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特 集 正光寺の妙見さま
昭和30年に日向の

名刹、大光寺を辞し

て正光寺に入寺した

先代恵澄和尚は、正

光寺が妙見霊場であ

ることを知ると早速

「妙見大祭」を始め

ました。お寺の役員

とは別に妙見世話人

が組織され、準備の

ために毎晩遅くまで

会合を開いていたの

で眠ることすらでき

ず、「眠たーいっ ‼」
と幼い頃の現住職は

かんしゃくを起したそうです。ご祈祷の勧

募はもちろん、飾り付けに食事の準備など

など何から何まで手作りのお祭りでした。

特に豆まきでは豆袋の中に当たりくじもあ

り、その景品集めは苦労したようです。野

菜や乾物は農家から提供され、塵取りやほ

うきなどの日用品、菓子類に衣類、電化製

品に至るまで供出して頂けるものなら何で

もとオート三輪を駆って笠井の商店街を何

度も往復していまし

た。その努力の甲斐も

あって瞬く間に人々は

集まり年ごとに盛大に

なっていきました。

◇ご祈祷に参列する女

性たちのヘアースタイ

ルも和服姿も懐かしい

ですね。

◇左の写真には２匹の

鬼があぐらをかいて座

っているのが見えます。

昭和34年2月1日の妙見大祭
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こちらも昭和34

年の豆まきのよ

うすです。いく

ら娯楽の無い時

代とは言え、こ

の人だかりには

ビックリです。

境内中央のイチ

ョウの木にやぐ

らを組んで、年

男・年女に交じ

って笠井の芸者さんたちも羽織・袴

で豆まきです。毎年2月1日2時からの

開催でしたから学校の授業もありま

した。でも先生は午後の授業を休み

にして「みんなで松尾のお寺へ行っ

てやれ～」と。何ともおおらかな時

代でしたね。

☜現在の妙見大祭
◇20人近くの和尚さんの

読経が響く中、大般若祈

祷が厳かに繰り広げられ

ます。青鬼・赤鬼の衣装

は10年前に作り替えて頂

きましたが、お面と金棒は

60年の間、変わらずに毎

年登場しています。

豆まきのようす☞
◇福引や景品こそ無くなりました

が、お餅や福豆、あんパンが和尚

さんと役員さんの手によってた～く

さんまかれます。

◇以前は精進料理やカレー、甘

酒なども振る舞われましたが、ノロ

ウィルス脅威で現在は自粛中。
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妙見信仰とは…星に対する信仰は、古代バビロ
ニアやインドなど世界中で行なわれてきました。特

