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NEW

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34

東京オリンピックと金剛輪寺、そして妖怪
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　金剛輪寺は天平13年（741）に聖武天皇の
勅願で行基菩薩によって開山され、平安時代
のはじめには、比叡山より慈覚大師が来山、天
台密教の道場となり、天台宗の大寺院となっ
た。三重塔・二天門・木造阿弥陀如来坐像（二
躯）・木造十一面観音立像・木造不動明王立
像・木造毘沙門天立像・大黒天半跏像、銅磬な
ど、多くの重要文化財を有し、「大悲閣」と呼ば
れる本堂は国宝である。元寇の役（蒙古襲来）
の戦勝記念として、近江守護職・佐々木頼綱に
よって建立されたものだ。
　1964年の東京オリンピックではスポーツ競

技だけでなく、「日本最高の芸術作品を展示
する」というコンセプトで芸術、芸能などさま
ざまな公演や展覧会が行われた。東京国立博
物館で開催された「日本古美術展」（1964年
10月２日～10日）もそのひとつだ。40万人が
来場したという。このとき、文部省は世界に誇
る日本の建物として「大悲閣」の模型（スケー
ル1/10）を製作し展示している。
　ところで、金剛輪寺の七不思議のひとつに
こんな話がある。「油坊主」と呼ばれる妖怪が
参道に現れるという。
　昔、この寺に若い坊さんがおり、本坊から本

堂まで長い石段を登
って、朝事、夕座のお
つとめをしていた。朝
事の前に、本堂の灯
明をつけに参道を登
るのは辛い修行であ
った。冬、雪の積もっ
た石段を登るのは苦
行であったに違いな
い。ある日、若い坊さ
んは、本堂の大切な
灯明油をくすねて商
人に売って得たわず

かな金を持ち、町へ遊びに行った。その後、ふ
としたことから原因不明の病気になり、苦し
みもだえ、死んでしまった。以来、毎夜毎夜、金
剛輪寺の総門あたりで「油かえそう。油かえそ
う。わずかのことに、わずかのことに……」と
いう悲痛な声が聞こえ、本堂までの坂道を、
ひょろひょろ歩いて行く黒い影法師が現れる
ようになった。その手には油をもっているのだ
という。
　一般的に油坊（あぶらぼう）という妖怪は怪
火だが、油壺を手に持つ黒い影法師というの
は、金剛輪寺にだけ出没する。
　この原稿を書いているのは東京2020オリ
ンピックの開会式６日前。「スポーツと文化の
祭典」であるはずのオリンピックがコロナ禍
で、「文化」が何処かへいってしまったようで残
念である。
　2018年に調べてみたところ、「大悲閣」の模
型は東京国立博物館から九州国立博物館に
貸し出されているところまでは判った。文化財
も妖怪も、人が振り返ろうとしたときにだけそ
の真価が現れるものなのかもしれない。　
　「油かえそう。わずかのことに……」と唱える
油坊主を想像しながら「大悲閣」まで……参
道の長い坂道を登ってみたい。　 　　　雲行

金剛輪寺  愛知郡愛荘町松尾寺874
●JR稲枝駅よりタクシーで15分。

金剛輪寺庭園

国宝・金剛輪寺本堂「大悲閣」



協力  武久商店　東近江市東中野町4-18  tel.0748-22-0387伝統 淡海の老舗 「武久商店」
　　　　　　「近江銘茶 武久商店」は、昭和
22年創業の近江茶専門店だ。近江鉄道八
日市駅前で創業した後、平成4年に現在の
場所に移った。店舗には「ShigaCha カフェ」
を併設し、近江茶が味わえるほか、抹茶パフェ
や、夏季には抹茶パフェのかわりに抹茶か
き氷などのスイーツも楽しめる。
　武久商店では、創業以来一貫して、土山
茶や朝宮茶などを中心に滋賀県内産のお
茶を扱ってきた。新茶の季節になると産地
に足を運び荒茶を買い付け、自社製茶工場

で加工・仕上げをしたものを販売している。
贈答用の箱入り詰め合わせはもちろん、普
段使いの自宅用の商品などラインナップも
充実している。
　また、最近では、「ShigaCha」シリーズと
して有機栽培のオーガニック茶やフレーバ
ーティーをティーバッグにした商品も展開し
人気を呼んでいるそうだ。
　各商品は、オンラインストアでも購入可能
なほか、ShigaCha カフェのメニューは、ネ
ットで予約注文して店頭で支払い受け取り

やテイクアウトも可能だ。武久商店で、近江
のお茶を思う存分楽しんでみては。

　５月19日（水）、８月末に完成予定の八日市公益会舘 密葬舘の
地鎮祭を行いました。
　密葬舘は１日1組貸し切りの小規模なお葬式専用ホールです。
八日市公益会舘に隣接し、火葬式・密葬などシンプルな少人数で

　「アイリスホール」と近江八幡公益会舘「サルビア」の祭壇が新
しくなりました。
　さまざまな宗派・お葬式のカタチに対応しています。

　アイリスホールは、公益社本社
１階に設けられた1日１家族の貸
切型ホールです。 　
　和・洋室対応のホールは、小さ
なお葬式・家族葬や法要・会食
まで幅広くご利用いただけます。

八日市公益会舘 密葬舘 近日OPEN

新しい祭壇紹介TOPIC
2

彦根城の
世界遺産登録を応援!

