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正定寺寺報「菩提樹」をこのたび、リニューアルしました。引き

続きご愛読くださいますようよろしくお願いいたします。  

 
タイ国王宮・エメラルド寺院 

◆住職閑話 
タイ国へ 
９月２０日から２泊３日でタイ国に行きました。昨年１０月に
崩御
ほうぎょ

されたプミポン国王のWFB（世界仏教徒連盟）主催の追悼
式に全日本仏教会の一員として参列したためです。タイ国は仏教
徒が多く、WFBの本部も首都バンコクにあります。追悼式は、
王宮、エメラルド寺院で行われました。王宮の周辺には、弔問す
る人が幾重にも列を作り、多くの人であふれかえっていました。
現地の人に聞くと、なんと連日とのこと。国王は国民のために
様々の取り組みを推奨され、敬愛されているので弔問する人が絶
えないそうです。 

国王の取り組みの一つに＊「足るを知る経済」があります。物質
的な富の生産を最終的な目標とせず、環境に優しく、自足的な社
会を作ること。地元で旧来的な農産物の生産を通じて満たされる
ことになり、持続可能な振興策にもなるとのことでした。「足る
を知る」は「少欲知足」。「欲、少なく足るを知る」です。仏教
精神に基づく取り組みがあることに、大変感銘を受けました。 
 
＊出発前に近畿大学農学部鶴田格教授よりご教示いただきました。 
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主な予定 
◆報恩講 
11 月 11 日（土） 
   ～12 日（日） 

講師 和氣
わ け

秀 剛
しゅうごう

師 
(西吉野・圓光寺) 
 
◆聞法の旅 
11 月 19 日（日） 
 神戸別院  
 芦屋西法寺 
 

◆成道会
じょうどうえ

 
12 月 8日（金） 
 6：30 より 
 
◆月初晨朝法要 
 毎 1 日 6:30 より 
 
◆宗祖月忌法要 
 毎 16 日 6:30より 

菩 提 樹 
Bodaiju 

正定寺 寺報 
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SDGs（エスディージーズ）「持続可能な開発目標」 
地球規模での課題は、さまざまの国でも議論され、推進されてい
ます。代表的なものの一つに「SDGs」があります。2015 年国連
で採択された＊「持続可能な開発目標」Sustainable Development 
Goals、サステナブル・ディベロップメント・ゴールズです。 

貧困、平和、教育など地球規模で取り組むべき１７の目標が設定
され、各国政府や民間団体に取り組むよう促されています。宗
門、西本願寺においても、具体的な取り組みの学びを深めるシン
ポジウムが、１１月８日、東京・築地本願寺で開催されます。 
＊詳しくは、国連 SDGs の Web をご覧ください。 

この SDGs のテーマは「誰一人取り残さない」。仏教から見ると
まさに阿弥陀如来のお心。大乗仏教そのものです。持続可能な地
球、世界、社会を目指す上で、仏教が大きく寄与できるとも言え
ます。 

念仏者の生き方 
昨年の１０月１日に大谷光淳ご門主は、「念仏者の生き方」のお
話しをされ、国内外の課題に取り組み、自らには「少欲知足」、
他者には「和顔愛語」で接することを強調されました。 
「少欲知足」、「和顔愛語」を全ての人類が心がけることで、持
続可能な地球や世界、社会の実現に大きく貢献できます。もちろ
ん仏様のように完全に清らかな行いは、凡夫である私たちにはで
きません。しかし真実信心に生かされる念仏者として、少しでも
実践することが大切です。 
持続可能 
正定寺では、今年も様々の取り組みを進めています。仏教、浄土
真宗の教え広め、同時に少しでも持続可能な集落・向渕とお寺・
正定寺を目指していくことも大きな願いの一つです。 

門戸を広げ、向渕、正定寺を知ってもらい、少しでも「えーな
ー」と思ってもらうこと。さらには、門徒さんや一般の方の視点
で、新たな気づきや、現状の分析、魅力などを考え、具体的な取
り組みを創出する機会、チャンスにもなります。 

持続可能な地域やお寺、広くは地球、世界となるよう、SDGs も
踏まえ、みなさんと相談しつつ、できることから取り組んでいき
たいと考えています。深いご理解とご協力を今後ともよろしくお
願いいたします。 

