夫・子 供・孫へとつな がる霊障を断て

水子供養について、著書 「愛もし生まれていたら」より抜粋

は じめに：
男 女が愛 し合っ た時に 、当然 のこ ととし て、性 行為というものが 生まれます。
成人 した人 間であ れば、 単に精 神的 な愛だ けでと どまるというとは 困難なこと
で あり、 愛と いうも のを突 き詰め た場 合に、 必然的に肉体 的なものも伴っ てき
ます。そうすると、その愛の結晶として、子供を身籠るということになります。
本書 は、こ の後、 水子 供養の ことに ついて 詳しく ふれ、その意義 や大切さにつ
いてお 話して いきた いと 思いま すが、 これら を言おうと する前に、男女の 愛の
あり方を 考えてみる必要 があると思います 。
人 間は 本 来 、 煩悩 ぼ ん の う

)

を持 っ て い ます 。 そ して 、 抑制 され たな か に愛

(

を確か め合い 、煩 悩を燃 焼する とい うとこ ろに、その 素晴らしさがあり ます。
た だ現代 人を見 てい ると、 この煩 悩とい う、特 に性というもの を快楽の一手段
とみ て、肉 体的快 楽の みを追 い、心 の安住 という ところに思いを しないところ
に欠点があるよう に思われます。

人 間 の 愛 の形 に お い て、 こ の バ ラン ス が 崩 れる と 、 もう 、 そ れ はす でに 理 想
的な 愛の世 界を離 れ、 本能に おも むくま まの動物 としての惨めな 姿になってし
まうの ではな いか 、それ は、愛 の結 末たる 性行為か ら生ずる、子供を もうける
とい うことにおいて も、安易な思想 が広がっていると いうことが言え ます。
そ のため に、子 供の存 在とい うも のは、 愛の結 晶とみるのではな く、邪魔者と
みる 傾向に ありま す。そ の男女 が生 活する うえに おいて支障をきた す原因を作
っ たと考 え、こ れを 葬り去 るわけ です 。まこ とにこれは恐 ろしいことと言 わな
ければな りません。
か つて は 、 親は 己 お の

)

れ を 継牲 に し て 子を 育 て まし た 。と ころ が、 今 は、

(

子を縦牲にして親 が生きようとし ます。
ま た、現 代の母 親は 、子供 を育て ると いう動 物的本能を失な ったごとく、子供
がで きると 、どう して 育てて いい かわか らなくな ってしまい、子 供の養育を安
易に放棄します。
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その典 型的な 例が 、わが 子をロ ッカー に捨 てるといった 行為です。どの ような
理 由であ ろうと 、一 旦、生 命を受 けた子 供は、 生きよう、生ま れようと願って
いる はずで す。で すか ら、今 、男女 の愛を 考える 時に、身勝手な 思想を一掃す
る必要があるので はないでしょう か。
仏 教では 、生き とし 生ける 者の命 を尊 重する 立場にたってい ます。たとえそれ
が、 この世 に生ま れる 以前の もの であっ ても、意 識が生じた瞬間 から一つの命
(

と いのち

)

承 る わけ で す 。 子供 の 心 身の 形 成 は 、胎 教 に始 まる と一 いい ま す
(

が、こ の指摘は看 かんか

)

過できない ものがあります。

考え てみれ ば、己 れの 存在と いう ものは 、奇跡的 な存在とも言え ます。何億の
精子と一個の卵子が結合し、生命を発し、二百六十六日をもって （涅槃経に説
く）、普通生をうけるわけです。そして、あらゆるアクシデントを避けながら、
今に至ってい るわけです。
ある子 の場合 は、 生まれ ようと しても 生まれ ることがで きなかったり、 生まれ
て こても すぐ死 んでし まっ たり、 せっか く成人 しても病や事故 に倒れたり、不
遇な目にあって いる者も数限り なくおります。
しかし 、これ らを 避け、 乗り越 え、 今生き ているとい うことは、その確 率から
いって も、奇蹟という にふさわしいこと ではないでしょ うか。
無論 、夫婦 男女の 間に おいて も、や むを得 ない事 情があって子供 を堕ろすとい
う現実 がある かも しれま せんが 、しか し、こ のことを放 置しておくこと は、決
して、 好ましいことでは ありません。
一人 の人間 として 生ま れてく れば 、もっ と親の意 識は明確になる でしょうが、
闇から 闇に葬 って しまう ので、 つい 、その 存在を軽視 し、反省も生まれ てこな
いわけ です。
しかし、そうは言いつつも「水子」の存在は「気にかかる存在」で、男は勿論、
わが身をわけた女 性にとっては、 生涯忘れること のできない出来 事です。
そ して 、それ を放置 してお くこ とは、 ひいて は、夫・子供・孫 へと禍根を残
すことに なります。
です から、 この本 は、 これら の問い かけか ら始ま って、あなたの 人生の運、不
運に見 えない 大き な影響 を与え ている 水子の 霊を正しく 理解するととも に、夫
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・子供・孫へとつながる水子の霊障を断つことによって、明日の幸せをつかみ、
たっ た一つ のかけ がえ のない 命の 尊厳に ついてま でも、もう一度 、考えなおし