TOPIC
3

TOPIC
1

サルビアアイリスホール

のお葬式に対応できます。
　私ども公益社では、これからも新しい価値観や新生活様式に
対応した安心・安全な葬祭サービスを、地域のみなさまにご提
供し続けられるよう取り組んでまいります。

　全世界には1,121件（2021年6月時点）の世界遺産が存在します。世界
遺産リストに記された、一つひとつを見ると、人類がこれまで歩んでき
た長い歴史や、世界中の国や地域で育まれてきた多様な文化を知る
ことができます。彦根城と外国の城郭や宮殿を比べると、その構造が
大きく異なり、政治や社会の違いを反映していることが分かります。
　彦根城は1992年に世界遺産に暫定登録されてから長らく足踏み
状態が続いていましたが、滋賀県と市は2024年の世界遺産登録を
目指し、実現可能な目標として登録に向けての作業を進めています。
　公益社は、彦根城の世界
遺産登録の気運が盛り上
がるよう応援し、日本一の
湖を有する滋賀県と、歴史
と文化に培われた彦根市が
世界に誇れる都市となるこ
とを願っています。

▶地鎮祭（5月19日） ▶上棟式（6月28日） ▶密葬舘外観 

近江八幡公益会舘「サルビア」
は、少人数でのお葬式や法要など
幅広くご利用いただけます。 

▶南彦根、くすのき通り沿いにある公益社の看板



一日の始まりと終わりを
過ごす寝室には、癒やしと
リフレッシュ効果の白や
紫・緑など。

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。

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 11月30日まで

会員様特典：粗品進呈

　こんにちは。 Flower Garden IRIS です。

　すっかり お家時間に慣れてきた今日この頃。お家時間の楽しみ

方として、お部屋にお花を……とオススメしてきましたが、せっかく

飾るなら より効果的に飾りませんか?

　前回少しだけ触れましたが、「花風水」について、今回もう少し

お話しますね。

　お家の間取りやインテリアなどを考える時よく耳にする風水

に、お花や植物を取り入れ、飾る場所や色を意識して運気UPを目

指すのが「花風水」。

そんな「花風水」に大切なことは、

　　❶ 枯れたままの花は放置しない

　　❷ 水替えなどのお手入れも心がける

　　❸ なるべく造花やドライフラワーよりも生花を

　　などなど。

　ではプリザーブドフラワーは? と思われるかもしれませんが、生

花を色鮮やかに加工しているのでOKとされています。

　また、効果UPも狙うなら、同じ場所に同じ花を飾り続けるより

は、お花の種類を変えて、少しずつ変化をもたせると良いとされる

ので、季節や気分に合わせていろんなお花を楽しんでみては?

火と水を使うキッチンは、気のバランスが崩れ
やすいそう。クリーム色や緑・薄ピンクなど淡
い色で。

悪い気がたまりやすいので、清らかなイメージ
の白の他、 邪気を払う赤やオレンジなど
パワフルな色を。

向きにより違いもありますが、気が入ってくる
玄関には 浄化の白、パワー UPの黄、落ち着
く青など。

花風水的
～この場所にはこの色のお花を～

掛
け
軸
か
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　徳源院は京極家歴代34基の宝篋印塔が並ぶ京極家の菩提寺

