になることは、よく知

した。この二年間の東
グループが、『葬儀を

ベッカー特任教授等の
３％、葬儀のみが２％、 愛がっていたペットを

た葬儀を行った人が４

５３％、近親者に限っ

亡くすことで、心身の

を行っているのも、可

私が、「ペット供養」

され、それは、経済に

という、結果が導き出

やすい。

人は、身体的症状が出

する。

葬儀の重要性
られているところです。 ③葬儀に不満を持った

夕食の時に、「長距離
京近郊の法務は、光顕
簡略化したり、葬儀に
火葬のみも２％という

内訳は、これまでのよ

ングに寄り、有名なメ
京都大学の、カール・ うな葬儀を行った人が

運転をしたのは、二年
に託さざる得ませんで
不満を感じた遺族は、

読経するのが当然でし

ロンパンを買って帰宅。 たが、時期的に諦めま

ぶり。高速のパーキン
した。

話しましたが、本当に

年ぶりだったよ。」と

た・・」との話も

ありますが、ご葬儀も

のものが変わった感が

コロナ感染症で全て

悲しみが軽くなるとい

う。

で、紹介してみましょ

十月号に掲載されたの

事が『寺門興隆』誌、

という、研究発表を学

への依存度が高まる』

が低下し、医療や福祉

その後の仕事の生産性

「男やもめに蛆がわき

こりえます。

侶の読経を聞くことで、 体力の低下は誰にも起

大勢の会葬が控えられ、 術誌に発表したとの記

大きく変わりました。

うことが分かっている
女やもめに花が咲く」

上の図は、愛する人を

比率。

の調査から、導き出さ

ことが研究にも表され

るためですが、同様の

を図表化したものです。 ペットの死を受け入れ

失った時に、体にはど

れた結果は、

親しい人を亡くすと、 立ち直る道をお示しす

のような症状が出たか

①略式葬、直葬をした

く自然な心の現れです。 ています。

強い悲しみと、喪失感

人と比べて、きちんと

喪失感からくる、気力、 カール・ベッカー教授

にとらわれるのは、ご

葬儀を行った人は、葬

Ｌ が)下がるよりは、
葬儀や供養を営んで、

可能性がある。と結論

用の増加を予見させる

ンセリングにかかる費

その後の医療費やカウ

葬儀に対する不満が、

やす人が多いことから

精神科に一万円以上費

円、カウンセリングや

円以上、医薬品に一万

一か月に医療費で二万

たグループと比べて、

し、人生の価値 Ｑ( О 「葬儀が役に立たない」

不調や、うつ病を発症

付けられています。

も影響を与えるらしく

かんりゃくか

グに立ち寄ったのも二

県外に出ない二年間を

聞きました。
が、証明する研究がな
と言いますが、男性が
儀の満足感が高い。

４％
集中力の低下

５％
アルコールや薬使用の増加

４％
運動または言語障害

４％

葬も増えてきまし

していると、「直

先日、葬儀屋さんと話

摂食・消化器等の障害

上京して引導を渡し、

９％

いんごう

よるものと考えてよい が、父親の葬儀に際し

たずね

かならずまちたてまつ

で

うしとら

たま

そうろう

は き い ど の ご し ょ

必 待奉 るべく候」

し

自分で祈ることが

からお参りしていると、 ちろん、お題目だけで

い家族でも、小さい頃 をお供えすること。も

ぞれの信心こそが大事 正月のご祈祷しか来な お経が読めれば、お経

②葬儀に対する不満は、 た方が、心と体に良い

しっかりと葬儀をし

と感じた人は、満足し

過ごしていました。

コロナ感染症が
されていなかったこと
妻を亡くすと、栄養管

影響を与えるというこ

昨年五月、千葉の岡

蔓延していた、昨
から、平成三十年に調
後々健康上の理由で、

とは、亡くなった方と

家族・親族葬が多くな

年は仕方ないとこ

に篤信の方でしたから、 りました。

さんのご葬儀も、本当

ろでしたが、これ
査を実施。 コ(ロナ前 ) 理、衛生管理が出来な
１６５名の回答から くなり、勢いアルコー
仕事を休むことが増加

りょうぜん

調査は、実験では僧

からの、ご葬儀や
ルの量が増えて、短命

著しい睡眠障害

れいだんほう

ご祈祷や、霊断法に

た。本当ですか？」と しかし、この文章には 事だったよ。」です。 えしていると、法事の 方です。
