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流流流流れを知知知知 るるるる

川川川川 のののの流流流流れれれれににににもももも源流あり、、、、小川から大河 にににに変変変変わ るよう に、、、、何事もももも大大大大きく成成成成 るには徐徐徐徐 々々々々にそ の姿姿姿姿をををを

すく

変変変変え てき ています。。。。テ レビでもよく川川川川 のののの源流をををを訪訪訪訪ねる番組をををを取取取取りりりり上上上上げ て います。。。。源流 のののの水水水水 はははは 一滴
一滴をををを両手でででで受受受受けけけけ取取取取 るるるる事事事事がががが出来ます。。。。当地 のののの矢作川はそれ程大きな川川川川 でもな いが下流 でででで両手にににに掬掬掬掬
え る水量 はははは百万分 のののの 一一一一にも満満満満たな いでしょう。。。。このよう に水水水水 のののの 一滴がががが流流流流れれれれ流流流流れ て大河 になります。。。。
我我我我 々々々々もももも、、、、小小小小、、、、中中中中、、、、高高高高、、、、大大大大、、、、とととと学問をををを勧勧勧勧 めめめめ、、、、人間と しての教養をををを身身身身 に つけます。。。。多多多多 く の事柄 はゼ ロ
、、、、清流 のまま で河 口にににに流流流流れれれれ出出出出ることは
から出発 します。。。。我我我我らららら大志をををを抱抱抱抱くも 「「「「
初心忘 るるるるべべべべからず」」」」
難難難難 し いも のです。。。。水水水水がががが濁濁濁濁 ってくる のは我我我我 々々々々人間 のののの生活汚染 です。。。。 一度汚れた水水水水をきれ いな水水水水 にす
る のは至難 のののの事事事事 です。。。。同同同同じじじじ様様様様 にににに我我我我 々々々々もももも身身身身 にににに付付付付 いた汚汚汚汚れれれれをををを落落落落とす事事事事 はははは非常 にににに難難難難 し いのです。。。。原点 ルルルル

年頃御釈迦様がお開開開開きに成成成成られま した。。。。尋尋尋尋ぬぬぬぬ
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ー ツを大切にしなく ては いけません。。。。信仰ととととはははは汚汚汚汚れを落落落落ととととしししし、、、、汚汚汚汚さな い努力をす ること です。。。。
当然、、、、仏教 にも流流流流れがあります。。。。仏教 はははは

れば仏教 のののの源流 は ヒンズー教教教教 にな る のでしょう。。。。中国 では孔子がががが亡亡亡亡くな った頃頃頃頃 です。。。。おおおお釈迦様がががが

せ いめ いおう

ほんや く

く ま ら じ ゅう

きんめ い

年頃にににに聖徳太 子がががが法隆寺をををを建立 しま した。。。。
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年年年年ご ろです。。。。日本 には宣化三年 （（（（
欽欽欽欽 明明明明七年説あり））））五三八年
AD400

せんか

亡亡亡亡くなられる少少少少 しししし前前前前 ヨー ロッパ ではソクラテツが亡亡亡亡くな って います。。。。中国にににに伝来 してきた仏教 のののの

くだら

経典をををを翻 訳 した鳩摩羅什 でででで
百済 のののの聖聖聖聖 明 王から仏典とととと仏像がががが贈贈贈贈られま した。。。。

年年年年
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年年年年 です から、、、、仏教がががが伝来 して
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日本 でででで最古 のののの寺院 です。。。。都都都都がががが平安京 にににに遷都されるま でででで奈良 には法相宗 ・・・・三論宗 ・・・・華厳宗 ・・・・律宗等
がががが栄栄栄栄え て いました。。。。 天台 のののの最澄、、、、真言 のののの空海がががが入唐 した のが

年年年年、、、、道 元禅師 はははは
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年年年年 にににに開宗、、、、平安 ・・・・鎌倉 ・・・・江戸とととと仏教 のののの興隆がががが続続続続きました。。。。
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二五〇〇〇〇余年もももも経経経経 てから の事事事事 です。。。。法然上人がががが念仏門をををを開開開開 いた のが
永平寺 にににに招請される、、、、 日蓮 はははは

そして、、、、 これら の宗派がががが誕生 しま した。。。。宗祖 にににに成成成成られた各祖師様 はそれぞれ の思想概念 にににに則則則則りりりり、、、、
自分自身 にににに照照照照ら し合合合合わせた布教をされた のです。。。。それは各自 のののの心身 のののの健康とととと来世 への往生極楽 にににに

つち か

うな が

あ ったと思思思思 います。。。。 そ の方法をををを各祖師上人がお示示示示しになられた のです。。。。私達 はははは約束 した事事事事やややや社社社社

おろそ

会生活 のルー ルは守守守守 りりりり、、、、苦難 にも耐耐耐耐え し のぶ心心心心をををを 培培培培 いいいい、、、、智恵 のののの啓発をををを 促促促促 しししし、、、、人間としての
せんたく

素養 はははは仏教徒 でででで無無無無く ても身身身身 に つけるべき でしょう。。。。 世世世世 のののの中便利 になりすぎ、、、、気配りが 疎疎疎疎 かに
な りま した。。。。例例例例えば、、、、命命命命 のののの水水水水もももも、、、、井戸水 から水道 にな り、、、、使使使使 いほうだ い、、、、井戸水 のののの時時時時 はははは洗 濯 もももも
大変 でした。。。。日常生活もももも、、、、電気 のののの御蔭 でででで使使使使 いいいい放題 （（（（
掃除機 ・・・・洗濯機 ・・・・冷蔵庫 ・エア コン等等等等、、、、オー
ルルルル電化がががが売売売売りりりり物物物物））））です。。。。昨年 のののの地震 でででで分分分分 か った、、、、ゴ ミ の処理問題。。。。仏教 のののの思想 から大大大大きく外外外外れ て

も った いな い」」」」がががが仏教 のののの基本 であると
います。。。。私私私私はははは物物物物す べて、、、、再再再再生生生生 して生生生生 かす事事事事をををを理念 にににに 「「「「

善壽界善入院油掛地藏尊

思思思思 って います。。。。今年 のののの本 四国巡錫 はははは 「「「「
真心とは」」」」を ス ローガ ンに満願をををを目指 します。。。。
二十四年六月 一日