である。墓所は国の史跡に指定され、寺には京極氏に関わる貴

重な資料が大切に保管されている。春は道誉桜（しだれ桜）、秋

は池泉回遊式庭園の紅葉が美しい。そして夏、幽霊や妖怪の季

節、必ずメディアが注目するのが徳源院所蔵の「幽霊画」である。

　しかし何故夏は幽霊や妖怪の季節なのだろう。怪談やホラー

映画を観た後は、恐くてタオルケットを握りしめ汗をかく始末で

ある。肝試しをして涼しくなったことなど一度もない。答えは 夏の

年中行事「お盆」にある。あの世から死者の霊魂が帰ってくるか

らである。お盆には亡くなった家族や先祖の霊魂を迎えるのだ

が、恨みを抱いて怨霊化した霊魂や浮かばれぬ死霊も帰ってく

る。日本の夏は幽霊や妖怪の季節。異界の扉が開く季節なので

ある。

　徳源院の「幽霊画」の作者は長浜市大路町出身の清水節堂。

幽霊が掛軸から抜け出る瞬間をとらえ、表具自体も絵として描か

れている。「描表装（かきびょうそう）」という手法で、伝統的な日

本画に西洋の遠近法の技法を取り入れた近代ならではの作品

で、幽霊画の傑作と評価されている。

　風がある。幽霊の髪の毛と風帯がなびくほどの風を感じる。幽

霊の上半身は既に掛軸から抜け出ている。下半身は表具が透

け、あと少しで完全にやってくる状況である。ホラー映画「リング」

のテレビから抜け出る貞子をスクリーンで観ているといった具合

である。

　しかし、何故この幽霊画を誰もが「掛け軸から抜け出る」と考

えたのだろう。この世に別れを告げ掛け軸に帰って行く瞬間で

あってもおかしくはない。事実、幽霊の表情は「じゃ～またね」と

言っているようにも見えるのである。腰つきもちょこんと挨拶をし

ているようだ。徳源院で供養され、いずれ完全に掛け軸に帰って

しまうのでは……。そのときは浮き上がった肋骨に肉が付いてい

るかもしれない（そのほうが恐いかも？）。　　　　　　　  風伯

玄　関

キッチン

トイレ

寝　室

幽
霊
画
の
傑
作

▶「幽霊画」（徳源院所蔵）

徳源院  米原市清滝288
tel.0749-57-0047
拝観時間 9:00 - 16:00
拝観料　大　人 : 500円
　　　　中学生 : 200円
新型コロナウイルス感染防止
のため拝観休止となっている
場合がありますので、拝観希望
の方は事前にご確認ください。

ＰＬＡＺＡ ＩＲＩＳ ★ COUPON koekisha

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8月31日（火）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
武久商店様  

ShigaCha ティーバッグ
アラカルト 3袋
（オーガニック茶）セット

vol.77  岩井亭様「商品券」ご当選者
■彦根市：北川明照様・清水 等様・宮本紘一様 ■多賀町：植野辰則様 ■近江八
幡市：今井佳代子様 ■東近江市：髙木茂和様・西川太三治様・西川 宏様・西村
美希様・三枝恒夫様

10
名様に

抽選で

＊写真はイメージです

ニッポンの再発見の記事、とても興味深く読ませていただきま
した。祖先の墓のある大信寺が直孝の帰依寺であることがわ
かりびっくりしました。お墓参りの時、ぜひお参りしたいと思い
ました。（彦根市：女性）

淡海の老舗「岩井亭」さんは栄町商店街にあった時からよく知
っています。今後八日市駅前に行った時、ビフカツ買っていきた
いと思っています。（東近江市：男性）

毎月の月参りで何気なくお布施をお渡ししていましたが正しい
意味を教えて頂き、さらに今回は封筒についても事細やかに記
載して頂きとても参考になり納得しました。（東近江市：女性）

身体の歪みをとってスッキリ‼ さっそく今日からやってみようと
思います。知らず知らずにしていることを反省して……。（東近
江市：女性）

花風水的が良かったです。家の中に花があるだけで癒されます
し記事に書いてある場所に一輪かざりたいと思いました。（近江
八幡市：男性）

https://shiga-koekisha.co.jp 滋賀公益社

ご愛読者プレゼント

お盆の意味

　お盆といえば夏の長期休暇というイメージをお持ちの方が多い
と思います。
　本来お盆とは、亡くなられた方やご先祖様の霊魂（たましい）が、
あの世と呼ばれる世界（浄土）からこの世（現世）に戻ってくる期間
といわれています。故人が生前を過ごした場所、主に自宅でお迎え
して、霊魂を供養する機会といわれています。

　お盆は、地域によって時期や期間に違いが見られます。
　元々旧暦の7月15日がお盆の行事とされていましたが、明治時代
に暦の国際基準化を目的に行われた改暦に伴い、日本の行事は全
体的に30日遅れとなりました（その他諸説あります）。そのため、現
代のお盆は8月15日を中心に8月13日～16日の期間に行われてい
ます。しかし、地域によっては現在も旧暦に沿って7月15に行われ
ているところもあるようです。

　必ずこれをしなければいけないという事はないのですが、お墓や
仏壇をきれいに整えて、盆棚や盆提灯などを飾る。 そして家族や
親戚が集まり仏壇にお供えものをし、お墓参りをするのが一般的
です。

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

お盆の仏事について
お盆行事の施餓鬼法要

　施餓鬼（せがき）とは、法会（ほうえ）の一つで、文字通り、餓鬼に
施しを行うことを意味しています。
　法会とは、僧侶や信者が集まり、お勤めをする会式（えしき）いわ
ゆる儀式のことです。
　餓鬼（がき）とは、生前に悪行を行い地獄に落ちた魂や生前食べ
物を粗末にしたり、俗世で供養してもらえなかったりして無縁仏と
なってしまった霊が、「餓鬼道（がきどう）」に落ちて鬼となってし
まったもののことです。
　仏教には、輪廻転生の思想により、衆生（しゅじょう）が生前の善
悪の業（ごう）によっておもむく六つの世界があるとされています。
すなわち、地獄道・餓鬼道・畜生道・修羅道・人間道・天道です。
　餓鬼は、常に飲食をすることができず、飢えと渇きにもがき苦し
んでいるため、食物や飲み物をお供え物として捧げ、法要を執り行
います。
　言い換えると、この世にいる自分たちが餓鬼の極楽往生を願う
儀式のことです。
　以上、今回はお盆の仏事について紹介させていただきました。
　お盆にはこの他にもさまざまな行事があり、地域によって異なる
部分も多いので、一つの参考にしていただけたら幸いです。

お盆の時期は地域により異なる

お盆にするべきこと


