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        December 2021 ・Issue No. 242 

A Happy New Year 
At the beginning of the year 2022, I would like to extend my best wishes for the New Year and ask for your continued 

support of Koyasan Beikoku Betsuin of Los Angeles. As the COVID-19 pandemic shows no signs of ending, we are entering 
another new year. As many people around the world are facing the danger of survival and difficulties in their lives, I believe 
that 2022 will be another year in which we will continue to need to take preventive measures to protect ourselves and others. 
I hope that we all play our part in fighting this pandemic and together we will overcome this challenge. 

So, what kind of year will 2022 be? The Chinese zodiac sign of 2022, “the year of the tiger(寅),” from the perspective of the 
Yin-Yang and the Five Elements theory, can be said to be “a year that is pregnant with yang energy and helps the embryonic 
movement of spring”. 

Each zodiac cycle (year) is named based upon an ancient Chinese method of measuring years. The year 2022 will be the 
year of the “Mizunoe”（壬）Heavenly Stem and the “Tora” Earthly Branch（寅）thus, the Mizunoe Tora year. According to 

ancient calendars, the Chinese zodiac sign “Mizunoe(壬)” represents “severe 
winter, tranquility, and stagnation”. In addition, “tora(寅)” represents “growing 
strong and large”. 

However, just as the harsher the winter, the more vigorous and spectacular the 
spring budding will be, 2022 will be the year when our next generation will begin its 
strong start, full of vitality.  

This is the year 2022, I would like to make further progress toward the upcoming 
event in 2023 to commemorate the “110th Anniversary of the Founding of the 
Koyasan Shingon Missionary in North America”. 
 
Bishop Yuju Matsumoto 
Head Minister 
Koyasan Beikoku Betsuin of Los Angeles 
 

  新年のご挨拶 
 皆様、あけましておめでとうございます。 

2022年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げますと共に、今年も高野山米国別院をよろしくお願い申し

上げます。 

 COVID-19の感染がいっこうに終息の兆しが見えない中、また新しい年を迎えることになりました。世界中で多く

の人々が生存の危機と生活の困難に直面している現状下にあって、2022年もまた医療関係者の方々の懸命なる努力

により、さまざまな対策に追われる一年になろうかと思いますが、皆さまには、ご自分自身とご家族を護り、また

周囲の大切な方々を守りながら、健やかな日々を過ごして頂きたく思います。そのために、皆さまお一人おひとり

が、COVID-19の感染防止や拡大阻止のために、我々にできることを今一度確認し、共に乗り越えてゆきたいと願っ

ています。 
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 さて、2022年の干支（エト）は「壬寅（みずのえ・とら）」ですが、いったいどんな年になるのでしょうか。干

支（えと）は、十干（じっかん）と十二支（じゅうにし）の組み合わせでできているのですが、 2022 年の「壬

寅」は、十干が「壬（みずのえ）」、十二支が「寅（とら）」ということになります。 

古来の暦によると「壬（みずのえ）」は、「厳冬、静謐、沈滞」といったことを表しているようです。また「寅

（とら）」は、「強く大きく成長する」といったことを表しています。 

これらを組み合わせて考えると、陰陽五行説から見た 2022年の干支「壬寅年」は、「陽気を孕み、春の胎動を

助く年」であると言えるようです。 

 COVID-19の大流行により、長い間私たちは苦しく辛い年を過ごしましたが、冬が厳しいほど春の芽吹きは生命力

に溢れ、華々しく生まれるのと同じように、2022年という年は、私たちの次の世代が、生命力に満ちた、強い始動

を始める年ということができるのではないでしょうか。それが「令和４壬寅」の年であると私は信じ、2023年に控

えた「高野山真言宗北米大陸開教百十周年記念」の行事に向けて、さらに前進してゆきたいと思っております。 

合 掌 

高野山真言宗米国別院 

主監 松元優樹 

〜〜〜  〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜  〜〜〜〜  〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                                                                                                                                                     
 

