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三車火宅のののの喩喩喩喩
住職

河村 隆哲

い門 しか あり ま せん でし

でし たが 、た だ 一つ の狭

した 。長 者の 邸 宅は 広大

子どもたちに向って、
「子

っていたことを思い出し、 もは「衆生」
、すなわち「我

車、 牛の 車を 欲 しい と言

以前 から 、羊 の 車、 鹿の

ち 「仏様」を指し、子ど

長者とは「如来」、すなわ

ある と き、 長者 が外 に

前か ら欲 しが っ てい た羊

ども たち 、門 の 外に は以

色界の 「三界」を指しま

火宅 は 欲界 ・色 界・ 無

われ」を指します。

た。
出て いる とき に 、こ の邸

用されのが、
「法華七喩」
（ほっけしちゆ）と言わ

す。
「三界」とは、生死を

皆さんは、
『法華経』と

いう お経 の題 名 を聞 いた

の車 、鹿 の車 、 牛の 車が

子ど も たち は、 長者 の

繰り 返し なが ら 輪廻 する

燃えさ かる邸 宅 の中で は、

言葉 を聞 いて 、 前か ら欲

ある から 、早 く 出て きな

二、長者窮子の喩

長者 の子 ども た ちが 今に

しかっ た物が も らえる と、 の様 々な 苦し み に迫 られ

した 。火 事と 聞 いた 長者

宅に 突然 火事 が 起こ りま

七つの譬え話は、

れる譬え話です。

『法 華 経』 は、 正式 と

イン ドの 言葉 で は、 サッ
三、三草二木の喩

も火 に焼 かれ そ うに なり

一目散 に門か ら 出てき て、 なが ら、 その 苦 しみ に埋

世界 を三 つに 分 けた もの

ダル マ・ プン ダ リカ ・ス
四、化城宝処の喩

なが らも 遊び 続 けて いま

長者の前に行きました。

さい。」と叫びました。

ートラ （正しい教えであ
五、衣裏繋珠の喩

した。

は、『妙法蓮華経』といい、 一、三車火宅の喩

る白 い蓮 の花 の お経 ）と

六、髻中明珠の喩

虫が 地面 を這 い ずり 回っ

喰ら いあ って い たり 、悪

らで は犬 など が お互 いに

また 、 子ど もた ちの 傍

値のある 「大白牛車」を

これ らの より も もっ と価

長者 は 、子 ども たち の

い姿に 譬えら れ ていま す。

鹿の車、牛の車ではなく、 中で遊び戯れて脱出しな

欲し がっ てい た 羊の 車、

仏様 は 我々 の父 です か

が、 子ど もた ち が火 宅の

を解 脱し よう と しな い姿

没し 、遊 び戯 れ て、 輪廻

八の 章か ら成 り 立っ てい

今 回は 、七 つ の譬 え話

身の危 険にも 気 づかず に、

燃え 落ち そう な 火宅 を逃

子ど も たち は、 今に も

縁覚乗（鹿の車）、仏乗（牛

と思い、声聞乗（羊の車）
、

です。

朝夕 の勤 行時 ・ 年回 忌法

の中 でも 一番 始 めに 登場

遊び 惚け てい る 状態 でし

の車 ）と いう 三 つの 教え

るお経です。

七、良医治子の喩

天台宗では、『法華経』

てい たり とい う あり さま

『法 華 経』 は、 全二 十

を根 本経 典と し 、日 常の

与えました。

要・ 葬儀 の時 な どに 、如

する 「三車火宅の喩」に

れ、 安穏 な世 界 に至 るこ

火宅 から 脱出 さ せて くだ

来寿 量品 ・観 世 音菩 薩普

た。

というお話です。

さいました。

つい てお 話し た いと 思い

しなさい。
」と叫ぶのです

この 譬 え話 は何 を表 し

門品 など の『 法 華経 』を

を説 いて 、我 々 を導 き、
あ ると ころ に 一人 の年