こちらからもお経本 時など、自然に一緒に

だいばほん

されている皆様は、霊
小さいうちから、お 験神秘を体験されてい

親世代だけではなく、 になるものです。

結 果 、 こ の 家 族 は りやすいように、意訳 を持って行ったので、 お唱えしてくれるよう 縁があって、ご信心を

しんじん

しんじん

じ

が げ

くんどく

れいだんほう

なりましたが、本当に、 信心によるものである。 の子まで、提婆品、お 寺参りをさせておく、 る方々です。何かこと

うかが

で

ともしび

つな

ように、雨が空から落 げてもらってきっと喜

かどちが

うら

け んご

私が皆さんにお伝え 開くことが出来ます。
自分の行く世界を決

当山は、子供のお参 少しのお供えをして手 のご信心に励んで参り

おくこと。お命日には、 と心に留め、明年も益々

うなと思うと、目頭が は、一番は忘れないで めるのは、自分自身だ

めがしら

り、自然と霊界の門を

年忌の仏様も、ご先 きに供養してもらえる により信心は堅固とな

ね んき

後の供養について、し お伺いしてみましょう。 繋がる者と言っても、 れました。
いんどうもん

葬儀の引導文で聞か 通用するものではない。

感じている人が多いよ ますが、
こ の ほけきょう

し

「此法華経は三途河に ちてくるように、地獄 んでいらっしゃるだろ している供養の考え方

め いど

りょうぜん

り、冥途にては燈とな のはお門違いだよ。

霊園を経営している り、霊山へ参る橋也。 もう一度言うよ、それ りが多いお寺ですが、 を合わすこと。更には、 ましょう。 光法 拝

お布施トラブルです。

耳にする、お寺様との 山にては大白牛車とな その時に、日蓮を恨む 熱くなりました、

だいびゃくごしゃ

一番の原因は、よく ては船となり、死出の に落ちるであろう。

うです。

さんずのかわ

が、ちょっと悩ましく れた方も多いかと思い 石が下に転がり落ちる 祖様も、孫にお経をあ ことでしょう。

なければと思っている

あなたが亡くなったと 不思議体験の積み重ね

供養や親が亡くなった かを、日蓮大聖人様に ならば、日蓮の信仰に な声で一緒に読んでく せておく、そうすれば、 よる指導を受け、その

若者と話すと、先祖 そんなものなのかどう 生前の信心が弱かった 自我偈の訓読を、大き お経やお題目に慣れさ あるたびに、霊断法に

われています。

貧しくなっていくと言 園に建墓されることに 「ただし、それぞれの 小さな子から、小学生

よりも孫世代が、なお 「寺じまい」され、霊 してみましょう。

子供世代が、子供世代

い やく

加えて、親世代よりも いう質問を受けました。 続きがあります。分か

予測されています。

２０４０年頃には、年 と、もっといい世界に 自分が 日(蓮が 待)って 「今日の法事は、いい
そんな機会に、お経 さんですよ」こそが、
間１７０万人の死亡が 行けるとも言われまし いるよ、と示されます。 法事だった。楽しい法 を読み、お題目をお唱 これからの供養の考え

会」に突入しました。 言われ、院号をつける る死出の旅路の安心と した話があります。

でしょう。
「院号を断ったら住職
波(木井殿御書 )) 久留米の法事から帰っ 結婚 入(籍の日 、)出産 も十分伝わるのです。
た し
ほ け き ょ う きょうりき
今、日本は「多死社 から、親不孝のように と、法華経の経力によ てきた夜に、もう一つ 安(産・日晴れ な)どに
私がいつもお話しす
お参りしてくれます。 る、「供養の主体は皆
いんごう

うじ

供養について、考
導き出されたもので、

９％

たからこその満足感に 様々な質問を受けます の廊にて尋させ給へ。 なのだ」

わたり

しんじん

えてみましょう。

社会的交流や日常活動の低下

のお別れが十分に出来 関係から、来園者から 霊 山 へ まし まし て 艮

割合
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死別後に現れた症状
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