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新年をお念仏の声とともにお健やかにお過ごしのこと、慶賀に存

じます。旧年中は正定寺の護持発展にご尽力を賜り誠にありがと

うございます。本年は開基６７０年・本堂再建２５０年にあたり

ます。引き続きよろしくお願いいたします。  

 
正定寺本堂 

◆住職閑話 
開基６７０年 
 本年、正定寺は開基６７０年を迎えました。存覚上人５８歳、
貞和
じょうわ

３（１３４７）年の冬、向渕に立ち寄られことに始まりま
す。京都にある常楽台

じょうらくだい

寂恵
じゃくえ

師が書いた『常楽台主存覚上人伝
鑑古録
かんころく

』にその様子が示されています。 
 
 存覚上人が伊賀（三重県）から京都への帰り道、向渕を通った
時、庵

いおり

に老尼があり、念仏を称
とな

えていました。存覚上人は念仏
の声が聞こえるので、その庵に立ち寄ると、老尼はその高貴なお
姿に驚きました。この方はただ者ではないと、庵を飛び出て、村
の長である馬場の長者に報告します。 
 
 馬場の長者は、すぐさま存覚上人と面会しました。話を聞くと
やはりただ者ではない高貴な僧侶。馬場の長者は願い出ました。 
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 「いまだ仏法を深く聴聞しておりません。上人が通られたの
は、渡りに船。ぜひ逗留ください。」と申しました。存覚上人も
願いを聞き入れ、向渕で越年されることになったのです。 
 
 迎えた貞和４年（１３４８）年の正月、馬場の長者は存覚上人
に鏡餅を献上しました。そして坊舎が建立され、正定寺と名付け
られました。さらに、応安３（１３７０）年、存覚上人が８１歳
の時、「阿弥陀如来の御絵像」と「法然聖人・親鸞聖人の連座の
御影」（現存）を正定寺に交付され、村人は一同喜びました。 
  

二尊堂 
 ６７０年を経た、今も「二尊堂」にお餅を供える習わしが伝わ
っています。「二尊」とは「法然・親鸞両聖人の連座の御影」に
由来しています。伝統行事である正月３ヶ日の御開帳をはじめ、
各地よりの参拝時に法宝物を出陳するなど、正定寺を象徴するお
堂です。 
 この二尊堂は永年の風雨により傷みが目立ち、６月に臨時総会
を開催して、修復工事を行うことになりました。８月から１２月
にかけ工事を行うとともに、厨子の修復も無事に終え、１２月１
６日には修復完成慶讃法要を営むことができました。仏祖のご加
護は申すまでもなく、工事関係業者の方々、奥谷家、門徒総代を
はじめ、多くの方々のおかげと深く感謝申し上げます。 
 

本堂再建２５０年 
 さらに本年は本堂再建２５０年になります。１６００年（慶
長）に本堂が焼失。以来、１６８年もの間本堂はなく、仮堂で法
要や行事を行なっていました。そして１７６８年（明和５年）に
本堂を再建。開基存覚上人４００回御遠忌法要も修行されまし
た。長い間の仮堂を経ての本堂再建は、まさにご門徒総意の念願
であったでありましょう。再建された本堂に、今日までどれほど
多くの方がお参りされたでしょうか。想像も及びません。本堂の
内陣や柱には、先人の方々のお念仏の声がまさに染みわたってい
ます。 
 

こころを同じくして 
 開基、存覚上人は著書『持名鈔

じみょうしょう

』に「みなこころを同じくし
て、ねんごろに仏道を求むべし」と記されています。 
 開基６７０年、本堂再建２５０年の今年も、聞法の道場であ
り、ご縁を結ぶ多くの方の正定寺として歩みを進めます。数多

あまた

の
先人が、そうであったように、私たちも「南無阿弥陀仏」の真実
信心をいただき、少しでも仏様のお心にかなう生き方をするとと
もに、向渕や正定寺にご縁ある方や、次の世代にも確かにお念仏
のみ教えを伝えていきましょう。 

主な予定 
◆親鸞聖人 
御正忌報恩講 
１月９日-１６日 
◆１月１０日（水） 

初斎法要 13:30 
ご法話会 
◆１月１５日（月） 

御正忌大逮夜 
19:00 
◆１月１６日（火） 

宗祖御正忌法要 
6:30 
◆２月１日（木）  
月初晨朝勤行  
6:30 
◆２月１５日（木） 
涅槃会 13:30  
ご法話会 
◆２月１6 日（金）  
宗祖月忌法要 
6:30 
◆２月２８日（水） 
存覚上人御祥月法要 
9:00 
◆３月１日（木）  
月初晨朝勤行 
6:30 
 
＜廻り報恩講＞ 

◆１月 
８日  馬場出 
１３日   宗脇 
２０・２１日 
   西出下 
２７・２８日 
   大垣内 
◆２月 
３日  上出 
１０・１１日 
   中村 
１７・１８日 
   西出上中 
 