が、 子ど もた ち は耳 を貸

長者は、
「速やかに脱出

さて 、 この 『法 華経 』

老い た長 者が い まし た。

ます。

は、 文学 性豊 か な経 典と

しません。

の教えでなく、一仏乗

脱出 し てみ ると 今ま で

とて も富 裕で 、 田畑 や邸

この 譬 え話 に出 てく る

ているのでしょうか。

して も有 名な お 経の 一つ

宅な どを 多数 持 って いま

長者 は 、子 ども たち が

です。そのとき、よく引

読誦しています。

とができました。

ら、 苦難 から 救 済し よう
なの に、 子ど も たち は、

我わ れ が生 老病 死な ど

です。

いう意味になります。

が邸 宅に 帰っ て みる と、

ことがありますか。
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昨今、原発の問題や環境

えてくださっています。

であったということを教

し、三つの教えは実は一つ

香りの強かった木造建築

うとしている。当初は木の

してから二十五年になろ

早いもので本堂が落成

総代 横溝眞一

力して本覺寺と上神明社

方々もおられ、両谷戸が協

久保と呼ばれる地域の

た本覺寺の檀家には灰ヶ

域で農業を営んできた。ま

ども、原谷戸と呼ばれる地

は多数の分家の方々とも

れた人数で行なわれた。当

く、施餓鬼法要はごく限ら

行事を行なえる広さはな

が再建されたが、大規模な

戦後ささやかな仮本堂

失している。

に上神明社も同時期に焼

全伽藍が焼失した。ちなみ

の落慶法要を迎えるに至

が設立され、昭和六十三年

逝去が重なり、建設委員会

き私の父と、当時の住職の

るが、その先鞭をつけるべ

る懸案であったわけであ

ヶ久保の戦後長きにわた

庫裡の建築は原谷戸と灰

獅子ヶヶヶヶ谷谷谷谷とととと本覺寺のののの昔昔昔昔

問題など身の回りに危険
だが、風雪に磨かれて近年

を信仰し、バックアップし

（大白牛車）を我われに示

がたくさんあるのに、私た
はある種の風格さえ感じ

以上思いつくままに本

ちだけは大丈夫と思って

久保の農家とその出身者

覺寺に関する昔話を記し

ったのである。

私の祖父は先代が早逝

が殆んどで、境内の清掃も

てみたが、お若い方、近年

時の檀家は原谷戸と灰ヶ

トでなくてよかったなと

されたため、六十年以上の

自家で行なう時代であっ

てきたのである。

この「三車火宅の喩」を
感慨深い。落慶法要の際の

長きにわたって本覺寺総

られて、やはりコンクリー

参考に自分だけの事だけ
稚児行列の子供達も立派

いませんか。

ではなく、広い視野に立っ

入檀された方々の参考に

なれば幸いである。

た。盆前など野菜の出荷の

合い間に草刈りや墓石の

代としてその盛衰を見て
きた。その一部を紹介した

な成人である。
私が父の急逝に伴い総

て物事を冷静に考えてみ
てはいかがでしょうか。

修理をするのもあたりま

本稿は、檀信徒の皆様に
い。

今回から「獅子ヶ谷・本

議によって本堂および庫

委員、後の役員の方々の合

うことが多かったが、建設

めたばかりで忙しく、当惑

ことが多く、また本業を始

慣習や屋号など知らない

の三年前で、当初は田舎の

医療の未発達な頃とて、幼

より境内も広かった。また

葺屋根で寺領も広く、現在

している。当時の本堂は草

書いた登記簿なども実存

あったようで、当時祖父の

場の支所のような役割も

戦前の寺は橘郡旭村役

ている。本覺寺参道におけ

原谷戸では今でも存続し

は婚姻の際も同様であり、

ラ社会における互助組織

た。この講中と呼ばれるム

って催行する慣例であっ

各谷戸の農家が中心とな

葬儀は葬祭社を使わず、

教的道場としてだけでは