二尊堂 
修復工事 

 
工事は順調に進捗 

 
◆完成慶讃法要 

 
12 月 16 日（土） 
15:00 より 

法要・法話・報告 
 

◆歳末のつどい 
17:00 より 
本堂で一年を 
振り返る 
忘年会 
 

参加費：2,000 円 
（食事、飲物代） 
子細は後日案内 

年末・年始 
◆除夜会

じ ょ や え

 
12 月 31 日(日) 
17:00 より 

 
◆除夜の鐘 
23:20 より 

 
◆元旦会

がんたんえ

 
1 月 1 日（月） 
  1:00 より 
＊３日まで法要 
7:00・15:00 
法宝物開帳 

 
◆御鏡開

おかがみびら

き 
1 月 5 日（金） 
 13:30 より 

お斎
とき

あり 

向渕護法会表彰される 日本で一番古いことも判明 
９月２日、仙台市で開催された全国仏教壮年連盟全国大会におい
て、永年活動してきた団体として、向渕護法会が表彰されました。
明治 34（1901）年 7 月 21 日に壮年護法会として結成され 116年。
全国数ある仏教壮年会の登録団体として、100 年以上は唯一。一番
古いことがわかりました。先人も含め会員の方々の地道な活動の積
み重ねによって、今日まで持続してきたことに、深く感謝するとと
もに、仏法を護り伝える想いを新たにしました。 
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主な法要行事の報告 
◆７月  
１日（土） 月初晨朝法要 
８日（土） 護法会・仏教婦人会合同聞法のつどい 
       講師：日高法輝師（橿原・称名寺） 
      宇陀北組住職会・門徒総代会 
１５日（土）近畿大学農学部聞き取り調査 
１６日（日）宗祖月忌法要 
２０日（木）～２１日（金） 
      日曜学校サマースクール 
２１日（金）正定寺寺子屋「JAL 折り紙ヒコーキ教室」 子細次頁 
      ＊日本航空の協力。県内外から８０名で開催。 
２２日（土）境内剪定作業・門徒総代会 
 
◆８月  
１日（火） 月初晨朝法要 
５日（土） 廟所（お墓山）清掃作業 
６日（日） 護法会戦没者献花・戦没者追悼碑勤行 
７日（月） 七日盆 
      ＊台風接近に伴い、廟所納骨法要等は１５日に行う。 
８日(火)～１４日（月） 
      龍谷大学農学部インターンシップ受入 子細次頁 
      ＊２名を受け入れ、農業、林業、養蜂業、割箸加工等 
       体験。交流会も開催しました。 
１２日（土）高堂会式・向渕盆踊り 
１５日（火）廟所納骨法要・存覚上人腰掛石勤行 
      二尊堂修復起工法要 
      盂蘭盆会 
１６日（水）宗祖月忌法要 
１８日（金）正定寺会式・竹灯り 
      門徒総代会 
２１日（月）二尊堂修復工事開始  
  
◆９月  
１日（金） 月初晨朝法要 
２日（土） 門徒総代会 
１３日（水）ご法話会 
１６日（土）宗祖月忌法要 
２３日（土）秋季彼岸会・門徒講物故者追悼法要 
      すずらん TERA カフェー音御堂ー 
      ＊思い出のレコード１２曲を鑑賞しました。 
      門徒総代会 
      近畿大学農学部聞き取り調査 
 
◆「菩提樹」送付のご希望がありましたら、お申し付けください。またこの号
よりホームページに PDF で掲載します。ご家族、ご親族、向渕を故郷とされ
る方などにおすすめください。また、ホームページの見方などご不明な点があ
りましたらご遠慮なくお問い合わせください。 
◆最近、仏事や年忌、仏壇やお荘厳などの相談を多く受けております。正定
寺、または住職東森尚人 携帯 090-7369-9753 までお気軽に、ご遠慮なく 
お寄せください。 

 
JAL 折り紙 
ヒコーキ教室 
ドローンを目標に 

 

 
音御堂 

アナログ盤レコードを鑑賞 

 
廟所納骨法要 

お墓山で読経 

 
龍谷大学農学部 
インターンシップ 

ナス収穫作業 

 

