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第１部 正午～

被爆ピアノにふれあう

第２部 午後２時３０分～

被爆ピアノ平和コンサート

第３部 午後５時～

北条保育園児・さるびあっこコンサート

秋彼岸万灯会・子供献灯

子供縁日

被爆ピアノの調べ

宗教・宗派を超えたイベント法要ですので、どなたでもご参加下さい！

－伝え続けたい平和の音色－



万灯会とは、私たちに生命と今日の繁栄を与えてく

ださったご先祖さまに感謝し、日々の罪障を懺悔し

て、清らかな心で灯明を仏様にお供えする法会のこと

です。

安永山楽法寺では、平成１９年からイベントや法要

を通して子供達との交流を図り、未来を担う子供達の

情操を育て、先祖供養を通じて感謝の心を表して頂く

幻想的な法要を行っています。

幻想的であたたかい蝋燭の灯りがあなたの姿をやさ

しく照らし、仏様からのありがたいメッセージが、き

っとあなたの所に届くことでしょう。

宗派・宗教の枠に捉われず、誰もが参加できます。

一人でも多くの方々にご結縁いただきますよう、茲に

ご案内申し上げます。

子供は、私たちにとって大切な宝であり財産です。この万灯会を通じて、

親から子へと信仰の心の輪がつながればうれしく思います。
平成２０年 心 平成２１年 絆 平成２２年 親愛

平成２３年 祈り 平成２４年 命 平成２５年 平和



被爆ピアノとは、広島・長崎（昭和２０年８月）に原子爆弾が投下

された時に、原爆の被害を受けたピアノのことです。

原爆投下から68年、そして今なお記憶に新しい原発事故から２年６カ月。

世界の原子力に関する大きな犠牲の原点は広島の原爆投下でした。

被爆ピアノの事実は私たちに厳しい現実を突きつけ、未だ終えることが

ない被ばくの悲しみを呼び覚まさせます。

楽法寺の秋彼岸万灯会では、多くの方が被爆ピアノにふれ、演奏する

ことによって被爆ピアノの美しい音色から原子力と生きとし

生けるものすべてのいのちとの関係を深く学び、更には万灯の灯りの中で

ご先祖様への感謝・家族の絆の和を広げていく法要にしていきます。

絵本「ミサコの被爆ピアノ」（松谷みよ子作）、「ヒロシマのピアノ」

（指田和子作）の題材になったピアノ。

昭和20年（1945年）8月6日、午前8時15分、アメリカ軍の原爆搭載機B29

エノラ・ゲイ号が投下した原子爆弾（原爆）は、広島の上空580mで炸裂しま

した 爆発時の熱線と爆風は一瞬のうちに広島をつつみ、半径約2Km内の建

物は爆風でほとんどがなぎ倒され焼き尽くされました。多くの人々が命をお

としました。

「被爆ピアノ」は、当時、広島市内の千田町に住んでいたミサコさんの家

で使われていたものです。爆心地からの距離は約1.8Km。この家も爆風で壊

れ、焼け落ちてもおかしくない位置にあり、爆風で壁にたたきつけられ、傷

だらけになりましたが奇跡的に今に残ったピアノです。

調律師の矢川光則さんがこのピアノに出会ったのは、平成17年

（2005年）7月のことです。それまで、矢川さんは調律の仕事をする

かたわら、こわれたり使われなくなったピアノをゆずりうけ修理した

後、ピアノのない施設に寄付したり外国に送る『ピアノのリサイクル

活動』をしていました。この活動のなかで、被爆したピアノにめぐり

あったのです。

矢川さんは『被爆したピアノの音色を多くの人に聞いてもらう事で、平和

を考えるきっかけづくりができないだろうか』と活動を始められ、『被爆

ピアノ平和コンサート』の輪は、今、全国に広がり、南は沖縄から北は

北海道までこれまでに開かれたコンサートは200回をこえるまでになり、

2010年には米ニューヨークマンハッタンの教会で海外公演が初めて行わ

れました。



第１部 被爆ピアノにふれあう 午後０時００分～午後２時００分

被爆ピアノにふれてみませんか。

被爆ピアノの音色をそばで感じませんか。

一人でも多くの方に平和を考える場を提供します。

※自由にご見学下さい。

※団体見学を希望の場合は楽法寺までお電話下さい。

団体見学のみ矢川氏から説明があります。

第２部 被爆ピアノ平和コンサート 午後２時３０分～午後４時３０分

一般公募による被爆ピアノ演奏の場を提供します。

被爆ピアノの優しい音色に込められた平和の調べを、

27名の演奏者が心を込めて演奏します。

※コンサートはどなたでも聴いて頂くことが出来ます。

※是非、ご家族ご友人お誘い合わせの上お越し下さい。

第３部 秋彼岸万灯会法要 午後５時００分～

北条保育園児鼓隊演奏

加西児童合唱団さるびあっ子コンサート

秋彼岸万灯会 ー万灯の祈りー

子供献灯・先祖供養

