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気気気気 合合合合

「「「「
佛 日守護 のもと自然 のののの恵恵恵恵 みを頂頂頂頂きききき有意義 にににに過過過過ごす明明明明る い家族」」」」
、が今年 のス ローガ ンで
す。 二月 に入り、 少 しず つそ の形態 を構築 しながら生活 の基盤が何 であ る のかが分 か って
きたと思 います。 天地 の恵 みに感謝 出来、 日 々の暮ら しを有意義 に過ごす事が出来れば自

みよう み ま ね

子供 はははは親親親親 のののの背中をををを見見見見 てててて育育育育 つつつつ」」」」と言 いますが大抵 の動物 は
然 に気気気気がががが充実 してく るはず です。 「「「「
見様 見真似 で成長 して いきます。 要す るに物 まね から全 てが始 ま ると言 って過言 では無 い
と思 います。 です から 子供 の出来が悪 いと言う事 は即、親 の出来が悪 いと言う事 に成 りま

しんとう

まんま、、、、まんま」」」」とととと言言言言 いながら親親親親 もももも 口口口口をををを開開開開け て見見見見せながら我我我我がががが子子子子にににに食食食食 べさ せた経験をををを
す。 「「「「

そろ

おおおお持持持持ちだと多多多多 います。。。。信仰 も同じ事 で、見様 見真似 から はじま る訳 です。家 に信仰が浸透 し

ほどお こな

せんぞく

ておれば自然 に家族全員 に信仰が行き渡 る訳 です。当 山檀信徒 以外 の家庭 に於 いて、家族揃
って の宗教行事がどれ程 行 われ て いるでし ょう か。老夫婦 の専 属 に成 って いません でし ょ

もち ろん

う か。高校 入試、大学 入試、 入社試験等親族 が代わ って の代 理試験 は認められま せん。 と
同じ様 に信仰もももも代理はははは出来ません。。。。です から神社、仏閣 に於け る祈 願供養等 々の答礼 は勿 論

本 人が行う べき事 です。 もち ろん本 人を含 め家族揃 って答 礼出来れば最高 です。 一般的 に
家族制度 が壊 れ てきま した （
散世代） ので、食事すら家族揃 って 「
頂きます」が出来 て い
そろ

さ

め ざ

る、家 庭が少なく成 ってしま った のではな いでし ょう か。 私が家族 と称す る のは本家 にあ
ほう か い

っては三世代が 揃 って の 一家 を指 し、分家 にあ っては三世代を 目指す、族と はそう いう 人
間 の構成 を いいます。家庭 の崩 壊 がとりざ たさ れますが庭 の無 い家 が増え た事 にも 一つの
原因があ ると思 います。箱物 の中 で心 のゆと りを保 つのは難 し いと思われます。 日本 の中
け いし ょう

で、 「「「「
ひき こもり」」」」と称さ れ る人 口が七十万人を超え たそう です。自身 の能力を過信 して の
どう か

失敗等 々色 々問題 はあ る でし ょうが育 った家 庭環境 に信仰 が 継 承 さ れ て いた のか、自 分
もち ろん

心身 のののの健康」」」」にあ ります。 「「「「
健康
も継承 したか如何 か気 に成 ると ころ です。信仰 の基本 は 「「「「
のののの基本」」」」 は勿 論 食生活 にあ ります。 人間 は自然 に生育 した食物を食 べる のが 一番 です。 し
かし現在 の食生活を考え て見ますと、 五穀 以外 は季節感が無 く年中食 べる事が出来 るよう
です。 そ の為 には人間が色 々な 手を加え て出荷 し、自然 の作用を無視 して いる訳 です。 一
応 人間 の人体 には悪影響 を及ぼ す事 は無 いはず ですが ・・。 叉叉叉叉、、、、近近近近 いいいい将来 にににに於於於於 いては空気

はんき

ひるがえ

もももも清浄機、、、、水水水水もももも浄水器をををを必要とす る世世世世 のののの中中中中 にににに成成成成 ってきそう です、、、、自然 の成 り合 いに人間が
反旗 を 翻 した結 果 に他あ りません。 もう 一度 私利私欲 から離 れ天地自然 の恵 みを受け感
ふさ

謝す る生活 に戻 る べき でし ょう。 飛行機 から出 る排ガ ス、 エネ ルギ イを得 る為 に出 る排ガ
ス等 で空が汚 れ るから水も汚れ る当 たり前 の事 です。 そして気気気気もももも汚汚汚汚れれれれ、塞 がれ てしまう の

