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IRIS（アイリス）は、菖蒲・花菖蒲など、あやめ科の植物を表す言葉ですが、
ギリシャ神話では「虹の女神」のことをいいます。アイリスクラブ通信「虹」は、
私どもとみなさまを結ぶ架け橋として、楽しんでいただけるよう、また、お役
にたてるようにと願い、会員のみなさまにだけお届けしております。

知っていそうで知らない ニッポン再発見33

彦根の城下町完成400年と井伊直孝
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寳巌山 大信寺

直孝神社

なおのり

なおつぐ

大信寺  彦根市本町1-8-37

　2021年は、彦根城の「惣構え」が完成して400
年の記念すべき年であることはほとんど知られ
ていない。「惣構え」とは「城下町の外側に堀や
土塁を築き、町ごとぐるりと取り囲んだ防衛ライ
ン」のことで、いい換えれば、今年は彦根の城下
町完成400年なのである。
　彦根といえば、初代井伊直政、13代直弼に注
目が集まるが、第２代の直孝や14代直憲に僕は
興味を持っている。今回は直孝について少し記し
ておきたい。

　直政には二人の男子がいた。正室の子である
直継と側室の子、直孝だ。直政の死後、直継が家
督を継承したが、慶長19年（1614）、大坂冬の陣
の時、徳川家康は直孝を井伊家の大将に指名
し、合戦後、家督を継承するよう命じた。
　直継は、直政の領地のうち上野国（群馬県）三

万石を分知され、安中藩主となった。よって、直
孝が直政の家督を継いだとみなし、彦根藩井伊
家では直孝を２代と数えている。
　彦根市本町の大信寺は、慶長5年（1600）、井
伊直政が関ヶ原の戦功により佐和山城主とな
り、慶長8年（1603）に現在地を寺領として建立
された。その後、元禄6年（1693）及び元禄14年
（1701）と2度の大火により堂宇は全焼したが、
幸い仏像・位牌・諸帳簿・掛図等は難を免れた。
宝永6年（1709）江戸時代中期、井伊家の手厚い
加護により、堂宇が再建され今日に至っている。
牛蒡積の石垣も400年を遡り、建物は300年の
歴史を刻んでいる。大信寺は井伊家の菩提寺で
はなく帰依寺である。直孝は信心深く、直政の法
事のたびに参詣し、自ら直政の像を彫り大信寺
に納めている。
　あまり知られていないが大信寺には直孝の歯
骨を祀った御廟がある。記録は残っておらず、そ
の経緯は定かではない。肉体の一部やその人物
に強く関係した遺物を特に「聖遺物」と呼ぶこと
がある。歯や髪も故人の供養や崇拝の対象とし
て象徴的な意味をもっているのだろう。

　直孝の名を戴く神社である。滋賀県神社庁の
ウェブサイトには「寛永20年の勧請と伝えられる。

井伊直孝公を祀り、古来溝尻神社と称していた
が、正和49年、直孝神社に改称された」（原文マ

マ）とある。御祭神は「稜威直孝彦命」。井伊神
社（彦根市古沢町）の御祭神も同じである。

　日本の招き猫発祥説のひとつに直孝が関わっ
ていることは有名だが、近江には事跡がほとん
ど遺っていない。寛永９年（1632）、徳川秀忠は
死の直前、直孝に３代将軍家光の政務を後見し
て幕政に参与するよう遺言した。政務参与を拝
命して以来、直孝が彦根に戻ったのは、一度だけ
だったという。終生江戸から離れず、常に将軍の
側で幕府を支えつづけたからだろう。
　しかし、忘れてはならないのは彦根城の「惣構
え」の完成は井伊直孝の代であるということだ。
僕は、彦根の旧城下を訪れると直孝のことを想
うのである……。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　雲行

