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  今年、正定寺は開基 670年、本堂再建 250 年を迎えました。 

 
東京・築地本願寺 古代インド様式の本堂 

◆住職閑話 
東京へ 
このたび京都・西本願寺より、７月１日付で東京、築地本願寺
に転勤することとなりました。ご門徒や関係の皆様をはじめ家族
には、これまで以上に正定寺を不在とし、負担をおかけする事に
なります。月に１度程度しか帰れませんが、精一杯努力、精進し
て参りますので、引き続き深いご理解とご高配賜りますよう、何
卒宜しくお願いいたします。 
 
親鸞聖人と関東 

親鸞聖人は、約２０年間、関東の地で布教伝道されました。１
２１４（建保２）年、家族や門弟とともに越後（新潟県）を出発
し、信濃国（長野県）善光寺から上野国（群馬県）などを経て常
陸国（茨城県）に向かわれました。笠間郡稲田郷で草庵を結ばれ
この地を拠点に布教活動を行われるとともに、主著『教行信証』
を 4年の歳月をかけ、１２２４（元仁元）年に草稿本を書かれた
と伝えられています。このことから浄土真宗の立教開宗は関東と
されています。 

 
仏法は苦悩を除く法で
ある。 
 
お念仏申し、仏法に照
らされた時、苦悩の原
因が煩悩まみれの自分
であると知らされる。 
 
そのような私を、決し
て捨てないと仰る阿弥
陀様。南無阿弥陀仏。
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築地の由来、本願寺 
築地本願寺は浄土真宗本願寺派の直轄寺院で、本山・西本願寺
の次に位置づけられ、首都圏における伝道活動を担う関東最大の
寺院です。１６１７（元和３）年に浅草に建立されるも、１６５
７（明暦３）年の大火により焼失。大火後の区画整理で、江戸幕
府から与えられた土地が、海の上でした。そこで、佃煮の発祥で
有名な「佃島」のご門徒が海を埋め立てて土地を築き、１６７９
（延宝７）年に再建され「築地御坊」と呼ばれるようになりまし
た。「土地を築く」という「築地」の名前は本願寺を建立したこ
とを由来としています。 
 
火災や災害を乗り越えて 
１９２３（大正１２）年には、関東大震災に伴う火災により本
堂含め多くの堂宇が焼失しました。再建は、伊東忠太氏の設計に
より、古代インド仏教様式の外観で１９３４（昭和９）年に現在
の本堂となりました。本堂は火災を防ぐことを目的に、木材では
なくコンクリートで建設され、２０１４（平成２６）年には本堂
などが重要文化財に指定されました。歴史を見ると、火災や地震
などの災害を乗り越え、今日まで大切に護り伝えて来られたこと
がわかります。 
 
市場とオリンピック 
築地の街は、いま大きく変わろうとしています。有名な築地市
場は、この秋に豊洲への移転が始まります。また２０２０年に開
催される東京オリンピック・パラリンピックの競技会場や選手村
が近隣にあり、建設工事が各所で行われています。もっか街の話
題は、市場移転後の跡地再利用です。 
 
また行きたいお寺 
築地本願寺は、浅草寺や増上寺とともに東京を代表するお寺で
す。１日８千人以上の方が参拝や観光に来られます。特に８月上
旬の盆踊りには４日間で７万人以上が来られるなど、東京での認
知度は抜群です。 
本年度は「また行きたいお寺をめざして」を基本方針としてい
ます。これまで同様に法要や法事、葬儀など仏事を丁寧に勤め、
仏法を聴聞できるお寺であるとともに、カフェやブックセンター
を併設したインフォメーションセンター、電話総合相談のコンタ
クトセンター、合同墓など参拝者が安心できる新しい取り組みも
進めています。 
東京での生活に一抹の不安もありますが、お念仏繁盛のため精
一杯努力して行きたいと思います。東京へお越しの際、また東京
にご縁のある方がおられましたら、ご遠慮なくお声がけいただき
築地本願寺へご参拝ください。 

 
東京都中央区築地３丁目１５－１ TEL:03-3541-1131（代表） 

詳しくは WEB「築地本願寺」で検索ください。 

大阪府北部地震 

平成３０年７月豪雨 

被災された皆様に 
お見舞い申し上げます 

主な予定 
◆８月７日(火) 
13:00 
七日盆 
廟所納骨法要 
 
◆８月８日～ 

１４日  
龍谷大学農学部 
インターシップ 
 
◆８月 10日（金） 
13:30 
ご法話会 
 
◆８月11日（土） 
18:00 
高堂会式 
 
◆８月15日（水） 
14:00 
盂蘭盆会 
 
◆８月16日（木） 
6;00 
宗祖月忌法要  
 
◆８月18日（土） 
13:30 
第３９回ふるさと
文化のつどい 
20:00 
正定寺会式  
 
◆９月１日(土) 
6:00 
月初め晨朝 
 
◆９月10日(月) 
13:30 
ご法話会 
 
◆９月16日(日) 
6:00 
宗祖月忌法要 
 
◆９月23日（日） 
10:00 
秋季彼岸会 
門徒講物故者法要 
正定寺フェス2018 
 

師 
香
山
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主な法要行事の報告 
◆３月 
１０日（土）～１１日（日）春の法要 講師：冬野正隆師（御所） 

永代経法要、開基会、開基６７０年記念法要・門徒総会 
※子細次ページ 

１６日（金）宗祖月忌法要 
２１日（水）門徒講春季彼岸会・吉光尼公会・門徒総代会 ２３名参拝 
 
◆４月 
１日（日） 月初晨朝勤行・門徒総代会 
６日（金） 日曜学校進級式 
１０日（火）聖徳太子会・ご法話会 
１５日（日）宇陀北組仏婦総会 
１６日（月）宗祖月忌法要 
２９日（日）花まつり・門徒総代会  ２５名参拝 
 