「愛－もし生まれていたら」

てみようという、 一つの提言でも あります。

幸せを つかむ水子供 養の実証

水子とは胎児が出産期をまたず、自然または人工的 （医学的）に流産した場
合を指し、現在 圧倒的に多いのは 中絶による水子 である。
や むを得 ない事 情が あるに せよこ れを 放置し ておくことは まことに好ましい こ
とではない 。
一人の人間としてこの子どもたちが生まれてくれば親の意識も変わるだろう
が、闇 から闇 へ葬っ てしま うので その 存在を 軽視しかえ りみることもない わけ
であ る。 中には 何の罪 悪感も なく 、物で も捨て るかのようなつも りでいる人も
いるの で恐ろ しい ことで ある。 しか しなが ら水子の 存在は常に気に かかる存在
で 、父親 は勿論 、我 が身を 痛めた 母親 にとっ ては忘れるこ とのできない出来 事
である。
仏教 では過 去、現 在、未 来を 三世と いって 、すべてこ のつながりの中で 生き
ている と説く 。現在 自分が いると いう ことは 、遡ってみれ ば多くの先祖が いた
とい うこと であ る。不 幸にし てこ の世に 生まれな かった子供でも このつながり
の中にあるわけである。水子もいってみれば父母の肉体を借りて（託生という）
命 を得たということ なのである。