でし ょう。先程 の話 の様 に物 まね から成長 して行 く訳 ですが完全 に盗 み取 った後 どうす る
かです。 それ は対象 ラ ンクを上げながら、 ラ ンク の下 の人間 には俺 の真似 を して俺 に つい

ご んしゅ

て来 い、間違 いの無 い人生を歩 ませ てや るから、と言う 人間見本 に成 る事 でし ょう。
かんとく

光光光光長長長長公公公公ごごごご夫妻がががが感 得 された

みなもと の み つなが

今 月八 日には当 山 の七草法要が勤修さ れます。ご存知 のよう に当 山 の御本尊 一光 三尊善

ひぶ つ

光寺如来様 は越後 の国 （
今 の新 潟県高 田市） の高 田城主 源源源源
ら くた ん

秘仏 です。。。。ご夫妻 は信濃 の国 の善 光寺 にお祀りさ れ て いる善 光寺如来様を深く信仰さ れ 一
ち んざ

度 そ の御尊 顔を拝 し奉 りた いと切望す るも叶わず。 落 賺 す るも夫婦 同時 に同 じ内容 の夢、
たが

即ち、 一光 三尊善 光寺如来様 が善 光寺本堂 の階段 に鎮座 してみえ る御尊像 を拝 した のでし
た。すぐさま奥家老を善光寺 に差 し向け確 認 したと ころ、夢 に違 う事無 く善光寺如来様が
あ かし

あつ

と そ つて ん

階 段 に鎮座 してみえ た のです。 まさ に夢と現実 が 一致 した霊夢 であ り、 人間がががが作作作作 った尊像
ではな い 証 な のです。ご夫妻 が信仰さ れた気持ち、信 心 の篤 さと兜率 天にみえ た善光寺如
やま い

来様 の気持ちが通 じ合 ったかたち です。気合 いと は即ち、気が通 じ合う事 であ ると思 いま

け う

す。例えば病気 も 病 と気が合う状態 に成 る事 でし ょう。当 山 の七草法要 は源 光長 公ご夫
妻 の事績 に因 る、誠 に稀有な、有 り難 いご本尊様 と縁が結 ん で頂け る、善 入院 にと って最

まれ

も大 切 にしな く ては いけな い行事な のです。 こ のような史実 の感得佛を御本尊 と してお祀
りして いる寺 は全 国 でも希 です。

だ いお ん き

つと

今 月 の二十七 日 （
旧暦 一月 二十五 日） は淨土教 の祖、法然 上 人が亡くなられ て八百年 に
な ります。浄土宗 では八百年大遠 忌 （一般家庭 では法事 の事 です）を勤 めます。法然 上 人
の御 言葉 によれば、 「
日頃念佛申 して、、、、極楽 へへへへ参参参参 るるるる心心心心あ る人人人人ならば、、、、まさ に息息息息 のののの絶絶絶絶え ようと
弥陀、、、、観音、、、、勢 至））））来来来来たりて、、、、迎迎迎迎ええええ給給給給う べし、、、、とととと信信信信 じおぼ しめす
す る時時時時、、、、三尊善光寺如来 （（（（
べき にて候候候候」と、 正に、当 山 のご 本尊 様 と法然 上 人 のお言葉 が結 び つく のです。皆様 は神
通力と言えば、空海大師様を頭 に浮 か べると思 いますが実 は法然 上 人様 にも神通力 の話が
伝わ って います。 「
法然 上 人絵伝」に暗闇 で自分 の眼 から光を出 して読書をす る姿や、九条
あた

兼実殿 に空中を飛ぶ姿 を見せたり、色 々あ ります。 法然 上 人様 は日に六 万遍 の念 佛を申さ
れま した。八百年大遠 忌を迎え るに中 り、当 山 では大遠 忌法要と して念佛 の修行を します。
法然 上 人様 の真似 は出来様 もあ りま せんが 日頃出来無 い念 佛を称え、法然 上 人様 の足 元 へ
すが り つき何 が何 でも極楽 の地 に連 れ て行 ってもら いま し ょう。 た った の二週間 で、 一日

善壽界善入院油掛地藏尊

・・・・十四時時時時～～～～十五時半ま で ・・・・

一時間半 です。期間中、縁が結 べるよう に最低 三回 は出席 して頂きた いと思 って います。
左記 日程 です宜 しく

◎◎◎◎二月 二十 日～～～～三月五日日日日

二十三年 二月八日