正定寺は 
どなたでも、ご自由に 
お参りできます 



 4 

行事の子細 
◆正定寺寺子屋「JAL 折り紙ヒコーキ教室」 
 ７月２１日（金） JAL × お 寺 × 楽しく学ぶ 
第１回寺子屋「JAL 折り紙ヒコーキ教室」を開催しました。小学生は夏休み初
日にあたり、地元向渕だけでなく、県内外などから３６名が参加。見学者は保
護者に加え遠くは東京や大阪からも来られました。JAL・日本航空スタッフ
は、伊丹空港、関西空港、大阪支店、京都支店から７名、さらに折り紙ヒコー
キ協会からもお越しいただきました。 
 
住職挨拶に引き続き、JAL スタッフの自己紹介で「折り方教室」が始まりまし
た。ホワイトボードに掲示された大きな折り紙で、スタッフが説明、指導しま
す。今回は２種類の折り紙ヒコーキを作りました。そのあと実際にヒコーキも
飛ばし調整しました。そして競技会、個人戦と４つ分かれてのグループ戦。個
人戦の優勝者の福田くんは、日頃から折り紙ヒコーキに親しんでいるそうで
す。お昼ご飯は、用意したカレーをみんなで食べました。 
 
そのあと、境内でドローンが登場。このドローンはメディアネット宇陀の所
有。空高く上昇するドローンを目標にヒコーキを飛ばしました。多くの方のご
協力で開催できましたこと御礼申しあげます 
＊当日の模様は、正定寺ホームページより、毎日新聞の記事やメディアネット宇陀の放送をご覧
いただけます。 
 
 
◆龍谷大学農学部インターンシップ 
 ８月８日（火）～１４日（月）「いのち」を支える「食」を考え、「農」を学ぶ 
宗門校・龍谷大学は一昨年農学部を滋賀県大津市に開設しました。浄土真宗、
仏教に基づき「いのち」を支える「食」を考え、「農」を学ぶことを目指して
います。さらにインターンシップ（職業体験）を、会社や農業法人などだけで
なくお寺でも行い、今年は全国１０ヶ寺で行われました。正定寺では、門徒さ
んや有縁の方の協力を得て、植物生命科学科の学生２名を受け入れました。日
程と主な内容は次の通りです。 
 
●第１日 開始式・オリエンテーションを行い、宇陀市の農林業の現状と課題
について、向渕出身の宇陀市役所今西宏彰氏より説明を受けました。 

●第２日 水稲作業について福井紀夫氏より指導を受けました。宝池など灌漑
施設の見学、草刈り作業、田んぼ、スズラン保存活動の説明を受けました。 

●第３日 野菜作業について西山悦司氏より指導を受けました。三本松にある
直売所「こもれび市場」への搬出入作業、ナス、ブルーベリーなどの収穫作
業、きゅうりや白菜などの種植え作業を行いました。 

●第４日 古大野にて養蜂作業について原安則氏、また的場ふく氏より、室生
蜂蜜のブランディングなどについて学びました。また正定寺で蜜蝋つくりに挑
戦しました。 

●第５日 榛原荷阪にて林業作業について東森英幸氏より指導を受けました。
杉、桧の伐採、皮剥き作業などを行い、夜は向渕盆踊りに参加しました。 

●第６日 午前は道の駅「針テラス」で、藤丸正明氏より地域活性化につい
て、午後は浦中章正氏より割り箸加工作業の指導を受けました。夜は、学生と
受け入れ家族、門徒総代、寺族と交流会を開催しました。 

●第７日 清掃作業ののち総括、振り返りを行い、終了式を行いました。 

学生とともに体験、行動し、初めて知ることが多く驚きの連続でした。宇陀市
や向渕の現状と課題、特に続けてこられた想いや後継者、地域内経済の循環な
ど多様な学びを深める貴重な経験でした。研修、宿泊をはじめ多くの方々のご
理解とご協力により受け入れできました。ここに深く感謝申しあげます。 

＊最新の情報は、正定寺ホームページをご覧ください。正定寺でWEB 検索。 

 
折り方を学ぶ 

 

 
集合写真 

 
古大野で養蜂作業 

 

 
田んぼ作業・後ろは水晶山 

 

 
榛原荷阪で伐採作業 

 

 
割箸加工作業 

 

 
大型紙ヒコーキ 