被爆ピアノの語り 矢川 光則

朗 読「ミサコの被爆ピアノ」 松本 孝美

ピアノ演奏ソロ 横山ちづる

ピアノ演奏 歌 親愛－万灯の祈り－ 安永 真子

子供縁日

※法要に参加した子供達は子供縁日が無料で楽しめます。

ご家族で参加下さい。ご一緒に平和の祈りを捧げましょう。



第１部 被爆ピアノにふれあう 午後０時００分～午後２時００分

正午から一般見学の受付を行います。

実際に被爆ピアノにふれ、音をならして下さい。

ピアノのまわりは原爆が投下されたとき、

窓ガラスが割れピアノに突き刺さった傷跡が

残っています。

受付では、大人一人200円の万灯会維持募金を
お願いします。

（募金を頂いた方に、観音講の皆様がむすんで

下さったおにぎりとお茶を渡します。）

東日本大震災の募金もお願いしています。

被爆ピアノにふれあうに参加された方々は

是非、第3部の秋彼岸万灯会にも参加下さい。

第２部 被爆ピアノ平和コンサート 午後２時３０分～午後４時３０分

午後2時30分から被爆ピアノ平和コンサートが
行われます。

このコンサートは、一般募集をした27名の
演奏者が平和の祈りを込めて演奏をします。

本堂・境内地がコンサート会場となります。

どなたでもコンサートを聴いて頂くことが

出来ますので、ご家族・ご友人でお越し下さい。

受付では、大人一人200円の万灯会維持募金を
お願いします。

（募金を頂いた方に、観音講の皆様がむすんで

下さったおにぎりとお茶を渡します。）

東日本大震災の募金もお願いしています。

被爆ピアノ平和コンサートに参加された方々は

必ず、第3部の秋彼岸万灯会にも参加下さい。



第３部 秋彼岸万灯会法要 午後５時００分～

午後5時から秋彼岸万灯会の受付を行います。

受付では、大人一人200円の万灯会維持募金を
お願いします

（募金を頂いた方に、観音講の皆様がむすんで

下さったおにぎりとお茶を渡します）

子供献灯の受付を行います。 先着 120名

（対象 幼児から中学3年生） （

親子一緒にご本尊お釈迦様に灯りを捧げ、

感謝の手を合わせる儀式です。

東日本大震災の募金もお願いしています。

義捐金をいただいた方に紙コップを渡し、

祈りの灯りをともしていただくーキャンドルナイトー

を行います。今年の文字は「平和」です。

北条保育園児鼓隊演奏 午後５時１５分～

かわいい北条保育園の園児による鼓隊演奏です。

素敵な演奏と歌をお楽しみ下さい。

さるびあっこコンサート 午後５時３０分～

加西児童合唱団さるびあっ子達のコンサート

です。

今年のテーマは－広島を想う－です。

子供達の平和への歌声を聴いて下さい。

あんどん・献灯着火 午後５時５０分～

ご先祖様への感謝、世界の平和を願う灯りが

本堂内・山内・参道に灯ります。



秋彼岸万灯会法要 午後６時００分～

本堂内、本堂外で参加者全員で祈りを捧げる

大法要です。子供献灯も行われます。

幻想的な灯りの中で、ご先祖様への感謝・平和の大切さを

学びましょう。

被爆ピアノの語り 法要後

調律師の矢川光則さんより、被爆ピアノのお話

原爆についてのお話を聴かせていただきます。

朗読 絵本 「ミサコの被爆ピアノ」 松本 孝美

ピアノ演奏 ソロ －月光－ 横山ちづる

ピアノ演奏 歌 －親愛－万灯の祈り 安永 真子

秋彼岸万灯会イメージソング

絵本になった「ミサコの被爆ピアノ」の朗読を始め

被爆ピアノによるソロ演奏と秋彼岸万灯会のイメージ

ソングを歌います。被爆ピアノに込められた平和の

音色をお聴き下さい

子供縁日 午後７時００分～

法要に参加した子供達が無料で楽しめる子供縁日が行われ

ます。

くじ引き・ぷよぷよすくい・ヨーヨーつりなど楽しい縁日

がいっぱいです。

注 子供縁日のみの参加は受け付けていません。
必ず、子供献灯又は法要に参加して下さい。



庫裡会場

本堂

禅堂会場

観音像庭園
位牌堂

ト
イ
レ

縁日会場
縁日会場

わたがし
ジュース

ぷよぷくじ引
ペッ

バ ス

鐘楼堂

釈迦堂

ポップ

コーン

受
付

子供献灯受付

カーポート

お菓子
つり

ヨーヨー
つり

平和
キャンドルナイト

山門

出演者控室

一般休憩室

寺院控室

子
供
献
灯
控
室

子供献灯控室

被爆ピアノ

イベント会場

会場図

庫裡

本堂禅堂

観音像庭園

位牌堂

ト
イ
レ

第１駐車場 保育園関係

第2駐車場

総代役員・関係者

第３
駐車場

一般
駐車場

寺
院
駐
車
場

楽
法
寺
霊
園

縁日会場

駐
車
場

縁日会場
受
付

車
両
通
行
止

被爆ピアノ出演者
さるびあっこ出演者
駐車場

駐車場図


