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鏡鏡鏡鏡 はははは正直な り

人間 には五感があり、、、、音楽 もももも我我我我 々々々々のののの感覚 をををを刺激 します。。。。 心心心心をををを高高高高ぶら せたり、、、、
沈沈沈沈 めたり、、、、宗教もももも音楽 をををを取取取取 りりりり入入入入れ て います。。。。讃美歌 しかり、、、、仏教賛歌 しかり、、、、

し ょう

ね いろ

せんり つ

御詠歌なども法要 のののの時時時時 にににに使使使使われます。。。。我我我我がががが国国国国 のののの宗教 でも多多多多 く の法要 でででで取取取取りりりり入入入入れれれれ
ひず み

られ ています。。。。心心心心をををを鎮鎮鎮鎮 める為為為為やややや法要をををを盛盛盛盛 りりりり上上上上げ る為為為為 にににに用用用用 いられ ています。。。。
しかしながら、、、、心心心心 のののの鏡鏡鏡鏡 にににに 歪歪歪歪 がががが 生生生生 じていたと したら美美美美 し い音色 もももも美美美美 し い旋律
もももも心心心心 にににに響響響響く こと はな いでしょう。 「
鏡鏡鏡鏡 よよよよ鏡鏡鏡鏡 よよよよ鏡鏡鏡鏡さ ん世界中 でででで 一番美 し いのは誰誰誰誰
あれ」」」」とととと言言言言うううう御話がありま した。。。。皆様 もももも、、、、 も し鏡鏡鏡鏡 がががが曇曇曇曇 ったり、、、、 歪歪歪歪んだ りして、、、、
そ のまま の姿姿姿姿をををを映映映映してくれなくな ったら、、、、 いかがなも のでしょう。。。。礼節をををを保保保保 つつつつ
為為為為 には外見もももも大切 です。。。。そ のまま の自分がががが写写写写 つってこそ直直直直 しようも分分分分 かります。。。。
しかれども、、、、も っと大事な のは心心心心 のののの鏡鏡鏡鏡 です。。。。鏡鏡鏡鏡 はははは女性だけ の物物物物 ではなく、、、、人間
と して必要なななな物物物物と いえます。。。。それは人間と して の自分をををを見見見見 つめ常常常常 にににに良良良良きききき判断がががが
なお

できるよう にしておく為為為為 にです。。。。 又又又又、、、、心心心心 のののの鏡鏡鏡鏡 にににに曇曇曇曇 りが生生生生 じますと 「「「「
う つ」」」」 のののの病病病病
をををを引引引引きききき起起起起 こしやすくな る のです。。。。心心心心 のののの病病病病 はははは治治治治 りにく いのです。。。。それは心心心心 のののの鏡鏡鏡鏡 をををを
綺麗 にす る方法がががが解解解解らな いから です。。。。 一口にににに原因をををを 日常生活 のののの 「「「「
スト レス」」」」とととと
い

えんま

かたづける のは早計 です。。。。 スト レスを持持持持たな い方方方方 はははは皆無 にににに近近近近 いと思思思思われます か
らららら。。。。生生生生きききき年年年年生生生生き て我我我我 々々々々はははは皆亡くな ると、、、、閻魔 のののの庁庁庁庁 にににに往往往往きます。。。。 そ こで、、、、そ こに
り ょうぜ ん

あ る三 十 三枚 のののの鏡鏡鏡鏡 にににに生前 のののの行行行行 いが 映映映映 しししし出出出出さ れ ます。。。。 何何何何 を し てき た のか 一目
鏡鏡鏡鏡があ る限限限限りりりり」」」」閻魔大王様 にににに嘘嘘嘘嘘 はははは通用 しな いのです。。。。
瞭 然 です。。。。故故故故 にににに 「「「「
人生 のののの鏡鏡鏡鏡 のののの始始始始まりは子供 にと ってはまぎ れも無無無無 くくくく両親 です。。。。それはやが て
行行行行 くくくく道道道道 じゃ、、、、来来来来たたたた道道道道 じゃ」」」」 のののの例例例例ええええ通通通通り です。。。。 子供
自分がががが親親親親 にな るから です。 「
のののの出来、、、、不出来 はははは両親 のののの出来、、、、不出来 のののの影響がががが大大大大き いのも当然 です。。。。 子供 にと
って親親親親 はははは先生 です。。。。親親親親 のののの内 面ま で知知知知 ってしま います。。。。両親 のののの離婚問題、、、、最悪 でででで
かすが い

すすすす。。。。親親親親 はははは我我我我がががが子子子子にににに全全全全 て の姿姿姿姿をさらけ出出出出 しししし、、、、親親親親をををを見本として成長をををを促促促促 しししし、、、、立派にににに
い

つ

しゅうと

子子子子はははは 鎹鎹鎹鎹 、、、、 子子子子はははは宝宝宝宝」」」」とととと はははは今今今今 では死語にな り つつ
成育さ せる責任があ ります。。。。 「「「「
あ ります。。。。 人間と して の生活 はははは順送 り です。。。。嫁嫁嫁嫁 もももも何時 しか 姑姑姑姑 とな ります し、、、、
ま ず

逆逆逆逆 に いえば姑姑姑姑もももも嫁嫁嫁嫁 のののの時時時時があ ったと言言言言うううう事事事事 です。。。。 おおおお店店店店 にににに行行行行くと、、、、よく試食がござ
います。。。。試食がががが不味ければ、、、、誰誰誰誰もそ の製品をををを買買買買 いません。。。。見本 のののの品品品品がががが悪悪悪悪ければ
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そ の品品品品はははは売売売売れな いと言言言言うううう事事事事 です。。。。 見本 はと ても大事な のです。。。。
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