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音 楽と 花と 祈 りの 集 い
大空のあなたへ

～ありがとうを伝えたくて～

７月７ 日七夕の 日、男鹿 市北浦に ある曹洞 宗

また本堂にてオカリナコンサートがおこなわれ、

雲昌寺 さんで「 音楽と花と 祈りの集 い」とい う

オカ リナ デュ オＫ ａｎ -ｉｒ ｏ（ かな いろ ）の

イベン トが開催 されました 。このイ ベント、 昨

お二人に よる、とて も心地よ い音色と、 外を見

年に続 き２回目 の開催で、 お寺の敷 地に鮮や か

れば鮮や かな紫陽花 に、見下 ろせば北浦 の海で

な青色 の紫陽花 が咲き誇り 、まさに 秋田の紫 陽

一言では 表せない空 間となり ました。当 日は由

花寺の 佇まいで した。また 「大空の あなたへ

利本荘か らお越しに なってい る方もいた そうで

～あり がとうを 伝えたくて ～」とし て大切な 人

す。

への思 いを短冊 にそえて、 本堂に飾 られいる 七

演奏の最 後には、童 謡「ふる さと」をオ カリナ

夕の笹に 短

の音色に 乗せて本堂 に集まっ た方々が歌 い、七

冊に書い た

夕を想い思いに過ごされていました。

思いを綴 っ

また、コ ーヒーや綿 あめが無 料で頂けた り、お

オカリナデュオ

Ｋａｎａ-ｉｒｏのお二人

て い ま し た。 菓子、グ ッズなども 販売され ていて、と ても賑
やか な本 堂で した 。私 はＫ ａｎ ａ-ｉ ｒｏ のＣ
Ｄを購入 し帰宅の車 中で紫陽 花を思い出 しなが
らオカリナのメロディを聴いています。
是非、来 年は皆様も 鮮やかな 紫陽花を見 に来て
下さいね。
参道を彩る紫陽花

宗派による焼香の作法

宝供 養と も、 『空 ・仮 ・ 中の 三諦 』
（く う・ け・ ちゅ うの さ んだ い） に
ならうとも言われています。

各宗派のご焼香の回数や作法があるのはご存じでしたか
焼 香に は各 宗派 の仕 方 や作 法が あ
さ て今 回は 、 ご焼 香に つい てで す。 こう ）と いっ て、 自ら が戒 律を 保ち、

り、 法事 や葬 儀な どで 焼 香す る場 合

仏 式の 葬儀 や 法事 など でご 焼香 を

心の 静寂 を求 める こと ので きる 功徳

本来 であ れば その 宗派 に 合わ せて 行

があるとされています。

うこ とが 望ま しい ので す 。が 、た と

し ます が、 宗派 によ って 焼香 の回 数

や 作法 があ るの は、 ご存 じで した か。 [ 浄 土 宗 ] 特 に 定 め が あ り ま せ ん 。

えば 法事 や葬 儀に 参列 さ れた とき 、

ここで少しご紹介しますね。

『真心をこめて一心に』で１回。

相手 の宗 派が 浄土 宗の 場 合で は、 そ

[曹 洞宗 ]回数 にこ だわり ませ んが 、

『身 を静 めて １回 、心 を清 める のに

の宗 派の 作法 に合 わせ 、 その 宗派 を

通常２回

１回 』で ２回 。『 仏・ 法・ 僧へ の帰

尊重して行う事がいいとされますが、

[臨 済宗 ]回数 にこ だわり ませ んが 、

依』 『過 去・ 現在 ・未 来の 衆生 に回

れ てい ます 。お 線香 を用 いる 場合 に

自ら が信 じる 宗教 や宗 派 の作 法で も

通常１回

向』で３回。

は 本数 を気 にせ ず、 立て ない で横 に

構わ なと 思い ます 。な に より も大 事

[真 言宗 ]通常 は３ 回。仏 ・法 ・僧 に

[浄土 真宗 ]あく まで 自分 の身を 清め

します。

なの は、 心を 込め てお 祈 りす るこ と

供 養す るこ と、 身・ 口・ 意の 三密 修

るた めと も説 明さ れ、 香を 額に 頂く

[天 台宗 ]回数 につ いて は特 に定 めが

ではないでしょうか。

行に精進すること、戒香（かいこう）

こと はし ませ ん。 本願 寺派 （西 ）で

ありません。

定 香（ じょ うこ う） 解脱 香（ げだ つ

は１ 回。 大谷 派（ 東） では ２回 とさ

[日 蓮宗 ]通常 ３回 。仏 ・法 ・僧 の三

エンジェルフライト
エン ジェル フライ トって ご
存知で すか？ 耳慣れ ない言 葉
だと思 います が、「 国際霊 柩
送還士 」とい う仕事 です。 国
際霊柩 送還士 とは、 海外で 亡
くなっ た日本 人の遺 体や遺 骨
を日本 に搬送 し、ま た日本 で
亡くな った外 国人の 遺体や 遺
骨を祖 国へ送 り届け る仕事 で
す。
２００ ３年に エアハ ースイ ン
ターナ ショナ ル(株)という 日
本初の 専門会 社が設 立され ま
した。 海外で 亡くな った日 本
人の遺体は現地の葬儀社によっ
て送り 出され 、航空 便の貨 物

として日本に戻って きます。。
空港に着 いた遺 体はエ アハー
スの処置 により 穏やか な表情
に整えら れて遺 族の元 へ送り
届けられます。
そして外国人の遺体は亡くなっ
た方の宗 教、習 俗を尊 重した
形で日本から送り出 されます。
海外から の搬送 や日本 から海
外への搬 送の際 、様々 な手続
きを経て行われています。

＊葬儀概論から抜粋

葬祭ディレクター
２５年度

資格研修会
今年 の夏はイベ ントがいっ ぱいで

今 年も 来る ９月 １１ 日 に平 成２ ５年
度・葬 祭ディレク ター技能審 査試験が
行われ ます。当社 が加盟して いる「秋
田県葬 祭業協同組 合」では、 毎年、受
験者を 対象にして ディレクタ ー試験研
修会を 開催してい ます。今年 も２回開
催さ れる 予 定で
す。 試験 の 日が
近づ くに つ れ参
加者 は真 剣 な様
子で 挑み ま す。
当社 から は １名
受験します。
昨年の研修会の様子

すね 。海フェスタ には様々な 催しが
たく さんあり、私 がなかでも 楽しみ
にし ているのが、 帆船「日本 丸」と
「海 王丸」の入港 です。あの 優雅な
白い 帆を張り、き れいな船体 に青い
海が夏気分を味あわせてくれますね。
皆さ んはどんな夏 をお過ごし になり
ます か。熱中症に は気を付け てお過
ごし下さい。

