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もろもろ の
先月号 のののの鏡鏡鏡鏡 に ついて少少少少 しししし付付付付けけけけ加加加加えますと、、、、増谷文文文文雄雄雄雄師 訳 『『『『正 法 眼 藏 のののの古鏡 』』』』にににに 「「「「
さとり

せ つな せ つな

仏祖がががが伝伝伝伝ええええ受受受受けけけけ、、、、保持 しししし、、、、また つたえ るも のは古鏡 である。。。。それは い つでも、、、、おな じ面面面面をう つし、、、、
た いどう

おな じ姿姿姿姿 をう つし、、、、 おな じ 証証証証 をう つしだす。」とととと、、、、刹那刹那 のののの変化をををを正直 にににに映映映映 しししし出出出出すすすす鏡鏡鏡鏡 はははは我我我我 々々々々
のののの精進す る姿姿姿姿 をををを確 認す る のにかかす ことが できな いもももも のです。。。。松原泰道 師師師師 はははは 「「「「
私達 はははは鏡鏡鏡鏡 をををを見見見見るるるる
と い って いるも のの、、、、実実実実 はははは鏡鏡鏡鏡 から みられ ている のです。。。。鏡鏡鏡鏡 から受身 にににに見見見見られ ているから、、、、私達 はははは
み ょうき ょう し す い

自分 のののの顔顔顔顔 のののの汚汚汚汚れが見見見見ええええ自分 にににに気気気気づき、、、、 はじめて自分がががが見見見見え る」」」」 のであ ると言言言言 ってみえます。。。。
禅禅禅禅 では 「「「「明 鏡 止水」」」」と いう言葉があります。。。。 そ の意意意意とす ると ころ心心心心 のののの鏡鏡鏡鏡 はははは常常常常 にににに明明明明るく、、、、水水水水 はははは
常常常常 にににに止止止止まる事無 くくくく流流流流れれれれ、、、、心心心心はははは常常常常 にににに無心 であり、、、、心心心心はははは常常常常 にににに無色透 明がよ い。。。。なぜならば、、、、事事事事 のののの判断
なおか

にににに狂狂狂狂 いを生生生生 じさ せな いがためな り。。。。例例例例えば、、、、心心心心がががが汚汚汚汚れれれれ黒黒黒黒くなれば腹黒 いと いわれ信用をををを失失失失す るこ
にな

とになります。。。。勝 手ながら、、、、私私私私はははは鏡鏡鏡鏡 が しゃべり、、、、美点、、、、悪点をををを指摘 してくれ、、、、尚且 つつつつ、、、、修 正す る
方法をををを教教教教え てくれたら最高 でででであ ると思思思思 います。。。。又又又又、、、、そんな鏡鏡鏡鏡 のののの役割をををを担担担担う のが僧侶 のののの仕事 のののの 一一一一つつつつ
でででではな かろう かと思思思思 って います。。。。鏡鏡鏡鏡 はははは佛様 のののの法力 のののの 一一一一つです。。。。諸難 にににに立立立立ちちちち向向向向かう諸 人 のののの相談 にににに
ぶ つごう

に ょぜ が も ん

ののののりりりり解決 のののの方法 （（（（
のののの 一端））））をををを導導導導 いて下下下下さ った のがお釈迦様 であり、、、、 「「「「
釈迦 のののの説法」」」」 であ ったとととと思思思思
い っち ょう い っせき

おおおお経経経経」」」」 のののの佛告 ・・であり、、、、如是我聞 ・・・にな っているとととと思思思思 います。。。。
います。。。。 それが 「「「「
「「「「一朝 一夕 」」」」にににに人生をををを歩歩歩歩めたらどんな に仕合 せな事事事事 でしょう。。。。人間ははははおおむね心心心心をををを媒体ととととししししてててて
行動を していると思思思思 います。。。。潜在意識 のののの問題もありますが、、、、時時時時と して無意識 のののの内内内内 にににに行動 してしま
うううう事事事事もももも多多多多 々々々々あります。。。。信心もももも無意識 のののの信心にま で発展 しませんと ほんとう に身身身身 にににに付付付付 いた真真真真 のののの信心
とは言言言言えな いかもしれません。。。。御存 じ の如如如如くくくく心心心心と いう字字字字 はそれぞれがががが四四四四 つつつつ重重重重な り合合合合うううう事無くくくく出来
つか

○○○○
○○○○
中中中中○○○○
心心心心 はと考考考考えれば当当当当 にににに
心心心心 がががが
て います。。。。誠誠誠誠 にににに心的作用とととと同同同同じで掴掴掴掴 みど ころ の無無無無 いいいい字字字字 です。。。。人間 のののの
ゆえ ん

しんじ つじんじん

も ん ぜ じ ん じん

と くも ん ぜ

○○○○
○○○○
中中中中 とととと
心心心心 をををを結結結結 べば○○○○
忠忠忠忠 とととと
そ の位置をををを占占占占 めております。。。。人間がががが感情 のののの動物と いわれる所以でしょう か。。。。
き ょう

な り、、、、まさ に誠誠誠誠をををを司司司司 っていく運運運運びを して いかなく ては いけません。。。。真 実 甚 深深深深、、、、聞是甚深深深深、、、、得 聞是是是是

経経経経 、、、、とととと先徳諸氏 のお言葉やややや物事 のののの内容をををを聞聞聞聞きききき取取取取 るるるる耳耳耳耳 のののの力力力力をををを養養養養う ことがががが必要だだだだとととと信信信信 じております。。。。
あ る本本本本 にににに興味深深深深 いいいい話話話話がありました。。。。それは再建 のののの神様と いわれた大山梅雄氏 のののの話話話話 にににに 「「「「
弁護士がががが学学学学
んだ法律もももも、、、、検事がががが学学学学 んだ法律もももも、、、、判事がががが学学学学 んだ法律もももも全全全全 てててて同同同同じであ る。。。。と ころが、、、、ある罪罪罪罪をををを犯犯犯犯
した被告 にににに対対対対しししし、、、、検事 はははは死刑をををを求刑 しししし、、、、判事 はははは無期懲役をををを判決 しししし、、、、弁護士はははは無罪をををを主張す る。。。。 つつつつ
な る ほど

まり同同同同じじじじ事象 にににに対対対対して、、、、当人 のののの受受受受けけけけ取取取取りりりり方方方方 によ って全全全全くくくく違違違違 ったも のにな ると いう ことだ」」」」と いうううう
おおおお話話話話。。。。成成成成 程程程程 一生懸命勉強 して司法試験 にににに受受受受 か った人達 でも意 見がががが分分分分 かれ てしまうと いう こと で
すすすす。。。。世世世世 のののの中中中中、、、、同同同同じじじじ五感をををを持持持持 った人間はははは存在 しな いと思思思思 った方方方方がががが良良良良 いのかもしれません。。。。とにかく

善壽界善入院油掛地藏尊

五感をををを磨磨磨磨きききき自 己 のののの責任 にににに於於於於 いて他他他他 のののの人人人人 々々々々にににに迷惑をかけな いいいいよう に生活 した いも のです。。。。
二十四年八月 一日

