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心心心心 身身身身

桜桜桜桜 ・・・・
菜菜菜菜 のののの花花花花 々々々々がががが咲咲咲咲き ほこり、、、、冬冬冬冬 のののの寒寒寒寒さ から覚覚覚覚 めた自然がががが大大大大きな手手手手をををを広広広広げげげげ、、、、
日本 のののの春春春春 はははは梅梅梅梅 ・・・・
我我我我 々々々々をををを歓迎 して いますすすす。。。。入学やややや就職 でででで新 天地にににに移動される方方方方 のののの多多多多 いいいい時期 です。。。。希望 にににに燃燃燃燃え て
人生 のののの大大大大きな 一歩をををを踏踏踏踏 みみみみ出出出出された方方方方 々々々々誠誠誠誠 におめ でとうござ います。。。。不幸 にして希望がががが叶叶叶叶えら
れな か った方方方方 々々々々もめげず に頑張 って下下下下さ い。。。。 「「「「
抜苦与楽」」」」時時時時がががが来来来来れば花花花花 はははは咲咲咲咲きききき歓迎 してくれ
るるるる事事事事とととと思思思思 います。。。。大自然 のののの恵恵恵恵 みも分分分分けけけけ隔隔隔隔 てなく頂頂頂頂けるも、、、、地域的 にににに時時時時として自然がががが暴暴暴暴れる事事事事

負負負負 恩 者 多多多多 」
恩恩恩恩をををを受受受受
、「「「「

おんにそむくも のおおし

ももももあります。。。。出来う る限限限限りりりり自然をををを壊壊壊壊さず、、、、共存共栄をををを願願願願わず にはおられません。。。。
おんを しるも のはすくなく

人間として忘忘忘忘 れ てはならな い事事事事 にににに、、、、｛｛｛｛
道 元禅師 はははは 「「「「知知知知 恩 者 少少少少
な

あ

○○○○因因因因
けた事事事事 はははは忘忘忘忘 れ てしま い、、、、反対にににに恩恩恩恩をををを仇仇仇仇 でででで返返返返すすすす者者者者がががが多多多多 いいいい。」とととと言言言言われました。。。。｝｝｝｝恩恩恩恩と いう字字字字 はははは
心心心心 のののの結結結結 びびびび付付付付きききき、、、、即即即即ちちちち事事事事 のののの生生生生 りりりり合合合合 いを知知知知 りりりり得得得得 るかどう かにあります。。。。私達 はははは人間とととと して受受受受
とととと
○○○○
わざ わ い

けた恩恩恩恩をををを忘忘忘忘 れる事無くくくく、、、、恩恩恩恩をををを返返返返しながら共共共共 にににに暮暮暮暮ら し、、、、親親親親 しき仲仲仲仲 にも礼儀をををを失失失失す る事無くくくく、、、、 口口口口
から出出出出るるるる 禍禍禍禍 あり、、、、口口口口から入入入入るるるる病病病病ありとか申申申申 します。。。。人人人人をををを怒怒怒怒ら しては地獄 にににに入入入入りりりり、、、、人人人人をををを笑笑笑笑わわわわ
せて極楽 にににに入入入入るるるるよう に、、、、六道 はみな 己己己己がががが所作 にににに因因因因 る のです。。。。私達 はははは心身 のののの健康がががが第 一です。。。。
ゆえ ん

心身 と いうよう に身身身身 のののの上上上上 にににに心心心心がががが乗乗乗乗 って います。。。。心心心心がががが身体をををを包包包包 んでおり、、、、健康をををを司司司司 っています。。。。
病病病病 はははは気気気気 からと言言言言われる所以でしょう。。。。人生勝負 のののの明暗 ははははまさ に心身 のののの健康 にあ ると言言言言 っても
い つく

過言 ではありません。。。。心身 のののの健康をををを保保保保 つには神神神神をををを敬敬敬敬 い ・佛佛佛佛をををを敬敬敬敬 い ・先祖をををを敬敬敬敬 い ・そして自分
をををを敬敬敬敬え る人間とととと成成成成 ること です。。。。茲茲茲茲 にににに私達 はははは身身身身 をををを 慈慈慈慈 しみ、、、、心心心心にににに曇曇曇曇 りりりり無無無無 くくくく、、、、精神 にににに弱虫がががが巣食
つら

ほんね

うううう事事事事な く、、、、肉体 もももも病 原菌 と いう虫虫虫虫 にににに虫食 まれ る事事事事な く命命命命 あ る限限限限りりりり、、、、健康 でででで暮暮暮暮ら した いと諸諸諸諸

とし、、、、 you
you

佛佛佛佛 ・・・・諸菩薩 にににに祈念す る事事事事もももも大切 です。。。。とととと同時 にににに 「「「「
朋友をををを相信 じじじじ」」」」辛辛辛辛 いいいい時時時時 にににに本音をををを語語語語れる友友友友

がががが 一人 でも いれば大大大大きな力力力力 にな ります。。。。
はぐく

前首相 のののの鳩山氏はははは ス ローガ ンに 「「「「
友愛」」」」をををを用用用用 いま した。。。。私私私私 はははは相対す る全全全全 てを

愛愛愛愛とした いのです。 「
皆共にににに愛愛愛愛をををを 育育育育 みみみみ、、、、愛憎 のののの日無くくくく、、、、愛愛愛愛をををを抱抱抱抱きききき、、、、愛愛愛愛をををを背負 いいいい、、、、愛愛愛愛 ののののキ ュウ
ッピ ットとなり、、、、愛愛愛愛をををを届届届届けに行行行行けたら暖暖暖暖 かく素晴ら し い世界 にににに成成成成 ると思思思思え る のです。」
ひご う

今今今今 のののの国情 はははは三世代代代代より散世代 へと変変変変わり、、、、独身貴族がががが増増増増 へへへへ、、、、やが て己己己己がががが白骨拾うううう人無 しと

『六六六六かかかか所巡りりりり』 のののの大大大大

な るや もしれず、、、、また心身 のののの健康をををを害害害害 しししし、、、、非業 のののの死死死死をををを 遂遂遂遂げ る事事事事 のな いよう に、、、、暖暖暖暖 か い家族
おう じ ょう

にににに見守られ て 往 生 した いも のです。。。。今 月 のののの二十 二日ににににはははは油掛地藏尊

祭祭祭祭があります。。。。自分をををを見見見見 つめ直直直直 しししし、、、、閻魔大 王様 のののの御印をををを眉間 にににに頂頂頂頂きききき 一年間間間間 のののの制約をををを心心心心にににに刻刻刻刻 んんんん
いさ か

さ

ででででみま しょう。。。。西行法師もももも 「「「「
心心心心をををを知知知知 るは心心心心なりけり」」」」とととと言言言言 いいいい、、、、佛佛佛佛心心心心をををを忘忘忘忘れれば邪念妄念がががが芽芽芽芽

善壽界善入院油掛地藏尊

をををを出出出出します。。。。 諍諍諍諍 いを避避避避けけけけ 一日 一善 のののの努力を しましょう。。。。
二十四年 四月 一日

