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We hope that everyone is doing well and that everyone had a Happy
Mother’s Day.

BWA is keeping in contact with many of our members through emails,
phone calls and texts. Even though we are all not able to attend church,
we are keeping the nembutsu in our hearts and minds.

We look forward to returning soon to the Gardena Buddhist Church and
seeing everyone in person.

Announcements:

• June 13th - Virtual SDBWAmeeting

Dharma School News
The health of our families are important but it saddens all of us
not be greeting our students during this time. We hope all are
healthy and following the guidelines to keep us healthy.

The teachers have upped their technology knowledge as some
of the classes have been meeting on Sundays. For those classes
that met, it was great to see how the kids have been doing. We
hope to continue these until we are able to safely open up the
temple again.

The Dharma School would like to thank the Masaji and
Kiyoko Memorial Fund for their generous donation during
this epidemic for our Dharma School families.

In Gassho,
Alan Kita, Publicity

The members of the Community Projects Group have been keeping
busy the last few months, working on projects for the Church.
Though our Spring Market and now Obon carnival have been
cancelled, we are continuing our work.

Many thanks to those of you who ordered graduation
ribbon leis. We were able to fill the orders and the
leis were delivered in April.

And, a big “thank you” to our church members and
friends who have donated fabric and sewing items to us in the past.
We were able to use them to make hundreds of fabric face masks
for immediate as well as extended family members, friends, church
members, neighbors, and for groups and hospitals needing them.
Your donations helped us fulfill a need in the community!

The Community Projects Group

Than
k you

!
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Wisteria Chugakko

Dear members of the Gardena Buddhist Church
Sangha:

Our Wisteria Chugakko Staff had been working
hard since January to plan and prepare for our
2020 Wisteria Chugakko Summer Program.
Sad to say, due to the COVID-19 situation, we
needed to cancel Wisteria Chugakko for this
summer in order to assure the health and safety
of our students and staff. Our plans are to
convene again in the Summer of 2021.

During the Stay At Home period, two of our
Wisteria Chugakko students, Kaitlyn Quach and
Tyler Higuchi, entered projects in the Student
Awards Program sponsored by the Manzanar
Committee. We are very proud of their efforts.

Wisteria Chugakko had a Photo Project
with our students and staff wearing their
facial masks supporting a sign. “Be Safe,
Stay Healthy”. Please look at the Wisteria
Chugakko link on our church website, www.
gardenabuddhistchurch.org.

Reverend John is currently doing a Journaling
Project with our students. Students will
write about “What Buddhist concept/idea did
I experience this week?” or “What Buddhist
concept did I apply this week?”. Students will
submit their journals online by Sunday night,
and Sensei will journal back to the students by
Wednesday.

Thank you for your interest in Wisteria
Chugakko and your continued support.

With Gassho,

Reverend John Iwohara
Wisteria Chugakko Headmaster

Charlene Hirotsu
Wisteria Chugakko Principal Photo Project
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From GBC Board Chairperson

Hello everyone!
It’s been a long time since we have seen each other. I hope everyone is
safe and healthy.

I hope all the Mom’s had a nice Mother’s Day.

This year seems strange not to have our Spring Market or Fujimatsuri
which always takes place the first week of May. Our members were able
to buy vegetable plants from Larry Kawahara. We would like to thank
Larry, Jane, Lauren, Kylie and Claire for all their hard work for
organizing this event so everyone could enjoy the plants. We would also
like to thank the Kawahara family for their donation from the proceeds

of the sales.

We would also like to thankKing’s Hawaiian for their donation.

I hope everyone is keeping in touch with their love ones and friends to make sure they are okay.
It seems strange not to see everyone but it is important to keep everyone safe. If anyone is unable
to leave their home and need supplies, please contact the church. Some of our ladies are making
masks so if you need any, please contact the church.
Take care and stay safe.

Imogene Imada

Wisteriabloomingin
earlyApril

SpecialThankstotheKawahara
familyfororganizingthevegetable
plants sale and their generous

donation.
Also thanks to the Imada family to
help organize this sales with the

Kawahara family!
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新型コロナウイルス感染症
の影響で州から自宅待機命
令が発出された関係で、『
慈恩』も4月号は発行され
ませんでした。印刷したも
のを皆でまとめて、郵便で
送る、というステップまで

来ていたと思いますが、こんな身近なところま
であっという間に影響が及んで、私達の日々の
生活が変わったことを体感しました。いつもで
あれば、原版が出来上がったら明くる日曜の朝
には、サービスの前にミーティングルームで多
くの方々が集まって楽しくおしゃべりもしなが
ら、慣れた手付きでニューズレターをまとめあ
げていく、和やかな工場のような光景が繰り広
げられます。その光景は少なくともしばらくは
見られなくなったのでしょう。大好きな顔に一
同に会えるあたたかな場所でしたので、懐かし
い思いになります。

皆さんも、これまで当たり前と思っていたけ
れど今になると当たり前ではなかった、贅沢な
ことだったんだ、と気付かされたことが沢山あ
るでしょう。その一つはたとえば、いつでも物
が買えた、とういうことかも知れません。これ
までスーパーにはいつでも行きたい時に深く考
えず行けましたよね。欲しい商品も棚にほぼ必
ずありました。ネットのお店を利用しても、数
日の間には手に届きました。それがそうはいか
なくなりました。ネット注文も２週間待ったり
するので、先に先に考えて、手に入らないかも
知れない可能性も考えて、注文することになり
ました。

