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修修修修 羅羅羅羅
あ に はか

世世世世 のののの中中中中 はははは自 分がががが居居居居な くな ったらさ ぞ困困困困 るだ ろうと思思思思う も のですが豈豈豈豈 図図図図らず も何事
とら

も

もももも無無無無 か ったか の様様様様 にににに過過過過ぎぎぎぎ去去去去 って いくもももも のです。。。。自分 のののの力力力力をををを過信 して いる訳訳訳訳 ではな いの
なげ

ですが思思思思 いこみと現実 はははは違違違違うううう事事事事がががが多多多多 いのです。。。。過去 にににに囚囚囚囚われ、、、、現在 のののの不満をををを漏漏漏漏らす者者者者
はははは未来をも嘆嘆嘆嘆くくくく可能性がががが高高高高くな ると思思思思 います。。。。今 日をををを満足にににに生生生生き てこそ、、、、明 日もももも満満満満
いや いや

足足足足にすご せると思思思思 います。。。。生活にににに満 足感をををを味味味味わう には自分 にと って何何何何がががが生生生生きが いであ
ふ

か

る のか何何何何 のののの為為為為 にと いう信念がががが必要 であります。。。。嫌嫌嫌嫌 々々々々仕事をす る方方方方とととと、、、、上手にににに仕事をす
く

るるるる方方方方と は心心心心 のののの負荷がががが大大大大きく違違違違 ってきます。。。。我我我我 々々々々のののの生活パター ンはほとんど の方方方方がががが同同同同じじじじ
繰繰繰繰 りりりり返返返返しであり、、、、新鮮なななな味味味味 にににに欠欠欠欠け てしまう のは仕方 のののの無無無無 いいいい事事事事 です。。。。逆逆逆逆 に いえば 同同同同じじじじ繰繰繰繰
が

き

りりりり返返返返しで生活 でき ること は人間と して最高 のののの仕合 せではな かろう かとととと思思思思う のです。。。。
いよう

毎度 人間ら し い生活を しま し ょうと言言言言 って いますが皆皆皆皆さ ん餓鬼 のののの絵絵絵絵 をををを見見見見たたたた事事事事 がご
のど

ざ います か。。。。骨骨骨骨 にににに皮皮皮皮がががが付付付付 いている のか、、、、皮皮皮皮 でででで骨骨骨骨をををを包包包包 ん でいる のか、、、、異様 にお腹腹腹腹だけが
ふく

ふくれ見見見見るも無残なななな姿姿姿姿 です。。。。喉喉喉喉がががが極極極極 めめめめ てててて細細細細くくくく、、、、食食食食 べべべべ物物物物をををを十分取 るるるる事事事事が できな いから でででで
すすすす。。。。腹腹腹腹 はははは想像妊娠とととと同同同同じで希望をををを叶叶叶叶えた いと いう気気気気 でででで膨膨膨膨らんでいるだけな のです。。。。
だ から餓鬼 にににに成成成成 ると常常常常 にににに空腹 でイライラ の精神状態がががが続続続続 いてしまう のです。。。。実際我 々々々々
もももも腹腹腹腹がががが減減減減 るとイライラしてきます。。。。 そして時時時時 には八八八八 つつつつ当当当当たりをす るよう にな ります。。。。
おち い

そうな ると物事をををを正常 にににに考考考考え る力力力力がががが欠如 してきます。。。。餓鬼界界界界 にににに堕堕堕堕ち ると人間もももも全全全全くくくく同同同同
し ゃば

じじじじような状態 にににに 陥陥陥陥 るるるる のだと思思思思 います。。。。佛教 では六道 のののの教教教教えがあります。。。。私私私私 はははは六道 をををを
見聞 していませんが、、、、先 人 のののの書書書書 かれたも のを見見見見 てててて娑婆世界とととと照照照照ら し合合合合わ せれば何何何何とな
くくくく理解 できそうな気気気気が します。。。。
人間 はははは利害関係 にににに生生生生き て いると思思思思 っています。。。。例例例例えば平和論をををを唱唱唱唱え る方方方方がががが見見見見え ると
し ゅら

します。。。。それは平和にににに成成成成 ることが皆無 にににに近近近近 いから私私私私 はははは成成成成 りりりり立立立立 つと思思思思 います。。。。現実 にににに平平平平
ど

こ

和和和和 であればわざわざ 唱唱唱唱え る必要がな いから です。。。。しかしながら世界 のののの何処 かで修羅場場場場
があり、、、、常常常常 にににに何処かで地獄があり、、、、餓鬼 がおり、、、、修羅がががが活躍 しししし、、、、六道 のののの地位 から脱脱脱脱すすすす
ぜ せ い

かくり ょう

るるるる事事事事がががが非常 にににに難難難難 し いのです。。。。六道 がががが存在す る限限限限りりりり、、、、夢夢夢夢とととと現実 はかけ離離離離れ て います。。。。格格格格
て いし ょう

かんた ん

差差差差をををを是 正しようと 閣 僚 もももも叫叫叫叫 びますが我我我我 々々々々はははは生生生生まれた時時時時 から地位 のののの格差があ ります。。。。
え い こ せ いす い

こ の問題もももも 提 唱 す る こと は簡単 ですが解決す るにはははは無 理があ るとととと思思思思 います。。。。御存 じじじじ
のののの如如如如くくくく栄枯盛衰 はははは世世世世 のなら いな のです。。。。しかしながら信仰 はははは違違違違 います。。。。おおおお釈迦様 のののの時時時時
代代代代 から現在 にににに至至至至 っても地位 にににに関係なく皆平等 であるから ですすすす。。。。おおおお彼岸がきます。。。。私達
はははは先祖 から の血統をををを変変変変え ること はできません。。。。先祖 のののの供養を して自分 のののの生生生生きざ まを先先先先
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祖祖祖祖 のののの方方方方 々々々々にお見見見見せしま しょう。。。。喜喜喜喜ばれるよう に。。。。血縁 のあ る方方方方 はははは皆大事なななな のです。。。。
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