◆５月 
１日（火） 月初晨朝勤行 
１２日（土）宇陀北組仏青壮年会連盟 ＠不退寺 
１５日（火）蓮如上人御祥月法要・ご法話会 
１６日（水）宗祖月忌法要 
２０日（日）宗祖降誕会・スズランTERAカフェ・コンサート 

  講師：藤原慎師（養父市正定寺） ※子細次ページ 
門徒総代会 

２５日（金）～２９日（火）本堂雨漏と鐘楼横棟崩壊に伴う屋根工事 
 
◆６月 
１日（金） 月初晨朝勤行 
２日（土） 宇陀北組組内会 ＠法光寺 
１０日（日）門徒総代会・寺院運営計画モデル研修 
１２日（火）ご法話会 
１６日（土）宗祖月忌法要 

護法会聞法のつどい・寺院運営計画モデル研修 ＠安楽寺  
１７日（月）～７月１４日（土） 境内手洗い改修工事 
 
◆７月 
１日（日） 月初晨朝勤行 
６日（金） 教区布教団 仏教大講演会 ＠橿原文化会館 
       講師：森田真円師（勧学）、夏井いつき氏（俳人） 

７日（土） 第２７回護法会・仏婦合同聞法のつどい 
  講師：竹林真悟師（布教使・田原本） ２３名参拝 

１４日（日）境内一斉清掃 
宇陀北組住職会・研修 @美榛苑 
 講師：鶴田格氏（近畿大学農学部教授） 

      門徒総代会  
１６日（火）宗祖月忌法要 
２０日（金）～２１日（土）正定寺日曜学校サマースクール １０名 
２１日（土）ロボットプログラミング教室 １０名 

 講師 藤原悦氏（アーテック社長・養父市正定寺） 
◆８月 
１日（水） 月初晨朝勤行 
 

 
スズラン 

 
花まつり 

 
屋根工事・鐘楼 

 
手洗改修工事 

長年の懸案であった男女
の区分化、バリアフリー
化、設備の刷新など。 

 
プログラミング教室 

 
合同聞法のつどい 

竹林真悟師 
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法要・行事の子細 
◆２０１８ 春の法要 
永代経・開基会・開基６７０年記念法要 
３月１０日（土）～１１日（日） 
 
本年も春の法要を営みました。初日は永代経法要、２日目は存覚
上人の開基会で、一座増やすとともに、開基６７０年記念法要を
営みました。のべ３１０名の参拝でした。 
 
法話のご講師は、御所市正福寺の冬野正隆師。専如ご門主の「念
仏者の生き方」を引用され、お念仏のみ教えをいただき、いかに
人生を歩むか、その生き方についてなど、わかりやすくありがた
いご法話でした。 
  
３月１１日には晨朝で東日本大震災追悼勤行を併修するととも
に、昨年修復した二尊堂での勤行を新たに行いました。また、日
曜学校生の参拝や、門徒総代の提案でお斎の後の休憩時間に、コ
ーヒータイムを設けました。 
 
法要に引き続き、門徒総会も開催し、平成２９年度の事業報告や
決算、平成３０年度の事業計画や予算について協議を行い、承
認・議決をいただきました。 
 
◆宗祖降誕会

しゅうそごうたんえ

・すずらんTERAカフェ・コンサート 
５月２０日（日） 
 
浄土真宗の宗祖親鸞聖人のご誕生をお祝いする宗祖降誕会の法要
を営み、すずらんTERAカフェを開催し、県内外から約１８０名
の参拝、参加がありました。 
 
宗祖降誕会の法要。正信偈のお勤めをしました。引き続き、同じ
寺号である兵庫県養父市の真宗大谷派正定寺藤原慎住職よりの法
話。人として生を受けた意義や、ご自身の家族の話を通して、真
宗念仏に出会えた喜びを、但馬弁を交えお話になりました。ま
た、正定寺ご縁トークでは、住職同士が対談。「正定」の意義、
養父市が進める農業の再生などの話を通して、中山間地域にある
両寺がともに連携しつつ活性化をはかることを確認しました。 
 
すずらん TERAカフェは、本堂や境内に特設席を設け、コーヒー
を無料提供。熊本地震復興支援や地元の各物産も販売しました。
さらに例年の竹絃

ちくげん

遊
ゆう

の会による「琴と尺八の演奏」は、奈良県が
推進する文化振興イベント「ムジークフェストなら２０１８」と
連携し「コンサート」として開催しました。 
 
スズランを広報した結果、開花の期間中は県内外から約３５０名
が来られました。３年前の約１０倍になり、「スズランの寺」も
定着してきました。ありがとうございます。 

 
春の法要 
記念写真 

お知らせ 
９月２３日（日） 
・秋季彼岸会 
・門徒講物故者法要 
・正定寺フェス 
２０１８ 

日程 
１０：００―１１：００  

秋季彼岸会 
物故者追悼法要 

 
１１：３０―１５：００ 
 正定寺フェス２０１８ 

カフェ（コーヒー） 
パン販売（アクティブ宇陀） 
 
１２：００―１５：００ 
お寺０円マーケット 

 
１３：００―１４：００ 

音御堂 
レコードコンサート 

 
０円マーケットは、日常で
不要となったものを無料で
「交換・贈呈する」マーケ
ット。シェアリングエコノ
ミーの推進ともったいない
精神の取り組みです。 
出展者募集中。参加費・事
前申込不要。どなたでもご
参加ください。 
詳しくはWEBで 

 
宗祖降誕会 
法話：藤原慎師 

 
コンサート 


