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時時時時 はははは過過過過 ぎぎぎぎ 往往往往 くくくく

仏教 は三世 の繰 り返 し、輪 廻 転 生 が基本 です。過去 現在 未来 の繰 り返 し の法則
し ょう

くら

生生生生まれ
によ って娑婆 世界 （
人間等）が生息 して いると言う事 です。 空海大師様 はははは 「「「「
生生生生まれ生生生生まれ生生生生まれ て 生生生生 のののの始始始始 めに暗暗暗暗くくくく、、、、死死死死にににに死死死死にににに死死死死にににに死死死死ん で死死死死 のののの終終終終わりに冥冥冥冥 しししし。」と、
生まれ ては死ぬ事 を繰 り返 してもな かな か解脱 できな いのが 人間 であ ると言 って見
もど

え ます。思えば今、 現在 の短 い事 に皆様 も驚 きを覚え る事 でし ょう。長 い過去 の年
月 に比 べ 一瞬 で過ぎ 去 り過去 にな る、 一分 一秒たりとも戻す事 が できな い、今 現在
を思 いますと考えさ せら れます。 未来を思う にも明 日 の命 はあ る であ ろうと思 いま
すが、 それも確実 ではあ りま せん。朝 の出 かけ の行 って来 ますが最後 で無 言 の帰宅
今 日はははは良良良良 しししし、、、、明 日もももも良良良良 しかと、、、、思思思思えねど、、、、知知知知
もあ るから です。 そ こで拙僧 の 一句 「「「「
るす べも無無無無 しししし、、、、明 日 のできご と」」」」娑婆 は修行 の場 であ ると いえ ども、 人生、引き潮
の時、満ち潮 の時、静 かな る時、荒 れ る時、暴風雨もあれば、竜巻、津波 もあ りま
し ょう。 人生 には こ の様 にさ まざ まな事態が待ち受け て います。突 発的事故等、如
い か

の

何な る事態 にも冷静 に対応 し、適格な る判断が出来 る様 に日 々心がけ る事 が必要 で
し ょうあく

す。時時時時 はははは如何な る事態をも可可可可否否否否 ・・・・善悪をををを問問問問わず に呑呑呑呑 みみみみ込込込込ん で い ってしま います。。。。
そして結 果だけを我 々は 掌 握 す る事 にな り、不慮 の事態 を招き安 心安全 の神話が破
られた時 の様 に重 く受け止める事 しか出来ま せん。 しかしながら、時 が止まらず に
しず

過ぎ 去 るから こそ仏教 のののの三世 のののの教教教教ええええがあり、物物物物 のののの寿命があ る のだと思 って います。
気 を鎮 める のに、 一つの方法があ ります。仏間が よ いですが、なければ静 かな雑
へそ

念 の起 こり にく い部 屋 を 選 ん でくださ い。 そ し て静 か に坐 り、 手 の平 を上 に向 け
掌 を かさね楕 円形 に組 み左右 の親指を軽 く つけます。次 にそ の手を臍 の上 に置き

たなご ころ

ます。臍臍臍臍 はははは以前 にもお話話話話 ししま したが先祖代 々々々々のののの血脈をををを受受受受けけけけ継継継継 いで来来来来たたたた大切なななな場所 でででで
どなた

すすすす。 人間と して生を受けた事 に感謝す ると ころ です。次 に頭 に佛様を思 い浮 か べま
す。 佛様 は何方 でも良 く、思 いう か べる事 のでき る佛様 でよ いのです。思念 できま
したら、 呼吸法 に入ります。 目を軽 く閉 じ て、背を伸ば し、鼻 から息 を吸 います、
そ の時 に、声を出さず に念佛を称えながら ゆ っくり腹腹腹腹 にににに入れます。念佛 一回 一息 で
す。次 に鼻 から息 を出 します。 吐く息 と同時 に腹 に入れた念佛を ゆ っくり声をださ
きよ

ず に出 します。 これも 一回 一息 です。 こ の動作を繰 り返す こと により、心も身体 も
いかが

静 まり清ら かにな ってきます。色 々な解釈 があ りますが、私 は こ の作法が禅定念佛
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ではな かろう かと思 って います。 一度試 しにやら れたら如何 でし ょう か。
二十三年九月 一日

