
真言宗豊山派 令和４年１２月

再刊 １４号
蓮 光 院 (通刊２３)

季 刊 寺 報 ２０２２ 冬

柏崎市米山町２２６０ 彩寺記 は
（ 0257-26-2109 ) ホームページにも

編集・文責 じ 掲載されています

中村 淨光 さ い き renkouin.com
ウクライナや紛争地の人々に早く安寧の日々が訪れますように・・・

晩秋を惜しむツワブキの花

～～ 1年を振り返って ～～
今年もコロナに振り回されましたが、檀信徒の皆さまもお寺

も大過なく過ごせたかと思います。ただ、権威主義国の台頭で
弱小の国や民族がその餌食となって、阿鼻叫喚の日常を送って
います。情けなく強い憤りを覚えます。
そんな中、お寺では地道ながらしっかりと維持管理に努めま

した。
４／１０ 本堂屋根裏清掃

役員、正副住職の８人 木片、砂、埃でみんなススだらけ、喉
はゲホゲホ。創建以来のゴミでした。

４／３０ 地蔵堂屋根宝珠廬盤
の塗装(白い部分)

５／１４
トタン交換

８／２０～９／４ 東墓地石段にステン
レス手すり製作、コンクリート打ち直し

９／５ 表石段
最上部のコンクリート打ち直し

８／７ お施餓鬼法要・・イベント

水都家 艶笑 師匠 の
落 語 口 演

お施餓鬼法要の後の落語で
愉しい時間をもらいました。
コロナ禍でも、心ある方々

４６名が参加してくださいま
した。有り難いです。

～～ ああ！ 歳とともに ～～
維持管理を支えてきた各種中古の機材も、住職の体に合わせ

たかのように次々と駄目になってきました。

フォークリフト は２５年ほど使
いましたが、オイルが漏れクラッ
チが動かなくなって廃棄となりま
した。一番の活躍は中越沖地震の
際、秋葉権現の移動、組立て直し
で、大きな石を自在に運びました。

三相発電機 は鉄やステンレスを溶接するための 200V 電源
でした。これに使う電気を電力会社から買うと月に４．５万円

かかりますが、この発電機のお陰で必
要な時にいつでも作業が出来ました。
境内に使われている様々な金属類の溶
接に必要でした。２７年間使いました。
エンジンの水冷ポンプが損傷し冷や

せないのです。古すぎて部品がなく、
遂に使用不能になりました。

高圧洗浄機 は本堂、客殿、地蔵堂の
窓や壁の塩を洗い流します。
この機械のポンプがヘタリ圧が上が

らなくなりました。約３０年間使いま
した。今後も必要なので新たに購入し
てもらいました・

ガス溶接・溶断機 鉄板、鋼管電柱を切断
するのに欠かせない物です。トタン風除けに
使っている８０本の鋼管電柱は全てこれで溶
断して髙さを調整しました。
３５年間使いましたが、耐圧期限が過ぎて

ガスの充填が更新できなくなりました。

～～ お寺の維持管理には、目に見えない
ところでこれらの機材が必要でした。
これからは、これらが必要な時にはリース

にするか、業者に任せるかになります。経費
もそれなりに掛かることになります。～～

～～法事・上げ斎供養等をなされた皆さま～～
ご熱心にご供養をされました （平成４年度）

２／１２ 松井 裕 様 ５／２１ 西村伸一 様
２／１５ 本間月子 様 ５／２２ 西巻吉子 様
２／２６ 西巻善幸 様 ７／２ 西村宏幸 様
３／５ 見竹玲子 様 ７／１７ 遠藤 清 様
３／６ 平野良雄 様 ７／２３ 西巻映子 様
３／１９ 武井勝則 様 ７／３０ 長澤俊一 様
４／２ 大塩 茂 様 ８／１７ 遠藤和信 様
４／９ 武井昭男 様 ８／２１ 西巻吉子 様
４／１６ 西巻一男 様 １０／１１大塩チヨ 様
４／２３ 見竹美智代様 １０／２９八木一幸 様
５／１ 西巻一仁 様 １１／１４二見 大 様
５／７ 西村正和 様 １２／２５西巻節子 様
５／８ 吉﨑幸雄 様



おくやみ・・・ご冥福をお祈りいたします
２／１９大塩定重 様（84） ２／２４ 西村多㐂子 様（82）
３／２ 西村秀春 様（76） ４／１０ 大谷 實 様（87）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