に天空の中心をつかさどる北極星は方角を知る唯

一の手段であり、「自分たちを導いてくれる星」とし

て、人類は命運をゆだねてきたのです。この北極

星への信仰（北辰信仰）は、３～４世紀の中国仏教

とも融合し、妙見菩薩としてさらにひろく崇敬されま

した。朝鮮半島に伝わった妙見信仰は、北斗七星

信仰とも習合し、推古５年（597）に百済の琳聖太子

によって日本の聖徳太子に伝えられました。太子

は妙見菩薩を朝廷の守護神として都の四方に祀ら

れ、太子ご自身が用いられた刀も「七星剣」とい

い、大阪四天王寺に国宝として現存しています。こ

のことからも推古天皇や聖徳太子が政治はもとよ

り、鎮護国家や人として踏むべき道を妙見信仰に

求められた事が推察されます。平安中期の武士団

からは軍神としても信仰されてきました。天台宗の

最澄や真言宗の空海、のちには日蓮らも布教の中

で盛んに妙見菩薩のご利益を説かれ、一般大衆

に守護本尊として深く浸透していきました。

このように近畿を中心に発生した妙見信仰は、

中国、四国、九州へと広がり、さらには渡来人の東

国移住と共に関東へと。そして鎌倉、室町、江戸時

代に入ってからも信仰は衰えることはありませんで

した。徳川家康が江戸の北方に位置する日光東照

宮に祀られたのも北辰との同化であり、葛飾北斎

の名にも、北辰一刀流の千葉一族の生きざまなど

にも妙見信仰の篤さを見ることはできます。

明治の廃仏毀釈、神仏分離などの影響はあった

ものの、仏教での妙見菩薩が神道では天御中主

神（あめのみなかぬしのかみ）とされ、いずれも北

辰尊崇として多くの信仰を集め続けました。天の中

心にあって動くことのない妙見菩薩のご利益は、妙

見の名の通り、いつでも地上の私たちの営みをあ

まねく見通され、悪を是正し、善を願われることであるに違いありません。右手に破邪の

剣を、左手に智慧の宝珠を持ち、玄武（中国の四方神のうちの一つで、亀蛇の姿をして

いる）の上に颯爽と立っておられます。

正光寺の妙見さま…残念ながら正光寺の創立年代などは不明ですが、１７世紀
のはじめから慶長年間までは真言宗に属していたと伝えられていますので、古くから

妙見菩薩の霊場として栄えていたとされる記述はうなずけるものであります。室町時

代は今川家累代の祈願所であり、今川氏眞公真筆の御朱印（1560）も残されていま

す。その後慶長１７年（1612）に雪斎恵宗禅師（小栗の氏）が開山となられ、臨済宗

方広寺派に所属して以来、今日に到っております。現在の妙見菩薩像は、享和元年

５月（1801）正光寺第九世の愚翁和尚の時代に改めて奉安されたものです。
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☜大般若経の転読
呪文を唱えながら、600巻ある大
般若経の経本を1巻ずつ右に左
にと繰っていきます。この時に起
こる風にふれるだけでもその功
徳は絶大と言われています。

大般若波羅蜜多経☞
版木1枚に縦20字×横20字が刷ら

れていますが、現在の原稿用紙や

明朝体の原点となっています。

大般若経のおはなし
孫悟空をお伴に、中国長安の都から天竺（インド）に経典を求めて旅をする有名
な西遊記は、三蔵法師の徳を讃えた物語です。その膨大な経典の中に、般若心経の
基となった「大般若波羅蜜多経」がありますが、600巻で一つのお経が完結するとい
う非常に長編で、しかもこの経典には中国や日本でも古くから除災招福の功徳があ
るとされ、宮廷などでも盛んに祈祷がなされました。
正光寺の大般若経は第8世の環溪和尚（白隠禅師の法嗣）が1777年に新調したもの

でしたが、腐朽が進んだため210年ぶり（平成元年）に再度新調致しました。その際、
江戸時代に鐡眼和尚が全国を托鉢して浄財を集めて版木を作り、宇治の黄檗山万福
寺に収蔵されているその版木を用いて一枚一枚手刷りして頂いた、大変尊い大般若
経六百巻です。平成２年に納経されましたが、それを記念して映画「鐵眼」を本堂
で上映したことを記憶しておられる方もいらっしゃると思います。

鐵眼禅師（1630～1682）について
て つ げ ん

現在の熊本県益城町の出身で、日本国内での一切経（仏教経典の集大成で大般若
経を含む）普及を志し、その元となる版木制作を発願して全国托鉢に出発しました。
全6956巻を刷るためには桜の版木で約６万枚、製作費は現代のお金で30億円を超え
るといいます。
苦悩の旅を終え、ようやく資金が集まったころ、大阪で発生した大洪水に人々が

困窮するのを見て「一切経を出版するのは仏教を広めるためであるが、仏教の誓願

は民を救うこと」と、それまで集めた全資金を投げ出してしまいました。再び一か

ら集め直した資金も、京都宇治地方の大飢饉で人々が飢餓に苦しんでいると知り、

一度ならず二度までも、苦労して集めた出版資金を全額投じられたのでした。そし

て、三度目にしてようやく全6956巻の一切経の出版を成就させました。苦節17年の

この大事業を成し遂げた鐵眼は、活仏と慕われつつ53歳で遷化されたそうです。こ

の物語は昔の教科書や偉人の伝記にも数多く取り上げられ、鐵眼禅師の名と膨大な

経典は広く世に知られたものとなりました。
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今さらですが…本堂の須弥壇と前机は美しく再生されたものです