または、当たり前のように仕事をしたり学校
に通えていた、ということもあります。楽しく
職場や学校に通っていた人も、そうでない人
も、実際行けなくなってみると、その環境を家
に作ったりしなければならず、多くの人々が大
変な思いをしました。または働けなくなって収
入が入らなかったり、その可能性が出てくる事
への大きな不安を抱えました。全ての生活がそ
の上に乗っかっているからです。一方、職場に
行って働かれた必須産業の方々も、防護服を着

けたり気を張り続け自らの健康を守るという、
これまでと違う環境を強いられました。

またこれまでは、季節が変わって暖かくなっ
たら、花が咲いたら、外で散歩したり、海に行
ったりしよう、と思って暮らしてきたかもしれ
ません。自然の流れを受けて、家族や友達と一
緒に味わってこられたのです。今年は楽しみに
していた春の活動を控えることになりました。

またなんといっても、健康こそ、贅沢なもの
なんだと思われたかもしれません。病気や老い
の課題は多くの方々にありますが、せめてそこ
までと信じたい。不安に押しつぶされる程の健
康への恐れは誰にでもあったわけではないでし
ょう。上に挙げた様々な活動も健康であればこ
そかもしれません。

仏教をお説きくださったお釈迦様は、当たり
前のものなどないんだ、ということを私達にま
ず教えてくださいました。また、浄土真宗の中
でも、中興の祖と仰がれる本願寺第８代の蓮如
上人も、常に無常を真摯に私達に訴えて続けて
くださいました。私達はそのことを頭で分かっ
ても、実際に分かり続けていることができませ
ん。どうしても、こういう時に痛感させられる
のでしょう。立っている足元はそんなに確かな
ものではなかったと、こういう時を機に気づい
てしまえば、居ても立っても居られません。そ

『失われないもの』

（6ページに続く）

毎月、印刷した慈恩をまとめるお手伝いをして下さるボ
ランティアの方々。（2019年9月撮影）
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ういう私達を知っているからこそ、蓮如上人は
しっかり聞いてくれと、そして早く早く信心を
獲てくれよ、と常々仰せになり続けてくださっ
たのです。

こういう立つ瀬のない在り方の私達に、真の
安心を与えてくださろうと、大きな願いを建て
られたのが阿弥陀如来であります。本来どこま
で行っても、綺麗な言葉を重ねても、不安を生
きることしかできなかった私達に、如来様のお
心が届いて、立つ拠りどころが与えられたので
す。生きとし生けるものに掛けられた如来様の
純粋な願いは、時や空間を超える力を持って、
大きな働きとなって躍動し続けています。

その阿弥陀如来の救いの働きを、親鸞聖人は
主著『教行信証』で、磁石にたとえられていま
す。磁石というのは鉄くずを引き付けます。鉄
くず自体には動く力はありません。鉄くずにた
とえられる私達は、本来求めてやまないはず
の悟りの世界、安楽の世界に、向かうことにす
ら気付かず、動く力もありません。しかし、そ
の近づくこともできない、なすがままの鉄くず
が、磁石の引き付ける力、止まない働きによっ
て、近づいていけるという不思議が起こってき
ます。磁石のように、阿弥陀如来が私達衆生を
安楽の世界に向けて動かしていくのです。さら
に、鉄くずというのは磁石ではないものの、磁
石の力を受けたなら別の鉄くずを引き付けてい
きます。阿弥陀如来の働きを受け、引き付けら
れた凡夫は、磁石に引き付けられた鉄くずのよ
うに、他の凡夫も如来に引き付けていくといわ
れます。変わらぬ救いの働きが、そうして大き
な渦となっていくのです。

無常は
痛感す
るような
悪いこと
を指すわ
けでもな
く、ただ
私達の生
きる世界
の在り方
を示して
いますが、それが悲しみとして感じられること
もあるでしょう。同時に、私達は変わっていけ
る性質を持っているからこそ、磁石の働きを
しっかりと受けられるのです。阿弥陀如来の清
らかな願いは、決して変わることなく、失われ
ることなく、私達に働きかけてくださっていま
す。あらゆるものは無くなってしまうかもしれ
ないという疑いを拭えなくなった私達に、私の
働きは無くならないよ、大丈夫、確かだから、
と南無阿弥陀仏と語り続けてくださいます。そ
の確かな力が私達の中の唯一の確かなもの、失
われないものとして、あたたく輝いてくださっ
ています。それがあれば生きていける。これを
祖師方は私達に説いてくださいました。

如来様の大きな救いの働きを受ける人が、別
の人も引き付ける働きをしている、そのすがた
を見ることができるお寺を、とても懐かしく感
じます。如来様のお心を聞き、み教えの理解を
深め、お念仏を喜ぶ姿が伝わっていく場。当た
り前ではなかった、有ることが難かった、お寺
という大切な仏道の道場が、開かれてくるのが
楽しみであります。

南無阿弥陀仏

婦⼈会便り 皆様、お元気ですか
？

久しぶりの慈恩便りです。

今日は「母の日」ですが、この
大変な状況下、皆様にはいかが
お過ごしでしょうか？
私達はEメールや電話で、出来る
だけメンバーの方々と連絡させ
て頂いておりますが、ここしば

らくは仏教会もお休みで、寂しい限りです。お

互いに、互いの胸の内にお念仏の日々を過ごさ
れていらっしゃることと思っております。
今しばらくの辛抱の後、また懐かしい皆様と仏
教会にて再会出来る事と思います。
どうぞ御身大切に、日々をお念仏の内にお過ご
しくださいませ。 合掌

アナウンスメント：
６月１３日(土) 南部教区婦人会例会

（5ページからの続き）
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