直孝神社  米原市番場2112
●米原駅から湖国バス 番場バス停 から徒歩8分
＊周辺に駐車場はありません。



協力  岩井亭
東近江市八日市本町2-4  tel.0748-22-0377

伝統 淡海の老舗 「岩井亭」
　　　　　　近江鉄道八日市駅前の精肉店
「岩井亭」は、大正9年創業。創業当時は栄町
商店街に店舗を構えていたが、昭和40年代
に現在の場所に2店舗目となる駅前店を開
店。その後本店を閉店して現在に至る。4代目
となる島林伸行さん（40歳）は、昨年先代から
事業を引き継いだ若き店主だ。
　創業以来、近江牛の中でも東近江市産の雌
牛にこだわり、契約牧場から一頭買いするこ
とで高品質な近江牛を食卓に届けている。
　最近では精肉だけでなく、近江牛の味噌漬

けやしぐれ煮、ビフカツなどのオリジナルの加
工も手がけるようになった。岩井亭の商品は、
首都圏の百貨店でも人気を博しているそうだ。
また、伸行さんの代になってからは、聖徳太子
にちなんだ八日市のイメージキャラクター「太
子にゃん」をパッケージにあしらった「近江牛
太子そぼろ」「近江牛ハンバーグ太子味噌漬
け」などの新たな商品の開発にも取り組んで
いる。
　「肉へのこだわりは当然のことですが、さら
に、ここにしかないものを生み出していかなけ

れば」と伸行さんは話す。老舗精肉店の挑戦
は続く。

　「お葬式についてお気軽にご相談くだ
さい」こんな広告を見かけることがありま
すが、私たちは、お葬式のご相談がお気
軽ではないことを知っています。
　お葬式について不安を抱いている方が
実際に葬儀社へ足を運ぶことは、とても
勇気がいることです。
　私自身、6年前に母親が重篤な状態だ
とお医者様から告げられた時は、頭の中
が真っ白になってしまいました。実家近く
の葬儀会館に相談して準備を始めなけれ
ば…と頭ではわかっているのですが、とて
も勇気がいり実際には足がすくんでしま
い前に進めなかったのです。
　その経験から、ご相談者に寄り添える
自分たちづくりがしたい！ご相談しやすい
空間(会舘)づくりがしたい！少しでもお
役に立ちたい！という思いが強くなりま
した。
　ご相談内容は、「家族葬ってどういった
ものなの?」「費用はいくらぐらい掛かる
の？」「お寺との付き合いはないけど呼ば
なくてはダメ?」「何を準備しておけばいいの
かな？」など、おひとりおひとり違います。
そういった様々なご相談にお応えできる
ように、私たちは社内でミーティングや勉
強会を積極的に実施しています。
　昨年から取り組んでいます主な内容を
3つご報告させてください。

　そもそも葬儀会舘に用がなければ来た
くないよね。会舘前で「入り辛いな…」と
思われないか？というテーマで話し合い、
「葬儀会舘には、相応しくない」と言われ
る方もあるでしょうが、「私たちは、ここに
います！」の目印として、のぼり旗を立て
ました。温もりを感じていただければとカ
フェ風の手書きの案内板も設置しました。
来舘されたら一息ついていただけるよう
にドリンクメニューも作りました。

　お葬式のカタチ
や流れ、準備する
こと、お葬式後の
手続きも含めて、
年配の方にも見や
すく、持ち帰りやす
く、ご自宅でも管
理しやすい工夫は
ないかと試行錯誤

した結果、公益社オリジナルの『修活ファイ
ル』が完成しました。この『修活ファイル』

TOPIC 来舘しやすい工夫～私たちの取り組み～
研修・勉強会報告

　今般のコロナ禍において、当社も全日
本葬祭業協同組合連合会（全葬連）のコ
ロナ感染予防ガイドラインに基づいて適
切に運用しています。受付には飛沫防止
パーテーションの設置、接触箇所の定期
的な消毒。内部では社員の検温、マスクの
着用を徹底し同時に来舘いただく方々に
対してもアルコール消毒とマスクの着用を
お願いしております。また、『新しい生活
様式の実践！葬祭接遇マナー研修』を実
施しマスク装着でもお客様にストレスを与
えない表情や話し方のトレーニングを
行っています。またいつでも安心して施設
をご利用いただけるように整理整頓、清
掃、衛生管理を徹底して行っています。