胎内 、胎外五位 とは
涅 槃経の 一説に 胎内 五位、 胎外五 位が説 かれそ の人間の生成過 程が述べられ
てい る。解 剖学や 人間の 生命 の誕生 が医学 的に解 明されていない 時期に、これ
らを仏典で明らかにしたということは恐るべき洞察力といわなければならな
い。
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胎児は二百六 十六日で育つ
仏 教に説 かれ ている ように 、人 間の命 は和合を もって母体に発 した瞬間から
その発生 をみるわけで、母 体の大小には関 係はない。
涅槃経 におい ては 、胎児 が母の 体内 で成長 を重ね、 二百六十六日をも って出生
する と説かれている 。
和 合をも って発 した生 命は生 まれ たい生 きたい と願っているわけ だが、この胎
児はある時は流産、死産によってこの世に生を受けないこともあるわけである。
ま た、こ の世に 生ま れたい と願い なが らも親 の都合で生命 の芽を摘みとら れ出
生の 機会を 得るこ とが できな いと いうこ とは誠に 不幸なこととい わなければな
らない。
どのよ うな事 情があ ろうと 、人 間は生 まれ生 きる事に価 値があるのである 。自
分 の肉体 に宿っ た生命 を自分 の都 合で抹 殺する のは良いことでは ない。水子は
その理由がどうであれ、この世に生まれ得なかった小さな命のことを意味する。
因と果について
「因なくして果ある事は、事理なし」というのは釈迦尊の言葉で仏教の根本的
な教え である。
あさ がおの 種を播 けば 、あさ がお の芽が 出て花が 咲くが何も播か なければ絶対
に芽は出て来ない 。
今 何ら かの結 果があ るとい うこと はそ の結果 を招く原因が 必ず存在する。 何か
の原 因があ れば必 ず結 果があ る事 は誰で も理解で きる因果の法則 である。そし
てこの因果の法則には例外はないのである。善因（良い種）に善果（良い結果）
が生ずる。悪因 （悪い種）には悪果 （悪い結果）が生ずるのは当然である。善
因悪 果、悪 因善果 は絶 対にな いの である 。果報と か因果応報とい う言葉もこれ
らを物語ったもの である。
現 在幸福 な人 は、過 去の善 因の 果報が 現れてい るだけで、不幸 な人は過去の
悪因 の果報 を受け てい るので ある 。この 果報はま た、生きている 一生だけに限
って現れるものではない。先にも述べたように三世 （過去、現在、未来）にわ
た るので ある。 すな わち我 々の知 るこ とので きない長い期間 にわたって作用 す
る法則なの である。
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同時因果と 異時因果
そこでこれらの因果関係を区別すれば、同時因果と異時因果とに分けられる。
同 時因果 とは原 因を 起こせ ば結果 がすぐ に現 れることである。 水に一滴の墨を
たら せば黒 く染ま るよ うに、 墨を落 とした という 原因によって水 が黒くなった
という 結果が 現れる ので ある。 喉が渇 いた時 に水を飲む と、喉の渇きが止 まる
という結 果が得られる。 このような因果関 係を同時因果と いう。
柿の種を播いたとする。しかし、すぐに柿ができるわけではない。水をやり、
太陽の 光を受 け、 土の栄 養に助 けら れて成 長し芽が出 、葉が出て柿がな るわけ
で ある。 種を播 いて から柿 がなる まで通 常八年 かかるといわれ るように種を播
いて 柿がな るまで 相当 の時日 を必要 とする 。山々 に鬱蒼と生える 大木も数百年
の年月 を経て いるの である 。千 年前の 蓮の種 が芽を出し て花が咲いたとい こと
が あった が、こ れは、 実に千 年の 年月を 経てい るということであ る。これらを
異時因果という 。
異時因 果にお いて は年月 、時間 の長短 は関 係なく、要は原因 を生ずれば必ず
結 果が起 きると いう ことな のであ る。こ のよう に考えてくると 、親の勝手な意
志で この世 に生を 得なか った 水子と いう存 在即ち 、その原因が供 養もされなけ
れば悪 因を発 したこ とにな る。同 時因 果、異 時因果とい う二つの法則にあ ては
めれば、 必ず悪果が起き るわけである。
今そ の影響 を受 けない 人でも 異時因 果と いう尺度で考 えれば末代、未 来永却
に及ぶわけである 。
たとえばまったく意味なくして多くの人を前にして空中で手を振ったとしよ
う。 意味な くして 手を振 っても 、原 因を起 こせば 結果が起きる。意 味なく手を
振 って も多く の人は 振りむ くだろ うし 、手の 周囲の空気は 乱れているはず であ
る。 このよ うに まった く意味 のな いこと であって も原因を起こせ ば結果が様々
な形で生じるので ある。
ま してや 水子の 場合 は生命 であ る。そ の生命が どの様な理由で あろうと、放
置さ れ顧み られる こと も供養 され ること もなく存 在するというこ とは、誰が考
えても 悪因で ある 。それ が故に 悪果 が起き るのである 。ではどすれば よいか良
い のか・ ・・・ 。
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罪業を消す
滅 罪生善 とい う言葉 がある 。こ れは悪 行の因を 滅しそれを良い 方向に向ける
方法のこ とである。
心か ら懺悔 して仏 法僧 の三宝 に帰依 するこ となの である。この事 によって罪業
は日光に照された 霧のように跡形 もなく消える。
そ の人は 心身と もに 洗いた ての白 布の ように きれいになるこ とができる。これ
が滅罪である 。
我が父 を殺し たア ジヤセ 王が、 その 報いで 不知の病 にとりつかれた 時、釈尊の
こ の教え で救わ れた という 有名な 観無 量寿経 の話は滅罪と 物語る代表的なも の
である。
人間は 業行と いっ て、身 、口、 意の 三つに よって善い事も 悪い事も行うので
あ る。滅 罪もこ の三 つの形 に表し て行 う必要 がある。その善 事善行には読経、
念仏 、写経 、造塔 、造 仏など の仏 事があ るが、一 口でいえば仏に 供養すること
である。これによ ってよい果報を 生むわけである 。これが生善で ある。
この善根の功徳は自他ともに廻向 （功徳を振りむけること）されることにな
り、 かえり みなか った 水子の 霊は 鎮魂し 供養され 救われるわけで ある。それと
ともに 親も罪 を滅 し善を 生ずる こと によっ て果報を得 るのである。そ して善根
を 積めば 、その 蓄積 がめぐ りめぐ って 善果と なって自分の身 に戻ってくるわけ
であ る。水 子供養 の大 切さを 人にす すめ 供養をす ることは、供養 のすすめによ
って善 行をす すめ た事と なり、 供養を した人 とともに果 報を受けるので ある。
自 分自身 が善行 を行 うこと はもち ろん、 人に善 行をすすめるこ ともその人にと
っては善根を積 むことになるわ けだ。

