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年回法要とは?
龍源寺住職 松原信樹
仏教では︑人の死の瞬間から次の生を受ける
までの期間を ﹁中有﹂ と呼びます︒この期間が

いという意味の ﹁大群﹂ とよび︑そのことが仏

教側に取り入れられ︑三回忌と呼ばれるように

なりました︒以後︑年回法要は︑七回忌︑十三

回忌︑十七回忌︑二十三回忌︑二十七回忌︑三

十三回忌︑五十回忌の法要となります︒

たら︑前日の七月一日が命日となり︑二年後の

れ︑例えば︑平成二十九年七月二日に亡くなっ

て生前を追想する立場に立つからであるといわ

日から数えるとあります︒それは︑死者に対し

ら数え︑亡くなった人の日数は︑亡くなる前の

あり︑生まれた子供の日数は︑生まれた翌日か

死には往日を与う﹂ (生与来日︑死与往日) と

﹃礼詫﹄曲礼上第一に︑﹁生には来日より与え︑

一年後は︑三回忌(大祥忌) となります︒

百ケ日息を過ぎると︑一周忌(小祥忌)︑その

日で一旦法要を打ち切ります︒四十九日忌︑

日︑三七日⁝) にお経をよみ︑七回目の四十九

では本来︑人の死後︑七日ごと (初七日︑二七

陰﹂

いつでも︑どこでも︑あなたのことを見守って

ることはできないし︑話しもできないけれども︑

でも同様です︒亡くなった最愛の方は︑目で見

に︑﹁家﹂ の行事でもあります︒それは結婚式

しょう︒法事は︑﹁○○家法要﹂ といったよう

まと向き合ってお参りをしてみたらいかがで

らい︑そのような気持ちから離れて︑ご先祖さ

す︒合理主義が叫ばれる中︑せめて法事の時ぐ

亡き人と響き合うようなお参りをしたいもので

越えて生きてきた仏教徒の知恵でもあるのです︒

今まで筆舌に尽くしがたいほどの悲しみを乗り

ですが︑癒やすことができるのです︒これは︑

で︑最愛の人との死別という悲しみを少しずつ

しかし︑年回法要に自分自身の身を委ねること

ければならず︑大変に思えるかもしれません︒

年回法要はたくさんあり︑何年も法要をしな

七月一日が丸二年︑つまり二十四ケ月となるけ

いるのではないでしょうか︒あなたは一人では

四十九日であり︑一般的には四十九日を ﹁萬中

れども︑その翌日の本当の命日である七月二日

ありません︒

と呼び︑一つの区切りにしています︒法要

は︑二十五ケ月目にあたり︑三年目となります︒

数え年で三年︑実質二年の法要を非常にめでた
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ありがとうございました
*将来は︑本堂の裏地を整理して︑大般若経を
納める経蔵を建立する計画をしております︒
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⁝左の通り行ないます︒ご家族そろってお参りください∴

∽一︑九月二十三日・秋分の日(午前±時より)

詰場掴謹告南北線をこ利用ください∴
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龍源寺への交通の便(地下鉄)
●都営三田線

(目黒または三田︑南北線は白金高輪駅下車︒徒歩五分)

●2番出口から地上に出ると案内看板に﹁龍源寺﹂名あり

7

渋谷駅‑新橋駅

渋谷駅‑田町駅

魚ラン坂下・古川橋下車

古川橋下車

魚ラン坂下下車

龍源寺への交通の便(訓国力)
●田8

●都00

品川駅‑新宿駅西口

五反田駅‑品川駅‑六本木ヒルズ(循環)

7
●反96

魚ラン坂下・古川橋下車
東京駅丸の内南口‑目黒駅 魚ラン坂下下車

●品9

●東98

龍源寺の歴史について(九)
松原 泰道
先住祖来和尚が住職する前から︑
当寺には多大の借財がありました︒

和尚には︑まづその返還が何より
の急務であったので︑忠実にその
事にあたりました︒その傍ら寺の
修復をしなければ成りません︒随
分と苦労をしたことでありましょ
ナ
ウ
︒

寺院としての面目をとりもどす
のには十年を必要としたといわれ
ます︒それは現存の文書でもはっ
きりとわかることであります︒

大正四年 ‑ 大正天皇のご即位
式を記念して︑寺の表門が石門に
改められました︒それ迄の木造瓦
ぶきの門は建立年代も不明で︑大
破していました︒寺の修復に特に
力を注がれた総代・中沢六之助氏
の犠牲的努力の結晶として現在門
が建立されました︒

られれば加えられる程︑損傷個所
もふえてゆく始末に︑ついに改築

大正八年の中頃から︑総代会議
が頻繁に開催され︑頭梁の坂谷松
次郎氏によって設計図が完成した
ので︑その年の八月に勧募帳が作
られました︒募縁の趣旨は (原文

の議が持ち上りました︒

狂いもなく今日まで及んでいるこ

漢文)