　このように公益社では、少しでもみなさま
のお役に立てるように個々のスキルアップや
環境づくりを行い「ここに来てよかった！」
「あなたと話してちょっと落ち着いた！」と
いうお声をいただけるように今後も取り組ん
でまいります。

お客様が来舘しやすい会舘づくり

分かりやすいご説明を
させていただく優しい工夫

安心してご相談いただける
環境づくり
(コロナ感染症拡大防止対策含む)

は、ご希望の方に無料で進呈しています。
お客様からは「とても分かりやすい」「エ
ンディングシートにも活用できる」などの
お声をいただいております。
　勉強会では、『修活ファイル』を手にし
ながら事例別に想定し、ご相談にお応え
できるように実践式演習を繰り返し行っ
ています。



おうち時間を
楽しむ

ENJOY
STAY HOME

タイトルはダミーです。

彦根市JR南彦根駅近くの”かい鍼灸整骨院”
は、あなたの痛みやお身体のお悩みを根本
解消する整骨院です。丁寧なカウンセリング
と検査で原因を探り、豊富な施術経験で
培った技術で「筋肉」の深層部、「骨格・骨
盤」、「神経」にアプローチし、健康な生活を
取り戻すサポートをしています。

彦根市小泉町６７６-５ アーバンビル1-A／tel.0749-21-5121

有効期限：2021年 6月15日まで

会員様特典：初回自費施術料金500円割引
クーポンご持参の方１枚につき1名様限り。他券、他サービスとの併用はご遠慮ください。 クーポンご持参の方１枚につき1名様限り。他券、他サービスとの併用はご遠慮ください。

営業：9時～12時・15時～20時 ＊日曜日 9時～12時／定休日：木曜日
彦根市西今町933番地（メモリアルプラザ公益会舘 敷地内）
tel.0749-27-0050／営業：９時～17時／無休

葬儀や法要に関するお困り事など、不安
を安心に変えるサロンとして、地域のみな
さまのお役に立ちたいと考えております。
手元供養品などの供養関連商品や、
ちょっとした贈り物にもお使いいただけ
る雑貨も取り扱っております。又、Flower 
Garden IRISが併設されており、お花✿もあります。ぜひお立ち寄りください♪

有効期限：2021年 6月15日まで

会員様特典：粗品進呈

　こんにちは。 Flower Garden IRIS です。
　ちょっとずつ暖かくなり、そろそろ桜の開花が気になるこの頃。
桜は万葉集などにも詠まれているほど、古くから日本で愛されて
きた花ですが、古代での桜は御神木であり、開花時期や咲いて
いる様子などから、その年の秋の豊作を占うために神事として主
にヤマザクラの「花見」をしていました。
　今ではソメイヨシノをはじめとしてたくさんの種類があるとい
われていますが、どれくらいの種類の桜があるかご存知ですか?
　現在、日本には約100種類以上の桜が自生するとされ、そこか
ら育成された園芸品種はなんと200以上!! 種類により、樹形か
ら花の大きさ・色、花びらの重なり方、そして開花時期にも違い
があります。本州で一番早く咲くといわれる河津桜は2月から、
ソメイヨシノは3月下旬から4月中旬、八重桜(ボタンザクラ)は４月
中旬から5月中旬と数ヶ月にわたり、いろいろな桜が楽しめます。
　春の訪れを告げる淡いピンクの桜は、咲き始めるとなんだか
楽しいことを連れてきてくれるようで、私たちの心まで軽やかに
してくれますよね。
　ただ、今年はお花見に行くのはちょっと……という方も多いの
では。そこで、今年はお家でカンタンに「春」を楽しんでみませ
んか?
　花瓶がなくても、特別なことをしなくても大丈夫! 春のお花を
一輪、ガラスのコップに生けるだけでパッと春が訪れますよ。食器
でも空き瓶でも水漏れしなければ何でもOK! 春の香りも楽しみ
たいなら、フリージアやスイトピーもおススメです。
　ぜひIRISで春のお花を見つけてくださいネ。

キッチン

食べ物や包丁などの道具、調理
時のゴミもあるので気が入り乱
れやすい場所。気のバランスを
整えるためにも飾るとgood!

