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絆絆絆絆

「「「「絆絆絆絆 」」」」ま ことに響響響響き の良良良良 いいいい言葉 です。。。。私私私私もももも好好好好んで使使使使 いますが 「「「「
絆絆絆絆」」」」と いう字字字字 はははは偏偏偏偏 はははは糸糸糸糸 でででで、、、、
こわ

旁旁旁旁 はははは半半半半 です。。。。糸糸糸糸 はははは結結結結 びびびび付付付付ける意意意意、、、、半半半半はははは半分 でででで相互 のののの関係 ででででしょう。。。。です からすぐ切切切切れる様様様様なななな
か

壊壊壊壊 した絆絆絆絆」」」」恩愛 のののの情情情情 はははは 『『『『一生戻らな い前提』』』』です ので断断断断
状態 では使使使使 いません。。。。切切切切るるるる時時時時 には 「「「「
腸腸腸腸 のののの思思思思 いに駆駆駆駆られる のは当然 のこと です。。。。私私私私はははは絆絆絆絆と いうも のは互互互互 いの信頼関係があ って初初初初 めめめめ
でんし ょう

つ

てててて結結結結 べるも のと思思思思 って います。。。。 「「「「
深深深深 いいいい絆絆絆絆」」」」 はあ っても 「「「「
浅浅浅浅 いいいい絆絆絆絆」」」」 でむすば れ て、、、、と いうよう
しし ょう

深深深深 いいいい絆絆絆絆」」」」でででで結結結結ばれ修行 しししし、、、、技術 のののの伝 承 をををを受受受受けけけけ継継継継 いで
にににに絆絆絆絆がががが浅浅浅浅 いと いう言言言言葉葉葉葉をををを聞聞聞聞きません。。。。「「「「
ほう か い

ゆく師 匠 とととと弟 子 のののの関係 のののの様様様様 にににに、、、、技術をををを身身身身 に つける職業 のののの方方方方やややや、、、、習習習習 いいいい事事事事 のののの師匠とととと弟 子 のののの関係 にににに
お い え そうどう

みにく

見見見見るるるる事事事事が できます。。。。しかしながら、、、、忠誠がががが崩 壊 しししし、、、、 エゴや名誉欲娑婆 のののの煩悩 にににに負負負負けけけけ、、、、ひと つ
こじれます と御家 騒 動 にににに発展 してしま い 醜醜醜醜 いいいい争争争争 いを世間 のののの目目目目にさ れけだす こと にな りま
すすすす。。。。この他他他他 にも ア スリートや アーチ スト、、、、スタデ ィ等等等等 々々々々色色色色 々々々々なななな分野でででで師弟 のののの絆絆絆絆があ ると思思思思 いいいい
みまえ

ちぎ

わけ

ます。。。。家庭内 でででで深深深深 いいいい絆絆絆絆 はははは三三九度 でででで結結結結ばれる夫婦 のののの絆絆絆絆とそれに伴伴伴伴 いいいい発生す る親 子 のののの絆絆絆絆 でしょ
うううう。。。。神仏 のののの御前 にににに於於於於 いて契契契契 りをかわす 訳訳訳訳 です ので間違 っても不 一致 はははは発生 しな いと信信信信 じてい
浅浅浅浅 いいいい絆絆絆絆」」」」と いう言葉を つくらなければな
ます。。。。しかしながら現在 はははは儀式もももも多種多様 にな り 「「「「
絆絆絆絆」」」」もありま
らな い程程程程、、、、母子家庭がががが増増増増えま した。。。。残念な こと です。。。。 又又又又、、、、強制され発生 した 「「「「
すすすす。。。。 一機 一縁 です。。。。自分達がががが被害者 にににに成成成成 ってしま った 「「「「
戦友達達達達」」」」です。。。。強強強強制的 にににに軍人にされ
死死死死をををを共有 した仲間 でででで培培培培われた恩愛 です。。。。昨年 のののの東北地方をををを襲襲襲襲 った大震災もそう です。。。。不慮 のののの
な りわ い

め ば

け いか

こ

事態 にににに遭遇された人人人人 々々々々のののの間間間間にににに芽生えた のが絆絆絆絆 でした。。。。です から絆絆絆絆 はははは自自自自らららら求求求求 める時時時時もあれば自自自自
然然然然 のののの生 業 のののの中中中中 から芽生え ることもあります。。。。
え いくう

ぜ んどう

げ んくう

あお

しんら ん

仏教界 のののの中中中中を みても師弟 のののの絆絆絆絆があります。。。。唐唐唐唐 のののの恵果大師 にににに教教教教えを乞乞乞乞うた空海大師、、、、比叡 山
どうげ ん

え いさ い

に ょじ ょう

のののの叡叡叡叡 空空空空 上人とととと唐唐唐唐 のののの善 導 大師をををを師師師師とととと仰仰仰仰 いだ法然房 源源源源 空空空空 上人、、、、法然上人をををを師師師師とととと仰仰仰仰 がれた親 鸞 聖聖聖聖
そ し

みちす じ

人人人人、、、、道 元禅師 はははは栄 西禅師やややや宋宋宋宋 のののの如如如如 浄浄浄浄 大師をををを師師師師とととと仰仰仰仰がれました。。。。
ついき ゅう

其其其其 々々々々祖師たちが学学学学ばれた仏教 のののの道 筋 はははは違違違違 っても八万四千 のののの悩悩悩悩 みを持持持持 つつつつ人間 のののの心身 のののの健康、、、、
健全をををを 追 及 され、、、、死後 はははは極楽浄浄浄浄土土土土 へと導導導導 いてゆく教教教教え は全全全全 てててて仏教 のののの法法法法典典典典 のののの中中中中 にある のです。。。。
い が げ んしん に ゅうがが に ゅう ぶ つ が じ こ

が し ょう ぼ だ い

浄土 へへへへ往往往往くくくくと いう ことは言言言言 いかえれば佛佛佛佛 にににに成成成成 ること であり、、、、仏教 では誰誰誰誰 でも佛佛佛佛とととと我我我我と の絆絆絆絆をををを
深深深深くくくく保保保保 てば 「「「「
為為為為我我我我 現 身 入 我 我 入 佛佛佛佛加持故故故故 我 證菩提」」」」とあ り、、、、佛佛佛佛 のののの利益 でででで菩提をををを得得得得 る こ
とが でき極楽 にににに往往往往けることになります。。。。おおおお釈迦様 以来仏教 のののの法灯をををを受受受受けけけけ継継継継ぐぐぐぐ仏閣精舍善 入院
のののの御本尊 一光三尊善 光寺如来様 もそう ですが彌陀 三尊 がががが 二十 五菩薩 をををを従従従従え て我我我我 々々々々仏教徒 のののの

善壽界善入院油掛地藏尊

絆絆絆絆」」」」 はありません。。。。
命終 にににに際際際際 しししし、、、、御迎え に来来来来 てててて下下下下さ います。。。。 これ以上 のののの 「「「「
二十四年 二月 一日

