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京都 のイ メージ は情緒 に溢 れた町並 み、本 山級 の仏閣も多 く、昔 は信仰 の中心を成 して
いま したが、今や 拝 む から見 るに変 わ り外国 人にも観光都市 と して有名 です。今 年 は特 に
法然 上 人八百回忌、、、、親鸞 上 人七百五十回忌 のののの法要が勤 ま ります ので信 心堅 固 の方 々で大変
かんが

な混雑が予想さ れます。 鑑 みます と自然災害がががが少少少少な いのも寺 が多 い原因 の 一つでし ょう。
そんな中 で浄土宗総本 山知恩院 は今春大法要を勤 め る予定 でしたが 三月 に起きた東北関関関関
み き

東東東東大地震 の影響 で秋 に延期さ れま した。当然 の事態 です。連 日 の報道 を見聞き し、 そ の被
自然 にも喜怒哀楽があ る」」」」と思 って いま
害 の大 きさ に悲 しみが胸 を包 みます。 私私私私 はははは常常常常 にににに 「「「「
キ レタ」」」」と思わず には いら れません。 それ は今 ま でに日
す。今 回 の天災 を見れば自然がががが 「「「「
本が経験 した こと の無 い大きな地震、津波 による自然災害だ った のです。福島 原発 の問題
もあ り、 これ から復興 に何年 かかる のか分 かりません。被害 は甚大 で被害総額数 十兆 円 に
な るそう です。 が金銭 ではな く我 々が慣 れ親 しん できた風土や 人間関係を壊さ れた怒 りと
の

悲哀、や るせなさが スト レスと成 って重 く圧 し掛 かる のです。昔 と は違 い現在 のライ フラ
もろ

イ ンは 一歩 も 二歩 も違 うと思 って いま したが大都会 の脆さが浮き彫りに成 って来ま した。
水が無 い、米が無 い、 野菜 は汚染さ れ て食 べられな い、 こ の先 不安材料 で 一杯 です。 日本
の国 は ハード にしろ、 ソ フト にしろ、非常事態 の対応 は充分 可能だ と思 って いま したが怪
し いも のです。 それと同時 に心神喪 失 に陥 るかも しれな い人 々のメ ンタ ルケ アが充分行き
どうか

届く か如何 かも分 かりません。 心配致 しております。 世界が注 目す る中、 日本 の国民が 一
致 団結 してこ の国難を乗 り切らなく ては日本 の国運も危ぶ まれます。 こ の様な非常事態 に
個 々の利益を考え たり、個 々の保身 を考え たりす る事 は恥ず べき こと でし ょう。
はるさ め

世 の中 「
ほど ほど」が 一番 です。春 の風。春 雨 の心地 よさ。思 いよう ですが、事 足りる
以上 の物 は本来 必要な く、さすれば欲 に溺れ る事 も無 いでし ょう。各自 の能力 に応 じ て、
歩 々急 ぐ事無 く、遅 れ る事無 く、自 分自身 を味わ いながら心 にゆと りをも って、進 みま し
ょう。頂 いた種 から芽をだ し、花を咲 かせ、 叉亦花を咲 かせま し ょう。
今 月 は当 山 の檀信徒 の方 々にと って重要な法要が営 まれます。 それ はおおおお地蔵様 のののの六道 をををを
ふだ

巡巡巡巡りりりり、、、、六六六六道道道道 のののの札札札札をををを受受受受けけけけ、、、、閻魔大 王様 のののの御印をををを我我我我らが額額額額 にににに押押押押 して頂頂頂頂けると いう法要 です。健康
を祈念す るも人 は必ず命終 の時 を迎え ます。 そ の時 「「「「
六道 のののの納納納納 めめめめ札札札札」」」」がががが頭陀袋 にににに入入入入れ てああああ

善壽界善入院油掛地藏尊

れば 六道 のののの関所をををを無事 にににに通過 しししし極楽 にににに往生出来 るるるる ののののです。。。。安 心、安全、ご用心。
二十三年 四月 一日