正光寺の須弥壇は総ケヤキの伝統的な須弥壇
造りとなっていました。経年の狂いや虫食いのた
めに300年ぶりの全解体修復が施されました。ご
本尊様の厨子を後方に移動し、須弥壇上にゆっ
たりとしたスペースも誕生しました。

☜荒波を急ぐ一羽の兎の彫り物が施
された珍しい正光寺の前机。須弥壇同

様に全解体修繕されました。☟

・「波兎」は、古代裂に時折登
こだいぎれ

場しますが、さざ波の湖面に映

る月や沖の白波を兎が跳ねるさ

まに見立てました。兎が、懸命

に荒波を越えようとしている姿

を、自分たちの人生と重ね合わ

せたのかも知れません。

・ご本尊様の両脇に安置されて

いた達磨大師像と大権菩薩像

は、内陣奥の上段にお遷り頂き

ました。

・前机の上では金箔蓮華から彩

色が施された美しい木蓮華で内

陣を荘厳しています。

旧本堂の須弥壇（ご本尊様が窮屈そうです）

全解体修繕後の須弥壇とご本尊様
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◇篤志寄付者芳名単（敬称略） 平成28年4月1日～平成30年3月31日

日 付 芳 名 住 所 金 額

平成28年6月28日 ＊＊＊＊ ￥＊＊＊＊

12月3日 ＊＊＊＊ ￥＊＊＊＊

12月26日 ＊＊＊＊ ￥＊＊＊＊

平成30年2月25日 ＊＊＊＊ ￥＊＊＊＊

3月18日 ＊＊＊＊ ￥＊＊＊＊

3月28日 ＊＊＊＊ ￥＊＊＊＊

『上記の通りご披露申し上げ、謹んで心より御礼申し上げます。尚、ご披露が

遅れましたこと、深くお詫び申し上げます。』

遠忌委員会からのお願い遠忌委員会からのお願い

平成27年秋、檀信徒の皆様を始め多くのご協力によりまして、諸堂新築工事

は無事完了し、その後もお歓びの声をたくさんお寄せ頂いています。今後も遠

忌事業は平成34年予定の「開山様四百年遠忌」と「晋山式」まで継続して参り

ます。これらの法要費はもとより、境内残務整備等々いまだ不充分ですので、「協

賛志納金」は引き続き計画どおりにご入金頂きますよう宜しくお願い致します。

また上記のご披露のような「篤志寄付」のご奉納は誠に有難く、事業を安定し

て推進できますので、今後ともご支援のほど何とぞ宜しくお願い申し上げます。

坐禅会へのお誘い
ざ ぜ ん か い さ そ

こんな方にオススメです！

・忙しくてホッとしたい方

・なにか始めてみたい方

・生活に変化が欲しい方

・お坊さんのお話を聴きたい方

開催日 ： 第 1土曜の夜 ７時～８時 翌日曜の朝 ７時～８時

（都合により変更もありますので、門前の看板などでご確認下さい）

参加費 ： 無料（どなたでもご参加頂けます。但し、ご本尊様にお参り下さい）

初心者 ： 初回のみ開始 15 分前にお越し下さい

服 装 ： 足を組みますので、ゆったりした服装

（足の組めない方は静坐やイス坐禅でも構いません）

＊詳細は正光寺までお問い合わせ下さい。☎０５３－４３４－０８００
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檀家さんの声をお寄せいただきました
東区常光町 井熊 節夫