こんなことがありました 

Temple Events - September  - November 2021 

Fall Ohigan Service 
On September 19, 2021, the Autumn Higan Service was held at the 
Betsuin. Since Bishop Matsumoto was absent from the Betsuin due 
to his ascetic training at Koyasan, his son, Reverend Taiso 
Matsumoto, came from Japan to join the Betsuin Kyokai-kyoshi 
disciples in offering prayers to the ancestors of all the Autumn Higan 
registrants. 
In his Dharma talk, Rev. Taiso spoke about "Goen" and said, "I hereby 
promise that I will cherish the "Goen" with you today and continue 
to pray for your happiness, the happiness of your ancestors, and the 
further development of the Betsuin even after I return to my temple 
in Japan. I believe that is the meaning of "Goen."   
Rev. Taiso stayed at the Betsuin until October 6, taking care of temple 
affairs and legal affairs during the absence of the Bishop, and then returned to Japan. 
 

秋の彼岸法会 

 去る 9月 19日（日）、米国別院では「秋の彼岸法会」がおこなわれました。松元主監は、祖山高野山での修行が

あり別院を不在にしておりましたので、松元主監の御子息・大宗（たいそう）師が日本から出仕され、別院の教会

教使の皆さんと共にお彼岸の御先祖供養をお勤めくださいました。 

 大宗師は、法話の中で「ご縁」について法話をされ、『今日の皆様との「ご縁」を大切にして、私が日本のお寺

に帰ってからも、皆さんの幸せ、ご先祖様の幸せ、そして別院のさらなる発展を祈り続けることを、ここでお約束

します。それが "ごえん "の意味だと思います。』とお話しされました。 

大宗師は 10月 6日まで別院に滞在し、松元主監の留守中の寺務・法務をおつとめされ、帰日されました。 
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Daikoku-Ten Matsuri 
On Sunday, October 17, 2021 at 1:30 P.M., the annual “Daikoku-Ten Matsuri” was held in 
the courtyard of the Betsuin. Daikoku-Ten, one of the Seven Gods （Shichi Fuku Jin) of good 
fortune, has been revered as the god of good fortune and wealth since ancient times. There 
are various forms of Daikoku-Ten, but the Daikoku-Ten of the Betsuin holds a hammer in 
his right hand and a bag of good fortune in his left, riding on top of a rice bale.  
Daikoku-Ten was originally a rugged Indian deity called Mahakala (means Black, Death, 
Time), who became the guardian deity of esoteric Buddhism. In India and Tibetan Buddhism, 
which is an esoteric religion, he is a god that receives great devotion and is portrayed with 
a possessing a very fierce appearance. Conversely, when Daikoku-Ten was introduced to 
Japan, he was worshipped as the god of good fortune and treasure, as well as the god of 
kitchens and dining rooms in temples. In Japan, the name of the Shinto god, "Okuni Nushi-
no-Mikoto" who has a gentle appearance, can also be read as "Daikoku," and as a result, 
"Daikoku-Ten (大黒天)" and "Daikoku (大国) -sama" are often confused, resulting in the 
gentle appearance of "Daikoku-Ten" in Japan and therefore is the appearance of the 

Daikoku-Ten statue at the Betsuin. 
Ultimately, whether Daikoku-Ten is portrayed as having a gentle or fierce appearance, Koyasan Shingon Buddhism teaches that 
the true nature of various deities is the manifestation of the Buddha, so even if Daikoku-Ten looks like the gentle-faced Daikoku-
sama, as long as he can give us the benefits of good fortune and treasure, it's fine! 