るよう努めている。寺が宗

伝統文化を記録し、伝達す

も企画されており、日本の

のみならず、各種イベント

ていただいた。

りあえず初回を担当させ

との住職の意向であり、と

代を継いだのは本堂着工

覺寺今昔」と題して、檀信

裡の新築にこぎつけるこ

児の死亡や伝染病による

る「野辺の送り」は鐘やド

なく、地域の文化的精神的

順次書いていただきたい

徒の皆様から獅子ヶ谷・本

とができた。すでに鬼籍に

死亡も多く、同時期の没年

ラの音に包まれて粛々と

えであった。

覺寺の歴史や思い出など

入られた方も多く、御冥福

を示す墓石が多いのはこ

獅子ヶヶヶヶ谷谷谷谷・・・・本覺寺今昔

について、ご寄稿いただく

をお祈り する次 第 で あ る 。

な支柱となることを期待

本覺寺では「本覺寺通信」

コーナーを開設したしま

行われているが、今や横浜

かくして本堂の再建と

ている。

のためである。
昭和二十年五月の横浜

私は江戸時代初期の本
覺寺創建に拘る初代横溝

大空襲では、一時鎮火した

す。
第一回目として、檀家総

七郎兵衛から数えて１３

ものの夜になって再燃し、

するものである。

代の横溝眞一さんにご寄

代に当る。この間私の先祖

では貴重な伝統と言われ

稿いただきました。

行事報告
◎◎◎◎七月三十日
鶴見区仏教婦人会主催

榎本渡成師

鶴見区下末吉宝

法要に先立って、天台宗
布教師
塔寺副住職
による御法話をいただき
ました。

◎◎◎◎八月十八日

東日本大震災慰霊・・・・復興
祈願 「「「「萬燈会」」」」

当山本堂前・境内におい

余の檀信徒の皆様にご参

した。

を開催させていただきま

て、三年目になる「萬燈会」

列いただき、無事に檀信徒

当日は、東日本大震災慰

盛夏の暑さの中、八十名

鶴見川岸にある佃野公

各家のご先祖様のご供養

霊・復興祈願並びに灯籠の

「「「「盂蘭盆会」」」」灯籠供養

園にて、毎年恒例の灯籠供

をさせて いただ き ま し た 。

歎するために大衆や天部
ご寺院の檀信徒の皆様に

当日は、鶴見区内にある

を中心に、花火やくじ引き

飲み物のご接待、お子さま

行事案内

◎◎◎◎毎月第一日曜日開催

「「「「写経会」」」」

般若心経、七仏通戒偈・

昼間秀雄氏撮影

仏教あれこれ （（（（二二二二））））

散華 （さんげ）
当山の大施餓鬼会や
様々な法要の際に紙で出
来た華びらを参じます。そ
れが散華です。
養が開催されました。

の神により華を降らした
もご参列いただき、灯籠を

供養法要を厳修し、その後、

という故事にちなんで行

九月より当山客殿にお

いて、写経会を開催してお

溝眞一さんが制作してく

円頓章などの写経用紙を

ります。

ださいました竹灯籠も加

十一月四日 （（（（日日日日））））

十月七日 （（（（日日日日））））

平成二十四年開催日

て、写経をしてみませんか。

一筆一筆、精神を集中し

ります。

椅子席もご用意してお

意しております。

道具等はお寺でもご用

ご用紙しております。

きました。

きな花火を見ることがで

とも重なり、当山からも大

ちょうど、鶴見川の花火

ることができました。

やかな「萬燈会」を開催す

年々灯籠の数も増え、にぎ

檀信徒の皆様のお蔭で

りました。

わり、とても盛大な会とな

また、今年は、総代の横

した。

時を過ごしていただきま

などを行って、夏の夜ひと

たしました。

会大施餓鬼法要を厳修い

大徳ご出仕のもと、盂蘭盆

宗神奈川教区横浜南部諸

当山本堂において、天台

会会会会

本 覺 寺 盂蘭 盆 会大 施 餓鬼

◎◎◎◎八月九日

きました。

飾り、ご供養させていただ

使われていました。

本来は、蓮などの生花が

散華を行います。

