執行委員会・国際執行委員会・    評議員会合同会議評議員会合同会議評議員会合同会議評議員会合同会議    ニューヨークで開催され、計 178ヶ国・地域の首脳及び閣僚が参加した。京都教会渉外部スタッフも参加した。    

4444 日、日、日、日、ＷＣＲＰＷＣＲＰＷＣＲＰＷＣＲＰ国際活動国際活動国際活動国際活動                支援懇談会発足支援懇談会発足支援懇談会発足支援懇談会発足 「トラック 1.5」(政府と民間の共同事業) という考え方に基づき、参議院 議 員 会 館 に お い て「WCRP 国際活動支援懇談会」が開催され、超党派の国会議員による支援組織として発足。 
 

    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    15151515 日、日、日、日、開祖さま生誕会開祖さま生誕会開祖さま生誕会開祖さま生誕会    ★★★★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★★★★ 
    

30303030 日、日、日、日、地区防災訓練地区防災訓練地区防災訓練地区防災訓練    「地域の人たちに活用してもらいたい」という開祖さまの願いがかなう。地元の人たちから地震になっても安心できると評価された。    
5555 日、日、日、日、おおおお会式・一乗祭会式・一乗祭会式・一乗祭会式・一乗祭    本部（東京・杉並）で行われた「お会式一乗まつり」の万灯行進に、京都教会から青年部員によるマトイを中心に 33 名が参加した。     ★★★★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★★★★    4444 日、日、日、日、開祖さま入寂会開祖さま入寂会開祖さま入寂会開祖さま入寂会 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    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 3333 日、日、日、日、京滋新宗連合同懇親京滋新宗連合同懇親京滋新宗連合同懇親京滋新宗連合同懇親会会会会    今年は滋賀県協議会が主催して行われた。宗派を超えて結束を強めた。            

11119999 日、日、日、日、教会教会教会教会発足発足発足発足５５周年５５周年５５周年５５周年記念式典記念式典記念式典記念式典    来賓として町会長など地元の方々や元教会長などを迎え、1,000 名を越える会員の参拝があり、盛大な式典になった。    14141414 日、日、日、日、少年部クリスマスパーティー少年部クリスマスパーティー少年部クリスマスパーティー少年部クリスマスパーティー    少年部がクリスマスパーティーを開催・親子連れとスタッフ総勢約 100名がにぎやかで楽しい時間を送った。  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    201４年９月末現在、京都教会では 555,950個のエコキャップを回収、送付しました。約 650 人分のポリオワクチンになりました。今年も 1階に回収ボックスを常設・運動を継続します。ご協力お願いします。 
京都教会京都教会京都教会京都教会のブログののブログののブログののブログのＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬがががが変変変変わりましたわりましたわりましたわりました。。。。     京都教会ブログ（ニコニコサンガ）のアドレスが、 http://blog.livedoor.jp/rkkkihttp://blog.livedoor.jp/rkkkihttp://blog.livedoor.jp/rkkkihttp://blog.livedoor.jp/rkkkinkikyotonkikyotonkikyotonkikyoto に変わりました。「立正佼成会近畿」で検索→「京都教会」クリックでもOKです。これからもよろしくお願いします。 

 