大黒天神まつり 
 去る 10月 17 日（日）、恒例の「大黒天神まつり」が別院駐車場にて賑やかに執り行われました。 

 大黒天は、七福神の中の一尊として古来より福徳財宝の神として崇められています。別院の大国天は右手に打ち

出の小槌を持ち、左には福袋を担ぎ、米俵の上に乗っているお姿をしています。元々はインド伝来の仏教の守護神

として信仰されており、インド・チベットではとても怖い形相をしており、中国では比較的優しいお顔になってい

ます。また日本では神道の「大国主命」が「だいこく」と読めるところから、「大黒天」と「大国様」が混同して

別院にある「大黒天」のようなお姿が多く存在しています。 

 そもそも高野山真言宗は、様々な神様もまた、その本地は仏様の垂迹したお姿であると教えておりますから、大

黒天が優しいお顔の大国さまのようなお姿をしていても、福徳財宝のご利益がいただけるなら、なお結構というこ

とですね！  
大黒さまは、マハーカーラという荒々しいインドの神様で、日本に伝わると密教の守護神となり福徳財宝の御利益

やお寺の台所や食堂の神として祀られてきました。一方の大国さまは、日本の神話に登場する大国主命（おおくに

ぬしのみこと）というわけです。 

Shichi-Go-San Blessing 
On November 13 and 14, 2021 at 1:30 P.M., the "Shichi-Go-San 
Group Blessing" was held at the Betsuin. Last year, due to the 
effects of COVID-19, we only accepted private blessings. This 
year we divided the event into two days, Saturday and Sunday, 
to allow for social distancing. On both days, Bishop Matsumoto, 
the head minister of the Betsuin, and the Betsuin Kyokai-kyoshi 
disciples performed the service and prayed for the growth and 
health of the children. 
Also, Alan Miyatake of Toyo Miyatake Studio, took wonderful, 
commemorative photographs of those who made reservations. 
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七五三合同祈祷会厳修 
去る 11 月 13 日と 14 日の両日、別院では「七五三合同祈祷

会」がおこなわれました。昨年は COVID-19 の影響で、ご家族単

位での個別の御祈祷のみを受け付けておりましたが、今年は土

曜日、日曜日の二日に分けて、お子様と保護者の方々の会場内

での密を避ける形で執り行いました。祈祷会は両日とも松元優

樹別院主監と別院教会教使の皆さんでお勤めされ、お子様の健

やかな成長と健康を願いたしました。 
また、両日とも写真家のアラン・ミヤタケ氏が希望者の写真

撮影に応じ、プロの腕前で素晴らしい記念写真を撮ってくださ

いました。 

 
〜〜〜  〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜  〜〜〜〜  〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                                                                                                                                                     
 

“Kado Koyasan” Flower Arrangement Classes to Start 
The founder of Shingon Buddhism, Kobo Daishi, Kukai, dedicated a ceremony called "Mando Mange E" in 832 A.D. at Mt. Koya. 
Beautiful flower arrangements were offered to the Buddhas along with monks performing prayer rituals. The specific flower 
arrangement style has been passed down through generations of monks at Mt. Koya and is now referred to as "Kado Koyasan” 
style of flower arrangements. Kobo-Daishi, the great master of Shingon Buddhism, said, "We are just one part of the universe, 
and all of us, even plants and animals, have equal life. It is important to respect each other's life and make the most of it. The 
essence of Koyasan flower arrangement is to make the best use of the life of flowers. 
Why don't you take a moment to enrich your heart in the midst of your hectic daily life? When we touch the flowers, feel their 
life, and make use of their life, all of our senses will be healed and relaxed. 
"Ikase Inochi” ” Let's make use of all life”  is the heart of Koyasan flower arrangement.  
Please check the website for an announcement on the schedule. 

Rev. Yuju Matsumoto 
Manager of Kado Koyasan Beikoku Betsuin Branch 

 
「華道高野山」いけばな教室開設 

 別院に、華道教室「華道高野山米国別院支部」ができました。 

 真言宗の宗祖、弘法大師、お大師さまが、天長 9 年（西暦 832 年）に萬燈萬華会（まんどうまんげえ）と呼ばれ

る儀式を祖山高野山に於いて奉修されてより以来、千年を超える長きに亘り、掌を合わせる心と、その手で活けら

れるお花が、仏様の前にお供えされ続けています。その供養の花は、高野山の荘厳な儀式とともに洗練されていき

ました。そして、そのお花を「華道高野山」と呼んでいるのです。 

 弘法大師、お大師さまは、「私たちは宇宙を構成する一部分にすぎず、動植物にいたるまですべて平等の命を持

っている。お互いの生命を尊重し、生かし合うことが大切である」と教えられました。お花が持つ生命を最高に生

かし、見極めることが、華道高野山の真髄であります。 

 あわただしい日々の暮らしの中に、皆様の心を潤すひとときをお持ちになりませんか。お花に触れて、お花の命

を感じ、その花の命を生かす時、私たちの五感の全てがいやされ、やすらいで行くことでしょう。 

 「生かせいのち」。これが、華道高野山の心です。 

華道高野山、米国別院支部・支部長の松元優樹 
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The Ceremony of the 110th Anniversary of 
Koyasan Shingon Mission in North America  