老いずとも 備うべし！
老いたればなお 急ぐべし！

何のことかというと 身辺の整理整頓のこと。
事故、事件、病気、怪我、コロナ感染など身の回りにはいつも
予期せぬアクシデントが待っています。そんな視点から気を付
けたい備えを私流に拾ってみました。

◎ 常に携帯した方が良い物
保険証（マイナンバーカード)、免許証は必須

◎ 保管場所を常に確認する
キャッシュカード、通帳、保険証書、印鑑など

◎ 出来れば有ると良い物
家族等に連絡出来る手段、スマホ、携帯など

◎ 伝えるべき大切なもの
家や親戚に関わる情報や書類など
動産、不動産、遺品など相続に関わる書類や情報
お寺とのつながり、墓地の関係など
町内との関わりなど

◎ 解約手続きの確認
クレジットカード、プロバイダー契

約、携帯、スマホその他

◎情報の一括管理を便利に・・・
エンディングノートの活用
上記に述べた事柄は全てこのノー

トで一括管理できます。
『簡単エンディングノート』
(遺品整理士認定協会編)
色々見比べた結果、これが一番書

きやすく、お勧めです。
詳しくは住職にお尋ねください。

一日が早くて・・・一年が早く過ぎて・・・
よく耳にし、私も口にします。
「早く過ぎる」と感じるのは
「子どもの時に感じたトキメキを感じなくなったから！」と
『ＮＨＫチコちゃんに叱られる』で、チコちゃんが言ってま
した。なるほどね、それもそうだなと思いますが、高齢者に
なってもトキメキは欲しいですよね。でも・・・ ウム ～

トキメキに代わるものはないものか？
トキメキにはかなわないものの、『自己満足』なら何とかな
る、と思いました。
お寺に必要な物、境内美化に役立つもの、家族に必要な物

など、年に１～２個を目安に造る。
粗末な出来でもこの意気込みと造る楽しみ、苦心ののち仕

上げた自己満足感はささやかなトキメキになっているかも？

令和元年≫本堂内陣柱の聯（れん）
一対

令和２年≫鐘楼の懸魚
（げぎょ）と蓮華一対

令和３年≫本堂内陣
吊り灯籠一対

令和４年≫東墓地
階段手すり 左右

それでもやっぱり一年は早く過ぎますね。

～ 親 バ カ の 喜 び ～
副住職と妻・恵子より

令和４年８月３日に第一子となる元気な男の子が産まれまし
た。名は私の「浄」と妻の「恵」の字から「心」を取って「浄
心」と名付けました。清らかな心、思いやる心をもった人にな
ってほしいという意味が込められています。

現在、すくすくと育ち、体重も約 7800gと産まれたときの倍
以上となり、笑ったり色々な声を出してみたりと日々成長して
いて嬉しく思います。

最初はコロナの影響で会うこともできず親になるという実感
がもてませんでしたが、初めて抱っこしたときの感動は今でも
忘れられず、妻と浄心のおかげで父親にしてもらい、感謝の限
りです。
このまま事故無く、怪我無く、病気無く成長できるよう親と

しても育児を頑張っていきたいと思います。

副住職より

「中村さん、産まれたよ！」と助産師さんから言われ、安心
した気持ちでいっぱいでした。
出産にはそれぞれドラマがある、ということをよく聞きます

が、まさにその通りだと思いました。初産ということもあり、
不安や心配でいっぱいだった出産でしたが、私のその思いを汲
んだかのように、あれよあれよという間に無事に浄心は産まれ
ました。

「子どもは３歳までに一生分の親孝行をする」という言葉が
ありますが、
スーパー安産で、もうすでに親孝行息子！
予定日が１１日だったため、長引くとお盆になってしまう…

という中村家の心配事も解消！
私たちのことを思って、予定日より早くに産まれてくれた孝

行息子！
出産に伴い１５㎏位痩せさせてくれた母親孝行息子！（実家

の母は、無事に産まれたことの次にこのことを喜んでいました。
笑）
只今、親バカ絶賛発揮中です(^▽^)♪毎日が楽しくて幸せで

す☆

無事に出産出来たのも支えてくれた家族、職
場の皆様、励ましてくださった檀家の皆様、そ
して見守っていてくださった仏様のおかげで
す。皆様に感謝いたします。

恵子より