るて仏様を迎えるために

神などを払い、道場を清め

華の芳香によって悪い鬼

仏様を供養するため、また、

寺院で法要を行う際に、

われます。

仏様が来迎した際に、讃

昼間秀雄氏撮影
昼間秀雄氏撮影

十二月二日 （（（（日日日日））））
時間：：：：午後三時から
一時間程度

◎◎◎◎毎月第四日曜日開催
「「「「坐禅会」」」」

つの手で作られた手仕事

「旅するシルタ」一つ一

花嫁さんが腕に描いたり

われています。インドでは

ので、消えるタトゥーと言

（植物）で体に絵を描くも

親育英金として活用され

様々な災害の救援金と里

皆様からのご寄附は、

ただきました。

総本部にて寄附させてい

っています。

の良品を、現在のライフス

しています。

で事前に申込ください

十月二十八日日日日 （（（（日日日日））））
タイルに合った形で提案

平成二十四年開催日
十一月二十五日日日日 （（（（日日日日））））
していく展示会です。

さい。

ぜひ、お誘い合わせの上、 本 覺 寺 ま で お 申 込 み く だ
遊びに来てください。

詳細は同封のご案内を
ご参照ください。

当山墓地にて、カラスが

◎◎◎◎墓地のののの供物について

ぜひ、お誘い合わせの上、 ます。

十二月二十三日日日日 （（（（日日日日））））
時間：：：：午後四時時時時から
一時間程度

詳細は、同封のご案内を
参照ください。

供花を抜いたり、お供物を

いった被 害がで て い ま す 。

荒らしたり、糞をかけると
十月より当山本堂にお

催催催催

と分かち合い召し上がる、

はなるべくその場で仏様

な る お 供 物 （食 物 ・ 飲 料 ）

手仕事フォーラム主催

獅子ヶ谷市民の森に隣
接する当山の本堂にて、山

良品展」をこの秋の彼岸会

間に開催した「日本手仕事

三月の春の彼岸会の期

シンキングボウルの生演

今回も前回と引き続き、

ガ体験を 開催い た し ま す 。

今回で三回目となるヨ

ております。

天台宗一隅募金に寄附し

と萬燈会の灯籠冥加料を

毎年、当山の大施餓鬼会

だきました。

全国には、寺院が七万ヶ寺、神社が
八万社、合計十五万寺社があります。
心の時代の今こそ、寺院と神社が手
を携える必要を感じました。 住職

先 日 、 若 手 の 僧 職と 神 職 の 勉 強 会
「神仏和合」が、東京の神田明神で開
催されました。
私も参加し、神道について、神職の
階位や世襲について、靖国神社問題な
ど神職と僧侶が忌憚のない意見交換
を行いました。

編集後記

たします。

んようご協力をお願いい

墓地にお残しになりませ

またはお持ち帰りになり、

旅旅旅旅するシルタ「「「「日本手仕

ます。

お参りの際にお供えに

おおおお知知知知らせ

いて、坐禅会を開催いたし
◎◎◎◎九九九九月二十二・・・・二十三日開

◎◎◎◎十月八日開催

の空気を感じながら坐禅

の中日にあたる二十二日

奏の中、ヨガを体験してい

ヨガ＆＆＆＆ヘナアート体験

事良品展」」」」

と二十三日に当山の客殿

◎◎◎◎天台宗一隅募金について

をしてみませんか。
所要時間は約一時間で
す。
動きやすい服装でお越
しください。
初めての方も安心して
ご参加いただけます。

ただけます。
また、今回は、ヨガ終了

今年は、総額十万五千九

にて開催いたします。
手仕事フォーラムは今

後の茶話会の時に、ヘナア

八月二十二日付けにて、

なお、本堂の収容人数の

の日本の手仕事を守り、取

ートの体 験もご ざ い ま す 。

天台宗一隅を照らす運動

百六十円のご寄附をいた
り入れた生活の素晴らし

ヘナアートとは、ヘナ

関係で、申込方式となって
参加希望の方は当山（〇

さを広めていく活動を行

おります。
四五 五七五 七八五五）ま

-

-