on October 15th, 2023 
Dedication of 600 Volumes of Daihannya Sutra 

The history of the Shingon missionary activities in North America, which was established by the Great Master, Kobo Daishi, 
began with the “Koyasan Daishi Church”, which was established in 1912 in Elysian Park in Los Angeles by a monk named 
Reverend Shutai Aoyama. It was in 1940, the year before the outbreak of war between Japan and the U.S., that Koyasan received 
the name "Koyasan Beikoku Betsuin" from the Koyasan Headquarters. 
After the war, we established temples and churches of the Koyasan Shingon Sect together with Daishi followers in various parts 
of the United States, and thanks to the extraordinary passion and hard work of the former ministers and Daishi Members, we 
have reached the present day. The history of the missionary of the 
Koyasan Shingon Buddhism in North America is also the history of 
Koyasan Beikoku Betsuin itself. 
In light of the fact that the history of Koyasan Shingon Buddhism 
in the U.S. began with the establishment of the Daishi Church, and 
in gratitude to the Great Teacher Kobo Daishi, we have decided to 
dedicate 600 volumes of the Great Hannya Sutra (Daihannya 
Sutra) to commemorate the 110th anniversary of the 
establishment of Koyasan Shingon Buddhism in North America 
with the help of all those who are related to the establishment of 
Koyasan Shingon Buddhism in North America. 
Coincidentally, the same year marks the 1,250th anniversary of 
the birth of Kobo Daishi and considering that the history of the 
establishing of Buddhism in the United States began at the Daishi 
Church, we cannot help but feel a meaningful connection with 
Kobo-Daishi. 
We sincerely hope that you will understand the purpose of this 
petition, and that you will support and contribute to it. 
 

高野山真言宗北米大陸開教 110 周年記念事業 本格始動 
大般若経六百巻奉納大勧進 

 お大師様がお開きになった真言宗の北米大陸での開教の歴史は、青山秀泰（あおやましゅうたい）先生というお

坊さまが、1912 年（大正元年）にロスアンゼルス市内エリシャンパークに設立した『高野山大師教会』がはじまり

でありました。その後、現在の日本人街中心に土地を求め、新殿堂を建立し、御本山より『高野山米国別院』のお

名前を頂戴したのは日米開戦の前年、1940年（昭和 15年）のことでした。 

 戦後には、米国各地の大師信徒と共に高野山真言宗の寺院・教会を設立し、開教師先生の並々ならぬ開教に対す

る情熱とご苦労とを賜って、今日に至っております。まさに、高野山真言宗の北米大陸開教の歴史は、高野山米国

別院の歴史でもあり、六十名に及ぶ開教師、そしてお大師様の教えを頑なに信仰し護り続けた在米大師信徒の血と

汗と涙の結晶として今日を迎えているのであります。 

 この度、米国開教の歴史が大師教会建立からはじまったことを鑑み、お大師さまへの報恩感謝と、更なる我宗開

教の充実と高野山真言宗海外布教の次の百年を見据えて更なる発展を祈念し、北米開教にご縁のあられる皆様のお

力をお借りして大般若経六百巻奉納を発願し、2023 年 10 月 15 日（日）「高野山真言宗北米大陸開教百十周年記念 

黄檗鉄眼版大般若経六百巻開眼転読大法会」を計画させていただきました。 
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 奇しくも同年は、お大師様がお生まれになって 1250年という記念の年にあたり、米国開教の歴史が大師教会から

始まったことを鑑みます時、私たちはお大師様との素晴らしい勝縁を感じざるを得ないのであります。 

 皆様には、何卒この発願の趣旨をご理解賜り、ご賛同・ご寄進賜りますよう心よりお願い申し上げます。  

合 掌 
〜〜〜  〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜  〜〜〜〜  〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                                                                                                                                                     

Future Events 
DECEMBER 19, 2021      1:30 PM OSAME -DAISHI & GOMA PRACTICE 

 DECEMBER 31, 2021     4:00 PM  YEAR-END SERVICE 
JANUARY 1 – 3, 2022                     HATSUMODE 

  JANUARY 1, 2022           10:00 AM       NEW YEAR’S DAY SHU-SHO E GOMA SERVICE*  
(W/MOCHI PRESENTATION) 

