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間間間間 違違違違 いいいい
ぼ うぼ う

もう今年 も六月 にな ってしま いま した。 私 は毎年 の事ながら茫 々と した 日 々の暮
ら しを してしま って います。 反省 も実らず、 一年 の計 画も順調 に進 ん で いません。
み まちが

清清清清くくくく 正正正正しく 美美美美 しく」」」」と ても私 の身 に着 くも のではあ りま
皆様 は如何 でし ょう か。「「「「
目目目目はははは見見見見え ても見見見見間違 いいいい、、、、
せん。 私 は正 し い生 活を して いると思 って いても実際 は 「「「「
耳耳耳耳 はははは聞聞聞聞 こえ ても聞聞聞聞きききき間違 いいいい、、、、 口口口口はははは 口口口口でででで言言言言 いいいい間違 いいいい」」」」
、、、、すぐ に間違 いに気 が付けば良 い
のですがや が てそ の間違 いにも気が付 かなくな り、ついに鼻 を欠く事 にな る のです。
東北 関東大 地震 に見舞 わ れ てから 早三 ヶ月、平成 二十三年 三月十 一日はははは原子力 のののの
安 心、、、、安全神話がががが崩崩崩崩 れた反省す べき 日日日日とな りま した。。。。復興著 し いと は中 々いかな い
も のです。被災者 に届け てしかる べき義援金 ですが六月 二日号 の週刊新潮 に 「
千三
百億 円を届けぬ 日本赤 十字 の怠慢」と いう記事があ りま した。我 々の思 いが我 々の
思う よう に届くと は限らな いのが世 の中な のかと残念な思 いです。福島 原発関連 の
報道 が毎 日流さ れます が安 心、、、、安全 をををを発言 した時時時時 には想定外 はははは無無無無 くくくく、、、、想定外とととと言言言言うううう
言言言言 いいいい訳訳訳訳はははは出来な いのです。。。。災害 はははは想定 でき るも のでは無無無無 いいいいから です。。。。災難 は起き て初
め て分 かるも のでし ょう。昔 から災難 は忘 れた頃 にや って来 ると言 い伝えられ てき
ま した。 又、災 いは人間 の力及ばな いと ころだ から大難 は小難 に小難 は無難 にと神
と こう

仏 に真剣 に祈 願 したも のです。 現現現現 在在在在 も私 はそう であ ると思 います。松原泰道 上 人
死ぬ時節 には死ぬがよく候

これ は これ、

の著作 「「「「一期 一会」」」」の中 に良寛禪師が山 田杜皐 におく った手紙 の 一節 があ ります 「
災
難 に逢 う時節 には、災難 に逢 うがよく候

災難を のが るる 妙法 に候 」と、全 く思 い様 であ る。今 回 のののの地震 でも先 人 のののの言言言言 いいいい伝伝伝伝ええええ
をををを守守守守 り いち 早早早早くくくく非難 して全員をををを無事 にににに守守守守 った保育園がありました。。。。災難をををを災難とす る
人人人人も いれば、、、、災難をををを無難 ににににした方方方方 も みえま した。。。。事故が起 き た時 は起 き た時 です。
問題を起 こす物があ った のは事実 であ り、作 ってしま った のも事実な のです。末期
癌患者 の長谷川と言う写真家 が 「
生き る こと は すば ら し い、 死ぬ こともまた すば
ご

ら しく あ りた い」と言われま した。我 々の生き様 かくあれば当 に悔 いな し。
一休禅師 は 「
おさな 子が しだ いしだ いに 知恵 つき て 佛 に 遠 くな るぞ 悲 しき」
と言 ってみえ ますが我我我我 々々々々のののの目目目目、、、、耳耳耳耳、、、、鼻鼻鼻鼻、、、、 口口口口、、、、 のののの働働働働ききききも自意識 の作用 に因 りそれぞれ
の機能が間違 いを起さな い様 に鍛錬 しな く ては いけま せん。 仏道 の修行と おな じ で
す。 一休禅師 の言われ るよう に知恵 も ほ っときますと自分 にににに良良良良 いいいい方方方方 にににに発達 し続け る
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のです。です から幼 少より道徳 を教え、善悪 の判断が出来 るよう に指導 しま し ょう。
二十三年 六月 一日