トイレ

不浄で悪い気が溜まりやすい
場所。清潔におそうじした後に
はお花でより良いパワーを。

寝　室

一日の疲れにより悪い気が溜
まりやすい場所。寝ている間
に疲れをリセットするためにも
一輪のお花を。

玄　関

運気の入口ともいわれる場所。
ドアを開けた時、目につきや
すい所に飾るとより効果的。

花風水的
～お花を飾ると良い場所～

身体の歪みをとって
スッキリ !!

　「かい鍼灸整骨院」は2018年10月の開業。西村開さん（32）
が院長を務める。西村さんは大学時代、バスケットボールをして
いたが膝の痛みに悩み整骨院通いをしていたという。「痛みを
抱える人の助けになりたい」、鍼灸整骨院を開業した理由のひと
つだ。身体のゆがみ、関節の可動域、筋肉の柔軟性を正常にする
こと、機能と構造を整えることでバランスを改善することが大切
だと西村さんは考えている。
　「人の骨格は一人ひとり違い、症状も異なります。痛みを我慢
すると別の関節に負荷がかかることもあります。日常生活で歪
みの原因になることをしないようにすることが大切です。それ
が、治すきっかけになります」

　例えば、ショルダーバックを片方の肩にだけ掛けつづけない
ようにする。椅子に座ったときに足を組む、片足にだけ体重をか
けない。パソコンやゲームをするときなど姿勢に気をつける、特
に猫背にならないようにするなどだ。
　「身体の歪みを自分で発見することは難しく、第三者が客観
的にみる必要があります。私はプロとして筋肉・骨格・神経にア
プローチし、現在の年齢に応じたベストな状態にもどしていく手
助けをしています。スポーツでしたら、痛みの治療だけでなく、
パフォーマンスの向上などにも役立てると思います」
　頭痛・腰痛・関節の痛み・肩こり・神経痛、不調は身体の歪み
が原因になっていることが多い。一度、客観的に歪みを分析して
もらい、日常生活のアドバイスを受けるのがいいだろう（自己判断
は禁物）。それが「おうち時間を楽しむ」ための第一歩だ。
　　　　　   公式Webサイト https://hikone-seikotsuin.com

かい鍼灸接骨院 ★ COUPON koekisha ＰＬＡＺＡ ＩＲＩＳ ★ COUPON koekisha

かい鍼灸整骨院 ＰＬＡＺＡ ＩＲＩＳ



Q A&

本社：〒522-0054 滋賀県彦根市西今町939番地
TEL.0749 (22) 5000  FAX.0749 (22) 0042

●同封の応募ハガキのアンケートにお答えの
　うえ、必要事項を記入しご応募ください。
●当選された方にはプレゼントお渡し日をご連
　絡させていただくと共に、次号にて発表させて
　いただきます。

応募締切
2021年４月５日（月）必着

会員のみなさまに日頃の感謝の気持ちを込めて
「淡海の老舗」でご紹介
岩井亭様  

商品券3,000円

vol.76  あゆの店きむら様「あゆのこぶ巻詰合せ（2本入り）」ご当選者
■彦根市：桂田久子様・原郷美末様・川﨑則子様・内堀綾子様・藤田安雄様  
■東近江市：和田享子様・和田智世子様・辻野 力様・今岡祥子様・村田雅子様
vol.76  迎春寄せ植え ご当選者
■彦根市：米津都也子様・森 壽美子様・中辻義治様・土田浅次様・児玉和代様・
田中しづ子様 ■近江八幡市：田中耕太郎様 ■東近江市：奥村雅子様・西川定男様・
西川久子様

10
名様に

抽選で

＊写真はイメージです

以前から、お中元・お歳暮のシーズンが訪れると、密かに“のし”の使い
分けが頭の中でどの様にして見分けるのかと疑問に思っていたこと
が今回の記事を読んで分かり参考になりました。（彦根市・男性）