                                11:30 AM      TAIKO GOHEI BLESSING SERVICE 
                                 12:30 AM       TAIKO GOHEI BLESSING SERVICE 
                                        2:00 PM       NEW YEAR’S DAY GOMA SERVICE 
                                        3:30 PM       TAIKO GOHEI BLESSING SERVICE 

JANUARY 2, 2022          10:00 AM       GOMA SERVICE 
                                   11:30 AM         TAIKO GOHEI BLESSING SERVICE 
                                    12:30 PM        TAIKO GOHEI BLESSING SERVICE 
                                        2:00 PM        GOMA SERVICE 
                                        3:30 PM        TAIKO GOHEI BLESSING SERVICE 

JANUARY 3, 2022               10, 11, 12 AM TAIKO GOHEI BLESSING SERVICE                         
                                              1:30, 2:30 PM     TAIKO GOHEI BLESSING SERVICE                         

             JANUARY 23, 2022     1:30 PM  HATSU-DAISHI & GOMA PRACTICE  
 JANUARY 30, 2022     1:30 PM  GENERAL MEMBERSHIP MEETING (ZOOM) 
 
*In regard to attending the service 
Only temple members, that have paid membership dues, can reserve seats for the New Year’s Service. Reservations can be 
made by email or phone. Please contact Regina at lakoyasan@yahoo.com or 213-624-1276. Since the number of seats is 
limited, please reserve as early as possible. Please note that the doors to the main hall will be closed promptly at 10:00 am 
or earlier if the main hall is filled to capacity. Temple members will receive a Hamaya from the Betsuin on New Year’s Day. 
 
The end of the year and the beginning of the new year are full of events at the temple. Each event has an important meaning. 
Please spend the end of the year being thankful for the year that is passing, hopeful for the year to come, and grateful for the 
fact that we are alive today. 
 

こんなことがありますよ 
年末年始の行事 

「納め大師・月並護摩修行」 12 月 19 日（日） 午後  1 時 30 分から 
「大晦日・報恩謝徳法会」 12 月 31 日（金） 午後  4 時から 
「修正会」     1 月 １日  (土)  午前 10 時から* 
「初詣」      1 日〜3 日   午前 10 時〜午後 4 時まで 
           1 日・2 日    午前 10 時と午後 2 時から護摩祈祷。 
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             午前 11 時半と午後 3 時半太鼓祈祷。 
            3 日            午前 10 時、11 時半、正午、 

午後 1 時半、午後 2 時半太鼓祈祷。         
 「初大師・月並護摩修行」    1 月 23 日 （日） 午後 1 時半から  

「檀信徒総会・懇親会」               1 月 30 日 （日） 午後     1 時半から  
   

*「修正会」参拝についてのご案内 
今年も別院メンバ―のみ午前 10時からの「修正会」参拝の予約ができます。予約はメールまたは、電話で受け付け

ております。lakoyasan@yahoo.com または TEL 213-624-1276 担当レジーナまで、ご連絡ください。席の数に限り

がございますので、お早めにご予約をお願いいたします。午前 10時もしくは定員に達し次第、本堂の扉を閉めます

のでご注意ください。※席の指定はできませんのでご了承ください。 

〜〜〜  〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜  〜〜〜〜  〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                                                                                                                                                     
 
New Year’s Day and Hatsumode Omamori Sales 
The Bestuin will accept pre-orders for Omamori using the Order Form included with Jiho for scheduled pickup after January 1, 
2022. Omamori will also be sold in-person at the Betsuin during Hatsumode, but we strongly encourage pre-sales to avoid 
lines and long waits. 
 
初詣でのおまもり販売について 
初詣にお参りの皆様のために、お守りの予約販売をいたします。今回号の「寺報」に同封されている「オーダーフ

ォーム」を使ってお申し込みください。なお、初詣では別院にて対面販売も行いますが、行列や待ち時間を避ける

ためにも事前のご予約をお勧めいたしております。 

〜〜〜  〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜  〜〜〜〜  〜〜〜〜 〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜                                                                                                                                                     
 

Hoshi Matsuri Grand Goma Prayer Service 
This is the way to Open Your Own Luck for Happiness 

  "Shingon Esoteric Ritual: Hoshi Matsuri” 
Turn misfortune into good fortune 

If you want to increase your "luck" and make your wishes come true, please apply! 
 