従来門は高さ七尺︑間口十尺で
ありましたが︑新門は高さ九尺︑
間口十二尺︑一尺一寸角の石柱二
本︑九寸角の石柱一本︑大土台と
共に御影材が用いられました︒そ
の工事が堅牢であったことは八年
後の関東大震災にも︑いささかの
とでもわかります︒

に改築を決意しました

私 (祖来和尚) が明治四十年
に当寺住職の任命を受けてか
ら苦心して寺塔を維持経営し
て来ましたが︑推定百余年の
小建造物であるので︑修繕を
幾度しても維持はなかなか困
難です︒近頃は雨漏りもしげ

この工事に中沢氏は石材と石工
手間の一切を寄附されました︒鉄
扉は︑檀信徒中から和田︑河野︑
坂谷︑小岸の諸氏と寺の附近に家
屋を所有したり住居中の吉田︑伊
藤︑松下︑永田︑田中︑大塚︑松
本の諸氏から寄進されました︒
(門扉は太平洋戦争が始まると供
出を命じられたので︑前記寄進者
の同意を得て供出しました︒現在
の門扉は︑戦後︑隣接の大塚鉄工

訳)

と︑あります︒かくて本堂改築の
実動にあたったのでありました︒

(意

は却っていけないので︑ここ

く柱もくさって手の施しよう
もありません︒一時しのぎで

所の一寄進です︒)

表門は︑こうして面目を改めま
したが︑本堂そのものも建立期が
わからない程古いので修繕が加え

を置き境内を整えていきたいと思いま

十月に寄進していただいた多数の庭石

していただくことになりました︒また︑

があり︑十一月に︑職人さんに修理を

以前から修理しなければならない箇所

してます如意輪観音像の頭部の装飾に

安置したのでしょうか︒観音堂に安置

て活躍しています︒▼戦時中︑防空壕に

でも皆さまを迎える門(入り口)

とし

豊前屋さんの寄進によるもので︑現在

た﹂ とあります︒総代である先々代の

して︑寺の表門が石門に改められまし

(九)﹂ に ﹁大正天皇のご即位式を記念

ます︒今号の ﹁龍源寺の歴史について

柱に ﹁大正四年建之﹂ と書かれており

教的側面だということです︒▼お寺の門

法事を執り行うことは︑日本仏教の儒

執筆させていただいて気づいた事は︑

載させていただきました︒▼

たものに加筆したものを掲

教雑誌﹃大法輪﹄ で執筆し

は︑年回法要について︑仏

秋彼岸会を迎えます︒今号

たまに龍源寺に来て︑何泊かし彼らが

も大きくなり︑賑やかになりました︒

住職として仕事をしています︒甥や姪

いと思います︒弟二人も元気に寺院の

にその境地が開けるのを気長に待ちた

も︑突然解るケースもあるので︑彼女

すると蝿は自分自身の姿なんだけれど

いう句があります︒私がこの句を解釈

うつな 蝿が手をする 足をする﹂ と

してきたようです︒小林一茶の ﹁やれ

が︑娘の瑞樹が生まれて少しずつ克服

虫でも見つけると逃げ回っていました

の亜矢は︑虫が苦手のようで︑小さな

のが根底にあるのかもしれません︒妻

ち人の寂しさ悲しさを見つめてきたも

母の言葉には︑きっと︑寺で生まれ育

に抱かれお任せするしかないと考える

と思うことがあります︒大いなるもの

知る必要など本当はないのではないか

ないことの方が世の中多くて︑何でも

ます︒そう言われてみると︑実は解ら

方ないじゃない﹂

と口癖のようにいい

私に︑母はよく﹁解らないじゃない﹂︑﹁仕

正しい判断をし︑行動したいと考える

ください︒

しみにしております︒ご家族でお参り

日︑秋彼岸会でお会いできることを楽

しくお願い申し上げます︒九月二十三

致します︒お手伝いいただける方︑宜

時より︑ちらし寿司のお野菜の刻みを

利用ができます︒▼九月二十二日︑十三

則を守っていただければ︑どなたでも

谷区広尾にある合同船は︑龍源寺の規

生前のご相談も受け付けています︒渋

家族葬︑密葬など気軽にご相談下さい︒

皆さまに大変喜ばれています︒葬儀︑

す︒﹁あおば葬祭﹂ は︑丁寧なお仕事で

お電話を入れていただきたいと思いま

︹h青もミwww.aOba・SO岳ai.8.jp¥︺ に︑

五一(東京都目黒区下目黒五i七i一)

ら︑﹁あおば葬祭﹂〇三〇五七二二i七六

まず一番はじめに龍源寺か︑深夜でした

常に多いようです︒病院で臨終の際︑

中で全てが決まってしまうケースが非

せていただきます︒病院からの流れの

れる場合︑信頼のある葬儀社を紹介さ

しょうか︒▼お檀家さまでお葬式をださ

帰るとポッとするのは私だけの感情で

(信樹)

す︒▼できるかぎりを知り理解した上で