私の住む所は、常光町の南端、東名高速

道路の南側である。『豊西村誌』によると、

かつては石原三才と呼ばれ、石原の飛び地

であったようである。今では１３戸の組で

三才組と呼ばれ、約半数が正光寺の檀家で

ある。

私と正光寺との本格的な繋がりは、私が

大学２年の秋に父親が他界した時からで、

先代の恵澄住職に葬儀を取り仕切ってもら

ってからである。その時の恵澄住職の読経

のすばらしさは今でも忘れることはできな

い。非常に澄んだ声とご自分で節付けした

という和讃は私の心に染み渡った。私の東

京の叔母（母の妹）はいたく感激して、そ

れからは法事の度に恵澄住職の読経を聞い

ては涙を流し、またその機会を楽しみにし

ていたものである。

その後、母親の葬儀も正光寺で取り仕切

っていただいたが、私も勤めに忙しく、正

光寺との関係はお年忌の時だけで、あまり

深くはなかった。

現在、私は遠忌委員会の総務部会の一員

として『正光寺開山四百年忌報恩記念事業

だより』の発行の一翼を担わせていただき、

今まで以上に正光寺との繋がりが強くなっ

たような気がする。

また私は、１４年間保護司として非行少

年などの保護更正に当たってきたが、退任

後の後継者がなかなか決まらず困っていた

時、やっと正澄住職が引き受けてくれるこ

とになり、また正光寺との縁が深まったよ

うな気がする。その正澄住職の読経する後

ろ姿に先代の恵澄住職の姿を重ね合わせら

れるのは、果たして私だけだろうか？

東区半田山 中野 陽子

公園の木蓮のつぼみも日毎に膨らみ春を待

っているかのようです。

さて、50年前に私は中野家に嫁ぎました。義

父は戦死(享年28歳)され、義母は大変ご苦労さ

れたことと思います。主人も抱っこさえしてもらえ

ず、まして遊んでもらうこともなく、父親の想い出

もないまま寂しい思いをしたことと思います。

主人の仕事が名古屋でしたので私達は名古

屋に住んでいましたが、帰省すると先ずはお墓

参りに出かけたものでした。家族が１人増え２人

増えてからも皆でお墓参り。お線香の煙や香り

をいっぱい受け、そろって手を合わせ、それぞ

れの想いをお祈りしたものです。その後平成10

年、子供達はそれぞれ独立し、私たちは浜松で

母と３人の生活がはじまりました。しかし平成15

年に母は他界され、主人は平成22年に亡くなっ

てしまいました。私は悲しく寂しい思いで暮らし

ていましたが、1年後には息子家族が同居してく

れまして、忙しいけれど安心して過ごすことがで

き、今は家事が終わると犬の散歩、午後は小学

校下校時の交通パトロールが日課となり、その

合間にウォーキングと家を出たり入ったりして動

いています。でも家の中では立ったり座ったりの

時は「よいしょ、どっこいしょ」とかけ声がでてしま

います。そんな私に寄り添ってくれているワンち

ゃんは18才3ヵ月(人間でいうと96才ぐらい)にな

り、お互い確かめ合って過ごしています。こんな

生活が出来るのもご先祖様のおかげと感謝

している毎日です。

最後になりましたが、ご住職様、副住職様、

奥様、夏の暑い日など、草取りしたりお掃

除して下さっているお姿をお見かけします

が、いつもお墓やお庭が綺麗になっていて

とても気持ちよくお参りができますこと感

謝しています。ありがとうございます。

“さまざまな ことを思い出す 桜かな”

◇発 行：〒431-3101 浜松市東区豊町７４９ 金光山 正光寺

TEL（０５３）４３４-０８００ FAX（０５３）４４３-７４１０
正光寺ホームページ http://shokoji.info

◇編 集：「正光寺開山 400年忌報恩記念事業実行委員会」総務部会

妙見さまのお祭りが今年も盛大に行われました。昔は 2月 1日が縁日でしたが、
昨今の事情で日曜日の開催となっています。子供から大人まで楽しめるように

の願いからですので、お誘い合わせてご参加下さい。今号を読んで妙見様のことや大般若経のこ

とも学べましたので一層興味が深まりました。遠忌事業もまだまだ課題が残っています。今後と

もご協力のほど、よろしくお願い致します。


