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つら

二十三年 の幕が開きま した。何 はともあれ新年を迎 へられま しておめ でとうござ います。美
空 ひば りさ ん の歌 に 「
人生 一路」と言う タイト ルの歌が御座 います。 「一度 決 めた事 は辛 くと
も、苦 しくとも、最後ま でや り通す。」と言う趣旨決意 の歌 です。 私 は所持 万端何事 も今 日をををを
有意義 にににに過過過過ごす事事事事がががが明 日 への希望 に つなが って いく のだと思思思思 って います。。。。 正月 には皆様方、今
年 の目標を掲げ られた事 と思 います。 人間 のののの 一生 はははは 一期 一会 のののの積積積積 みみみみ重重重重ねねねね です。。。。私達 一人 ひとり
良良良良 いいいい事探 しししし」」」」を しなく てはな りません。 そうす る事
が 「「「「一日 一善」」」」 の所作を しようと思えば 「「「「
あ かし

が毎 日を自然 に有意義 に過ご せ、明 日 への希望を満 たす事 にな ってま いります。
今 年 は人間が 万物 の霊長 であ る事 の 証 を示そう ではあ りま せんか。 ア ニミズ ム の中 で全 て
せ いどう

の動きが マイナ スに作用す る事無 く、相乗効果を生ませる ことが出来 るか否 か、挑戦す る時が
ち ょう

さ ざ ん か

来 て いると思 います。私 は これを達成す る道 が 正道 にな ると確信致 しております。自然体 の良
つば き

ほう に

寛和尚 ではな いですが 「
花咲けば 蝶 が来 て、蝶が飛来すれば花が咲く」と、と は言え山茶花や
椿 が咲 いても蝶 は いな いではな いか、 と言われ る方 も見え ると思 いますが自然 法爾 の姿 の中
で の出来事 であ り、四季あ る日本 には冬があり、冬 は冬 の自然 の中 で生き て いる のです。生き
しか

て いなければ春 に蝶が舞 い踊 る事 はあ りません。良寛和尚が蝶 と花 に例え て の教え、心構え の
わざ

相乗効果 に因 る実 り への道 が何となく分 かる気持ちが致 します。然然然然 しながら自然 はははは段段段段 々々々々人間 のののの
しんらば ん し ょう

し ょう

どなた

成成成成 せる業業業業 かかかか時節 もももも狂狂狂狂 いがち に成成成成 ってま いりました。。。。これ以上自然 のののの営営営営 みが崩崩崩崩れ て来来来来 るるるる様様様様なななな事事事事 にな
れば地球上 でででで生息す る森羅 万象全全全全 てに大大大大きな問題がががが 生生生生 じる事事事事 にな ります。。。。何方 かが 「
花 の命 は
短 く て、苦 しき事 のみ多 かりき」と言われま したが当 に我 々の目から見れば 百花繚乱 の時期 は
へ

短 いも のと思 います。人間 の命 も外 から見れば短 く映 って いる のかも知 れません。実際 に過去
へ

を振 り返 って見ます と苦楽 の思 いではあ ります が何 十年 も経 てき た時 の重さ を感 じる事 はあ
ことがら

りま せん。 と言う のも我 々は経 てき た時 間を全 て記憶 し て いま せん し、時 々の忘 れら れな い
事 柄 を思 い出す にすぎな いから です。仏教 に於 いても釋尊 以来 二千 五百余年 の流 れがあ るけれ
じき じき

ども我 々は中 々そ の重 みを感 じる事 は出来ません。実際 にタイム スリ ップ出来れば其 の当時 の
状況下 で生活体験 でき直 々に佛 の教えを聞く事も出来 る のです。当 に新鮮 そ のも のです。残念
おもむ

ながら今 の科学 を以 ってしても不可能な事 です。しかし幸 いな事 に五百五十 二年 に佛教が 日本
ひら め

げ んし ょう

に伝わ ってから今 に残 る多 く の仏閣、日本古来 の神社、修行 の中 に築 き上げ られた靈場 に 赴 き
静 かに念ず れば自然 に脳裏 に 閃 きを感 じ取れる事があ ります。神秘的な 不可思議な る 現 象 で
びゃくごう

法法法法をををを光光光光とし 法法法法をををを依依依依 りりりり所所所所とせよ 自自自自らを光光光光と し 自自自自らを依依依依 りりりり所所所所とせよ」」」」と申さ れ
す。お釈迦様 は 「「「「

二十三年 一月 一日

善壽界善入院油掛地藏尊

ま した。 正道 を歩 むうち に、や が て佛様 の眉間 にあ る 白 毫 から出 る光明を受 けとれ る様 にな
れ る事 でし ょう。

