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育育育育 てててて るるるる

富士 の山 は富岳 三十六景 にあ ります様 に、時 と場 に於 いてそ の姿 を変え ております。
刻 々富士山自身 も変 化を して いますが周 り の環境 の変 化 で見え る姿 が大きく変 わ り
これ

ます。例えば、晴 天下 で見 る素晴ら し い富士、夕焼け に浮 かぶ赤富士、雲 に隠 れ て
や くぶ に ょ ぜ

見えな い富士、雪 に光 る富士、等 々の姿 であ ります。是即ち心経 の 「
色 不異空 空 不
異色 色 即是空 空即是色 受想行識 亦復如是」と意 を同じくす ると ころ大 です。富
ひととき

士山自身 を因因因因とす れば おかれた環境 を縁縁縁縁 と して我 々の目に映 る のでし ょう。我 々の
心も体 も 一時 と して止ま る事無 く因因因因とととと縁縁縁縁 によ って様 々に変 化 し つづけ る のです。
しな ん

ときどき

ふ しぶ し

動植物を育 てる のも大変 です のに、 ま してや感情 の動物と言われ る人間様を育 て
いじ

る のは至難 の事 でし ょう。時 々、節 々があ るにせよ、育 てる環境 も決 して整 って い
ると は言えな い中、な かな か難 し いも のです。学 生 にあ っては不登校 の問題や虐 め
の問題、就職 の問題、学 生を含 め て年間 三万人強 の自 殺者、等 々の問題 は日本国内
し り ょふ んべつ

しば

に於 いてですが文明社会先進 国と言われ る国 々にと っても大 きな問題とな って いる
くら

ほう む

のです。思慮分 別善悪 の知識を身 に付 け ても実際 には善行、悪行 の判断を金 に縛ら
け つじ ょ

じ っせん

れ、金や 地位 に目が眩 み善行を 葬 り、悪行 に走 ってしまう 人も いる のです。信念 の
欠如 が問題な のか、意志 が弱 いのか分 かりま せんが実践す る結果がががが損損損損、、、、得得得得 ではなく、
ほとけ

尊尊尊尊、、、、德德德德と成 るような生活を して頂きた いのです。低俗な 人間と してではな く、尊 い
みが

そん じゃ

人間と して生き てほし いから です。 人間界 に生を受けた我 々は皆共 に 佛 の子 です。
そう じ

それぞれ

磨磨磨磨 けば おおおお経経経経 にににに出出出出 てくる 「「「「
尊者 ・・」」」」とととと成成成成 れる資格があり、、、、 可能性もあ るから です。。。。
いわ

じね んん ほう に

荘 子ならず とも多 く の方 々は森 羅 万象 形 の有無 に関係な く其 々に使命 をも って存
せ いそく

在 して いる のだと思 ってみえ ます。親鸞 曰く自然法爾 の姿な のです。思えば 地球上
に生息す る人間が地球と共 に生き て いく為 には、物物物物 のののの命命命命 を最大限 に生 かす、生 かし
し ょう

てや る事 が大 切 であ り、 そ の所作が 人間を含 め て物物物物をををを育育育育 てると言う事 にな り、全全全全 てててて
あらた

にににに感謝出来、、、、有有有有 りりりり難難難難 いいいい、、、、も った いな い、、、、とととと言言言言うううう気持ちちちちをををを 生生生生 じじじじるるるる様様様様 にな る のでしょう。。。。
つみ

災害が起 き て 改 め て知 る水や 空気 の大 切さ、植物、生物、鉱物等 々、地球上 にあ る
ばち

まさ

物全 てが尊 い物な のです。我 々は此 の事 を忘 れ て生活をす れば罪を作 る事 にな り、
や が てはそれ こそ罰があた る事 にな ると思 います。 私 は此 の所作が 正しく、 お釈迦
八正道 」」」」八 つの正し い道 、法則 であ ると思 います。 正正正正し い智智智智
様が お説き にな った 「「「「
恵恵恵恵 のもとに正正正正し い行行行行 いが出来 るるるる様様様様、、、、子 々孫 々に伝授 し見守 り、育 て行 く事 でし ょう。
え いき ょう

ふん こ つさ いしん

今、 地球上 に於 いて生態 系 の変 化 により、絶 滅種が増え続け て いるそう です。 人間

善壽界善入院油掛地藏尊

に 影 響 が無 いと は言 い切れません。粉 骨砕身 、皆 で助け合 い地球を守 りま し ょう。
二十三年七月 一日