Hoshi Matsuri is a traditional event to pray for good luck by purging the year's bad luck. 
It is said that Yaku (evil) is a turning point in one's life where misfortune and hindrance can easily befall one's body, and there 
is a custom to pray for the elimination of bad luck. We will pray at Hoshi Matsuri for the entire family’s safety in the coming 
year and to increase their luck and good fortune. 
For more information, please refer to the forthcoming Hoshi Matsuri form and application. 
 

厄ばらい星まつり大護摩祈願会 
幸せになるための開運法 自らの「運」を開く！ 

「真言密教秘法 厄ばらい星まつり」 
わざわい転じて福と為す 

「運気」を上げて所願成就を願う人、是非お申し込みください 
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『星まつり』とは、一年の厄を祓い開運招福を祈願する節分行事です。 
 「厄」とは、災難や障りが身に降りかかりやすくなると言われる人生の節目のことで、古来より忌み慎む習わし

があり、厄年を迎えると、神仏のご加護をいただいて災厄が身に振りかからないようにと寺社仏閣にお参りして厄

祓いをします。ご家族全員が来たる年には無事無難に過ごせるよう、また更なる開運招福がありますようにと一家

を挙げてご祈願を致します。詳しくは同封のお手紙をご確認下さい。 
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Seeking Donations of A Passenger Car 
The Betsuin is seeking donations of a passenger car in good working condition for use by the Betsuin Minister for commuting 
and business trips. The Betsuin sincerely appreciates the generosity of any donation. If you have a vehicle you would like to 
donate, please contact the Betsuin at (213) 624-1267  and let us know  the type of car, year, and mileage. 
 
乗用車のご寄付のお願い 

別院では、乗用車のご寄付を募集しています。開教師の先生が通勤や出張で使う車です。車種、年式、走行距離

を別院までお知らせください。電話（213）624−1267 別院寺務所。 
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Soliciting Interest in Potential Hosting of Homestay Students 
Koyasan Betsuin will be accepting students (language students) from Koyasan University and Koyasan High School. The Koyasan 
High School students will study in the U.S. for about a month during next year's summer vacation and attend a language school. 
University students will stay for up to three months starting in the fall of 2023 to attend a language school to study English. 
If you are interested in this program, please contact the Betsuin at (213) 624-1267. 
 
日本からの留学生のホームステイ先を募集しています。 

高野山別院は、高野山大学および高野山高校からの米国留学生（語学留学）を受け入れることになりました。高野

山高校は、来年の夏休みを利用して 1ヶ月ほど米国に留学し、語学学校に通います。大学生は、2023年の秋から最

長で 3ヶ月滞在して英語の勉強のために語学学校に通います。 

ご興味のある方は、是非別院へご連絡ください。電話（213）624−1267 別院寺務所。 
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[Miscellaneous Editorial Notes] 
It will be two years since I have been working at the Betsuin. This New Year's Day, due to COVID-19, there were not many visitors 
to the temple, but next New Year's Day, the temple will be open as usual.  
I returned to Japan temporarily in the fall, but my right knee was completely damaged after about a month of training at Koyasan. 
I wondered why the tatami mats at the Kongo Buji Temple were so hard. But I guess it's because I'm old. I've finally fallen into 
the category of elderly people. I cannot beat my age. I wonder how many more years my body will last.        

  Namu Daishi Henjo Kongo…… 
 
「編集雑記」 

別院でのお仕事も年を越したら２年になります。今年のお正月は COVID-19のせいで、あまり別院には初参りの

お客様も少なかったようですが、来年のお正月は例年通りにお寺が開きます。秋に一時帰国をしましたが、およそ

1ヶ月の高野山での修行で、すっかり右膝が悪くなりました。なぜ本山の畳はあんなに硬いのでしょうか。 

畳のせいではないかもしれませんね。やはり歳のせいですかね。とうとうわたしも高齢者の枠にハマってしまいま

した。私の身体はあと何年もつことでしょうか。    南無大師遍照金剛…… 