運命の正常 化
人間に は運命 と宿 命があ る。宿 命と は父母 をもって生まれ た子供の存在、す
な わち何 をもっ てし ても変 えるこ との できな い存在のことで ある。この宿命の
系列 に水子 がある とい うこと は、 宿命的 な存在に なって末代にわ たって悪因を
かかえ ること とな る。そ こで滅 罪生善 をはか るわけであ るが、これを宿 命の正
常化と いっている。
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第一影響
ところ で多く の水 子供養 の中か ら実 情をみ ると、まず第一の 影響に同系列の
子 供があ げられ る。 現在の 子供の 情緒障 害な ど難しい問題をか かえた背後には
非常 に多く の方の 背後 に水子 がある という 事実が ある。これには 母親、父親が
異なっても影響度 があることを認 めざるを得ない 。
あ る男性 が過去 に女性 と関わ りを もって 水子が あった場合、現在 の妻との子
供も同 系列 として の関係 が生ず る。 逆の場 合も同 様で、一方の親が 違っても子
供 には変 わりな い。 この影 響はま さに 実例を みていて不思 議というほかな い。

第二 影響
第 二の影 響は両 親で ある。 夫の仕 事が はかばか しくない、うま くいったと思
うと また悪 くなる とい うくり かえし をして いる人 。またしばしば 事故に見舞わ
れたり 病気の 絶え間 ない 人。女 性の場 合は常 に頭痛があ ったり、足、腰な どが
痛 いとか 、自覚 症状が ありな がら 医師の 診察を 受けても何でもな いという例が
実に多い。
到 着した 礼状の 中か ら実例 を拾 ってみ ると、夢 の中に子供が出 てくる、子供
の泣 き声が 聞こえ る。 たびか さな って水 子にした 数のローソクが 立っている夢
をみる とか、 怪奇 現象を 訴える 人さ えある 。中には 人工中絶してから ノイロー
ゼに なったとか熟睡 できないなどの訴 えがある。
そ して水 子供養 をした ことに よっ て、そ れらの ことが除去された という礼状
が数多 く届 いてい る。霊 的な諸 現象 は、そ の人だけ しか知ることが できないか
も 知れな いが、 現実 にそれ がとり 除か れたこ とは喜ばしい ことである。心理 学
的に みれば 、いず れも 深層心 理の ゆがみ として悩 みがとり除かれ たために、こ
れらの現象がなく なったのである 。
し かし心 理的で あろ うと肉 体的 であろ うと、そ の現象がとり除 かれたという
こと は供養 された かい があっ たと いうも のである 。仕事がおもわ しくない人が
供養さ れてか らト ントン 拍子に 出世 し、肝 臓の病も全 快し、息子が国立 大学に
入学す るという二重三 重の喜びに感謝さ れている人もあ る。
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第三影響
第 三の影 響は 末代で ある。 孫がお かし くなっ て供養に来ら れるお年寄りも おら
れる 。若い 頃の水 子の 影響が いざ 子供を 産みたい と思った時に災 いして子供が
出来ないことに気 がつき、供養を してから懐妊し たという例は数 多い。
このよ うに不 運に悩 まさ れてい る人の 背後に 供養されていな い水子が非情に
多 くの場 合存在 し、そ れを供 養す ること によっ て素晴らしい結果 を得、運を開
き幸福 を手 にした という ことは いっ たい何 を意味 し何を物語るので あろうか。