アイリスクラブ通信は楽しく読ませていただいています。今回ニッ
ポン再発見は電車に乗れば行くことができるところなのでコロナ
が過ぎれば行ってみたいと思います。他にも勉強になることは、教
えてください。（近江八幡市・女性）

宗安寺の紹介は、まさに再発見でした。昔から寺があるのは知ってい
ましたが、記事の内容を読んで行ってみようかなと思いました。（犬上
郡・男性）

Ｑ＆Ａはいつも役に立つ情報で参考にさせていただいています。
本当に内のしか外のしか、いつも、迷います。結局はお店の方がおっ
しゃる通りにしています。次回、掛紙というワードをお店で使ってみ
ようかな。（東近江市・男性）

「ニッポン再発見」は近くに住んでいて知らない・気のつかないと
ころを紹介していただき、毎号楽しみにしております。今年はコロナ、
コロナで大変な一年でしたが、来年は良いことが一つずつ積み重
なっていくような年であってほしいと願っております。（米原市・女性）

https://shiga-koekisha.co.jp 滋賀公益社

ご愛読者プレゼント

　お布施については、vol.71で『教えて戌亥先生 お布施について』で
掲載させていただきました。葬儀において、お布施は読経していただ
いたから渡すものではなく、僧侶は『法施と呼ばれる実践行』で、死と
いう悲しい出来事にであった遺族に正しい教えを説き、遺族は、故人
に代わり『布施という実践行をする』ことで功徳を積むという内容で
した。
　今回はお布施の封筒について述べさせていただきます。

お布施を包む袋について
お布施を包む袋は、大きく２種類に分けられます。

①奉書紙にお布施を包む
　奉書紙で包む作法がお布施の包み方で最も丁寧な形式です。
　お札の入った中包みを奉書紙（上包み）で包みます。もしくは、中袋
にお札を入れて、奉書紙で包みます。
　上包みは、慶事の上包みの折り方と同じで、上側の折返しに下側を
かぶせます。お布施そのものは不祝儀ではないため、弔事の折り方に
する必要はありません。
　ちなみに、奉書紙はツルツルしているほうが表面で、ざらざらしてい
るほうが裏面です。

②白の封筒にお布施を入れる
　奉書紙がない場合は、市販の白の封筒でも構いません。ただし、郵
便番号欄が印刷されていない無地のものを用意しましょう。近頃では
「御布施」「お布施」とプリントされている市販の封筒もあります。その
場合は、特に中袋に入れずにお札を封筒に入れても構いません。

公益社がお応えします！

みなさまのおたよりからみなさまのおたよりから

お布施の封筒について

水引について
　水引は不要といわれていますが、地域によって異なります。
　お布施はお寺に対して渡すもので、相手に不幸があったわけでは
ないので区別するため水引を付けないほうが丁寧ともいわれます。　
　お布施を不祝儀袋に入れる場合には水引が必要になります。水引
の結びは最高位の水引結び、神事・佛事をはじめ、吉凶全ての基本結
びといわれるあわじ（あわび）結びが用いられます。お布施に水引を
用いる場合には、双銀や白黒の水引が一般的ですが、関西の一部で
は、黄色と白の水引を用いることがあります。これは、かつて皇室献
上用の水引として紅白の水引を用いられており、染めた直後は黒白の
水引に似ており、区別ができなかったことが起因とされています。
お札の入れ方
　お布施のお札の向きは、表側（顔が印刷された面）を封筒の表面に
します。お札を取り出すときに福沢諭吉の顔が最初に見える向きでお
札をいれます。なお、お札は新札・旧札のどちらでも構わないとされ
ています。
金額の記入
　お布施は労働対価ではないとのことで、本来は金額を書く必要は
ありませんが、最近では寺院から（記録や経理、税務上）書いてあった
方が都合がよいと聞くこともあり一概には言い切れないところです。

　以上、一般的に考えられている内容を記載しました。
地域の風習や慣習による相違もあり、あくまで参考として捉えていた
だきたく存じます。