◆他地域での家庭報
恩講は随時 

 
二尊堂内部 
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主な法要行事の報告 
◆１０月 
１日（日） 月初晨朝法要 
８日（日） 大谷本廟納骨参拝 
      ＊親鸞聖人の御廟所である京都・東山の大谷本廟（西 
       大谷）に納骨参拝。向渕から３８名がバスで、西本 
       願寺に直接集合した１０名の計４８名で参拝。 
１０日（火）ご法話会 
１４日（土）宇陀北組住職会 
１５日（日）「菩提樹」第６３号をリニューアルして発行。 
１６日（月）宗祖月忌法要 
２８日（土）門徒総代会 
◆１１月  
１日（水） 月初晨朝法要 
５日（日） 仏具磨き（馬場出・宗脇） 
１０日（金）報恩講準備（門徒総代） 
１１日（土）～１２日（日）報恩講 
      講師：和氣秀剛師（吉野西組・圓光寺） 
      ＊１０年ぶりに１座増やし、６座でお勤めし、のべ 
       約２５０名の参拝（前年比 1.25 倍）詳細次ページ 
１２日（日）門徒総代会 
      近畿大学農学部聞き取り調査 
１６日（木）宗祖月忌法要 
１８日（土）門徒総代会 
１９日（日）護法会主催 第４１回聞法の旅研修 
      「モダン寺」本願寺神戸別院、芦屋・西法寺、白鶴酒造 
      資料館へ。２８名が参加 
２５日（土）宇陀北組門徒総代会「各寺活動事例等の共有化検討会」 
      ＊正定寺で開催。「お寺が元気になれば、地域（集落） 
       も元気！！」のテーマで、宇陀北組寺院２１ケ寺の活 
       動事例を各寺総代より報告し、意見交換を行った。 
      近畿大学農学部聞き取り調査 
◆１２月  
１日（金） 月初晨朝法要 
３日（土） 門徒総代会 
８日（金） 成道会  
９日（土） 門徒総代作業（二尊堂準備） 
      宇陀北組住職会 
１６日（土）宗祖月忌法要 
      門徒総代会 
      二尊堂修復完成慶讃法要 
      歳末の集い 
      ＊８月から開始しました修復工事が無事終了し、法要。 
       新たな試みとして忘年会も。詳細次ページ 
３１日（日）除夜会 
      除夜の鐘 
 
◆「菩提樹」送付のご希望がありましたら、お申し付けください。またホームページに
PDF で掲載しています。ご家族、ご親族、向渕を故郷とされる方などにおすすめくだ
さい。 
◆仏事や年忌、仏壇やお荘厳などの相談を多く受けております。正定寺、または住職 
東森尚人 携帯 090-7369-9753 までお気軽に、ご遠慮なくお寄せください。 
 

 
芦屋・西法寺 

ドラム缶の梵鐘の前で 

阪神淡路大震災の時 

被災者支援で 

お風呂として使用した 

ドラム缶が梵鐘に 

大谷本廟 
（京都・西大谷） 
無量寿堂にて 

 
護法会 
聞法の旅 
モダン寺 

本願寺神戸別院 

 
報恩講 
本堂にて 
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法要・行事の子細 
◆正定寺報恩講 １１月１０日（土）・１１日（日） 
１１月１１日から１２日の両日、親鸞聖人のご遺徳を偲び、仏法聴聞
する報恩講を６座営み、のべ約２５０名のご参拝いただきました。特
に１０年ぶりに６座と１座増え、ご縁を多く結んでいただきありがた
く思います。 
 
法要は宗祖讃仰作法第１種や第３種（音楽法要）などでお勤めしまし
た。布教は五條市西吉野・圓光寺の和氣秀剛師。親鸞聖人のご著書
『教行信証』の「遇ひがたくしていま遇ふことを得たり、聞きがたく
してすでに聞くことを得たり」を引用されるなど、「仏法にいま遇わ
せていただき、聞きがたい教えをすでに聞かせていただくことのあり
がたさ」を話されました。さらに、親鸞聖人のご生涯を記された「御
絵伝」などプロジェクターを交えた法話に、「わかりやすく画期的
で、ありがたかった」との感想が多く寄せられました。 
 
竹灯り、朝粥会のほか、正定寺の取り組みを知っていただくため「事
業報告会」を開催するなどあらたな取り組みも行いました。 
 
多くのご参拝、ご協力ありがとうございました。 
 
◆二尊堂修復完成慶讃法要・歳末の集い 
 １２月１６日（土） 
８月より進めてきました二尊堂の修復工事が無事完了したことを、と
もに慶ぶ「完成慶讃

きょうさん

法要」を営みました。１２月１６日午後３時より
本堂で仏説阿弥陀経を、引き続き二尊堂で讃仏偈をお勤めしました。 
 
引き続き、本堂で住職より二尊堂の由来や存覚上人のご生涯やご書物
を通して法話。さらに工事の模様を前住職がプロジェクターで報告し
ました。ご参拝の約５０名の方々とともに工事の完成を慶びました。 
 
午後５時からは、新たな取り組み「歳末の集い」を開催。住職、総代
の挨拶の後、乾杯で宴がスタート。楽しいひと時を過ごしました。後
半はビンゴ大会。数字が読み上げられるたびに、一喜一憂しました。
最後に総代が挨拶し閉宴となりました。全く初めての企画でしたが、
総代さんが準備、進行し和やかなうちに開催できました 
 
修復工事、歳末の集いにあたり、ご参加、ご尽力いただいた全ての
方々に深く感謝申しあげます。 
 
◆西本願寺の予定◆ 
・１月９日から１６日「御正忌報恩講

ごしょうきほうおんこう

」 
親鸞聖人のご遺徳を偲ぶ「御正忌報恩講」が営まれます。浄土真宗年
間最大の法要で全国各地から参拝されます。 
・１月１８日 特別公開講座 
持続可能な地域社会総合研究所藤山浩所長による「田園回帰の時代～
地域の継承と寺院の役割」の基調講演や、「持続可能な寺院を目指し
て ～いま、お寺でできること～」のシンポジウムが開催されます。 
 
詳しくは西本願寺WEB で 

 
報恩講・法話 
和氣秀剛師 

 
小豆粥 

 
 

二尊堂勤行 
 

 
 

二尊堂外観 
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