水子供養で 一番恐ろし いこと
因果関 係には 同時 因果と 異時因 果が あり、 異時因果は 三世にわたって作 用する
と 前に述 べた。 この 事から いうと 水子 供養で 一番恐ろしく、ま た気をつけなけ
れば ならな いこと は、 水子を 生じせ しめた 両親が 現世においてそ の正常化をは
かっておかなけれ ばならないとい うことである。
も しその 両親が 死ん だ場合 、水 子の存 在を誰も 知らなくなる。 そして、末代
に至 ってそ の結果 が現 れた場 合困 ること となる。 一家一族の末代 に対する責任
を負わ なけれ ばな らない という こと である 。末代の者 にとっても自分の 知らな
い悪果 を受けることに なり困ったことで ある。
それ ゆえに 、水 子供養 は両親 が現 世に生 きている 間に、正しい形で 供養をし
なけれ ばなら ない 。当院 にも老 齢の 婦人が 供養に来ら れるのは末代に 対する責
任 を感じ られる から である 。これ は背 負い続 けた心の重荷を 仏さまにあずける
とい う心の 発露か らと 思われ る。 この供 養をされ た後、来た時と は別人によう
に心も晴れやかに 足どりも軽く帰 って行かれる姿 がいつも印象的 である。

影響さまざま
な お 先 に も 書 い た 様 に 、 各 種 の 事 例 に 基 づ い て 分 析し て み る と、 第 一 影 響 は
水子 と同列 即ち兄 弟姉 妹に当 るラ イン、 第二影響 は両親、第三影 響は末代とい
えそう である 。こ れは、 常識的 にも うなづ ける。兄弟 姉妹は同じ母胎 に宿り、
育つ のであるからその 影響をモロにう けるわけである 。
第二 影響の 両親 だが、 これも 当然 のこと といえよう 。女一人で子供が 出来る
はずも なく、 まし てや男 一人で 子供 を生む わけにはい かない。その責任 、影響
は半分 半分である。
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第三影響の人間は 「ヘソの緒」でつながれているのであるからうなづける。

自分の 水子でなくと も供養する ということ 善行と積善
自分 自身に 水子 がなく ても兄 弟の 系列に 水子があっ たのを両親から 聞いてい
るので 供養を した いとか 、また 特異 な例で は、他人だ があまりの不幸が 続いて
い るのを 見て何 とか してあ げたい とい う例が ある。本来なら特 異な例について
は本 人が気 づくべ きな のだが 、神仏 を信じ ない人 であるため見る に見かねて他
人が供養にみえる ことがある。
兄 弟姉妹 でも他 人で も供養 を躊 躇して いる場合 には、他の人が 供養するのは
好ましいこと である。
先にも 述べた よう に善行 を積む とい うこと は、どのよ うな形でもよいわ けであ
る 。布施 をする 場合 でも自 分に力 がなく 物や 金を布施できない 時は、その布施
をする心をも つこと自体が素晴 らしい布施なの である。
自分が 具体的 な善 行をし なくと も、 善行を 喜ぶ心が布施で あるということ で
あるから、自分以外の水子の供養であっても素晴らしい善行を積むことになり、
その善行によ って善果を受け るわけである。

宗派、宗 旨、宗教に 関係はない
水子供 養の場 合、 宗派、 宗旨、 宗教 に一切 関係はない。 仏教の考え方は本 来
広大無遍のものでこだわりはない。宗派、宗旨といえどもその源は釈尊である。
後世傑出の 人が出て一宗を 建てたにすぎない わけである。
仏は 他の宗 教だか らとと いって 救済 しない ということ はない。人間等し く大
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慈 大悲の 心によ って 救われ るので ある 。水子 供養ばかりで なく先祖供養、厄 除
け三年祈願 、特別諸祈願も また同様である 。
ただ先 祖供養 の場 合など でどう して も自分 の宗派によって 法要をしてもら い
たい場合は、その宗派の僧侶を伴ってもらいお堂で法要を営んでもらっている。
要は 水子供 養とは これ らこま ごま とした ことに関 係なく、自分の 子供に対する
親の情をもって、この世に生まれなかった子供の霊を慰めるということである。
こ れは親 の役目 であ り義務 なので ある 。この 祈りの世界には人 間が考える形骸
的で観念的な 宗派、宗旨という ものは存在しな いのである。
なを、 水子の 位牌 は原則 として 当院 で永代 にわたって 安置し供養する ことにな
っ ている が、と くに 持ち帰 りの希 望が あれば 、戒名を霊名過 去帳に残し、これ
をもって永代 供養を行ってい る。

水子供養 の心
水 子の存 在は古 くか らあっ た。現 在の ような 人工中絶がない時 代でも流産死産
はあ ったし 難産で 母子 ともに 死ぬ事 もあっ た。そ して昔の人は水 子に対しても
認識が 深く位 牌を 作った り墓を 作って 供養し ている。歴 史のある家の仏 壇には
何々家 孩の霊という位牌 がよくあるもの である。
とこ ろが近 年医 術の発 達とと もに 人工中 絶が一般化 したために新しい 形の水
子が誕 生する こと になっ た。そ して 医学の 進歩ととも に人工中絶を安易 に行い
苦痛も伴わないところから、小さな生命の存在をモノのごとくに考えてしまい、
親と して子 に対す る愛 情を失 ってし まった わけで ある。悲しいこ とであり恐ろ
しいことである。
し かし今 これが 見直 され何 らか の形で 供養しな ければならない と現代人が自
覚しつつあることは誠に嬉しいことである。外国においても関心を集めている。
人間の生命が何で あるかという事 を思い直す風潮 が生まれつつあ る。
ところで、この水子供養を多くの人が 「たたる」という感覚で受けとめ、恐
ろしいことのように感じているのは遺憾である。因果関係からみれば「たたる」
ということに 似た現象が起きることも時々あるが 、「たたる」から 「たたらな
い」 からということで 供養するもので はない。
水子 供養は 親の 愛情か ら親の 当然 の役目 として義 務として、心か ら行うもの
である 。そし て子 を思う 親の心 が良 い結果 を生むの であり、またその 心が今生
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き ている 子供に も、 日常の 生活に も、 夫婦の 間の心にも影 響し良くなるので あ
る。 とにか く先に 述べ た宿命 に当 たるも のである から気付いた時 には、直ちに
正常化しておきた いものである。
たとえ子の命とい えども親が所有 することはできな いのである。
人 間の生 命は地 球よ り重い といわ れる が、ま さに水子供養と いうものは生命の
尊厳に関わる テーマである。

正しい水 子供養の方 法は？
水子には形がない 。
～この 世に生 まれ たなら 名前や 骨や遺 品があ るはずだが 、水子の多くの 場合は
名前も 骨もない。
親す ら顔も 知らず 、母 の胸に 抱か れる事 もなく、 父の慈愛も知ら ないであの世
に去った存在であ る。
一霊一霊の戒名 （お名前）を授け位牌をつくる
そ こで、 水子と は元 来、形 のない 存在で あるか らこれに形を与 えることが必要
である。存在を つくるのである 。
一霊一 基の位 牌を 作り戒 名をつ け永 代にわ たって供養 をする。位牌を 作るとい
うこ とは霊の宿るとこ ろを作るという ことである。
仏教 におい ても他 の宗 教にお いても 、位 牌のよう なものに霊が宿 ると考えられ
ている。キリスト 教においても十 字架の碑を建て るようなものであ る。
お墓はだから同じく大型位牌といえる。塔婆も石塔も同じである。水子の場合、
俗名 がなく 戒名の つけ ようが ない ので、 経典の中 から文字を頂戴 してこれを戒
名として授けるの である。
お 精根を入れる
そ して位 牌がで きた ら入魂 し、形 のなか った水 子の存在を形あ るものとして
霊位堂にまつり 、毎朝法要を行 い永代にわたって 供養するわけで ある。
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何をや っても うま くいか ない、 病気が ちで ある、不幸が重な る、よく子供が
ケ ガをす る。孫 がお かしく なった ーなど 、様々 な相談が持ち込 まれるが、非常
に多くの人に供 養されていない 水子があること に気がつく。
これら の人は 水子 の存在 を顧み る心 を持た ない人たちであ ったが、話をして
いく うちにこの水子の 問題を理解し、 驚くわけである。
形無 きもの を形あ るも のとし て丁 寧にお 供養する のである。教え 切れない人が
その功徳を受け、 たくさんのお礼 状が届いている 。
さ て、こ の現実 から 水子供 養に おける 親の悩み は何であるかを 分析すると、
平素は顧み ることはなくても 心のどこかにわ だかまりとなって
残って いたと いう こと、 そして 最終 的には どこでどの ような供養をし ていいの
かわ からないというこ とらしい。

本寿院

以上、本寿院先代住職、著書 「愛もし生まれていたら」より一部抜粋
宗教 法人
東京都大田区南馬 込一‐十六‐二
電話：０３ （３７７２）８８８９
：０３ （３７７２）９９９３
FAX
ホ ームページ
http://111.or.jp/
水子供養は 毎日行っており ます。
遠方等、ご来院 できない方も受 付しております 。
本について、また ご供養について
お問い合 わせ、ご相談は お気軽にご連絡く ださい。
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