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一虚 一實
いち ご いち え

つな

一樹 のののの陰陰陰陰 一河 のののの流流流流もももも他生 のののの縁縁縁縁とととと言言言言われ て いますが、、、、 みな 「「「「一期 一會 」」」」佛様 のののの縁縁縁縁 にににに繋繋繋繋 がががが
わか

れば と思思思思 います。。。。病病病病 もももも色色色色 々々々々のののの縁縁縁縁 によりま しょう。。。。我我我我 々々々々のののの肉体をををを家屋 にににに置置置置きききき換換換換え て考考考考え て
みま しょう。。。。 よく解解解解 ると思思思思 います。。。。新築 のののの時時時時 から不具合 のののの生生生生 じた家家家家 であれば、、、、生生生生まれた
時時時時 から病病病病をををを持持持持 って いたと言言言言うううう事事事事 にな ります。。。。家家家家 もももも古古古古くなれば当然あち こちと手手手手をををを入入入入れる
おか

いんね ん いん が

必要 にせまられます。。。。我我我我 々々々々のののの身体 もももも家家家家 のリホー ムと同同同同じじじじ様様様様 にににに病病病病 にににに冒冒冒冒され てきます。。。。 そ こ
でででで医者 にかかり、、、、手当 てを してもと の身体 にして頂頂頂頂く のです。。。。おおおお釈迦様 のののの教教教教え は因縁因因因因果果果果
つな

がががが基本 です。。。。 原因があ るから結果がががが必必必必ずあ る、、、、結果があれば そ の原因がががが必必必必ずあ ると いう
よ

繋繋繋繋がり の法則」」」」
こと です。。。。私私私私 ははははおおおお釈迦様 のののの教教教教ええええ 「「「「
因縁因果」」」」と は言言言言 いかえれば全全全全 てが 「「「「
にににに因因因因 って成成成成 りりりり立立立立 って いると言言言言え ること でしょう。。。。 以前 から申申申申 しししし上上上上げ ます様様様様 にににに佛様 のののの教教教教ええええ
はははは血統 のののの繋繋繋繋がり、、、、 子子子子をををを宿宿宿宿 した時時時時 のののの宿命 から始始始始まり、、、、御先祖様 から我我我我がががが魂魂魂魂 をををを頂頂頂頂きききき此此此此 のののの世世世世 のののの
生活がががが始始始始まる のです。。。。 そして人間関係 のみに止止止止まらず、、、、あら ゆる動動動動きききき にににに繋繋繋繋がりをもち、、、、
い っき ょ

結結結結 びびびび付付付付き の作用 にににに発展す る のです。。。。
みが

ゆえ ん

我我我我 々々々々のののの 「「「「一挙 一動」」」」 はははは結結結結 びびびび付付付付き の作用 により結果がががが表表表表れる事事事事 にな ります。。。。 そ こに佛様
がががが智恵をををを磨磨磨磨きなさ いと言言言言われる所以があ る のです。。。。多多多多 く の人人人人 々々々々はははは目目目目 でででで見見見見 てててて行動をををを起起起起 しま
すすすす。。。。勿 論思考力もももも発揮 します。。。。 そ こで皆様、、、、私達 のののの目目目目 のののの前前前前 にもう 一一一一つの鏡鏡鏡鏡 をををを兼兼兼兼ねた レン
ズがあると思思思思 って下下下下さ い。。。。このレンズを通通通通るるるる時時時時 にににに 「「「「
繋繋繋繋がりを発発発発す る物物物物 にににに糸糸糸糸をををを結結結結ぶ べきか ？？？？
結結結結ぶ べき でな いか ？？？？」」」」 のののの判断をををを間違えな いよう にす る為為為為 のレンズな のです。。。。 このレンズ
あや ま

のののの役割をす る のが佛佛佛佛 のののの智恵な のです。。。。良良良良 いいいい事事事事 には繋繋繋繋がり の糸糸糸糸をををを太太太太くくくく結結結結 びびびび、、、、悪悪悪悪 いいいい事事事事 には繋繋繋繋
がり の糸糸糸糸をををを切切切切りりりり深深深深 みに ハマらな いよう に注意 してくれる のです。。。。過過過過 ちを犯犯犯犯さな い為為為為 にににに素素素素
へそ

お

晴晴晴晴ら し いレンズを身身身身 に つけ る必要がありますすすす。。。。先程 のののの話話話話 のよう に我我我我 々々々々はははは夫婦とととと成成成成 ると こ
うや ま

ろから出発 します。。。。夫婦とな り、、、、始始始始 め て太太太太 いいいい糸糸糸糸 でででで結結結結ば れやが て懐妊 しししし臍臍臍臍 のののの緒緒緒緒 をををを通通通通 しししし十十十十 ヶヶヶヶ
きえ ん

月月月月をををを母母母母 のののの胎内 でででで過過過過ご し出産 へと至至至至る のです。。。。世世世世 にににに出出出出たたたた子供 のののの出来 不出来 はははは先祖 のののの 敬敬敬敬 いに
機縁 して いるとも思思思思えます。。。。なぜならば我我我我 々々々々はははは魂魂魂魂 をををを先祖 から頂頂頂頂くから です。。。。
神佛 でな い我我我我 々々々々のののの人生 「「「「一寸先 はははは闇闇闇闇」」」」 です。。。。 どんな繋繋繋繋がりを頂頂頂頂きききき、、、、ど のよう に結結結結 べば
みが

き

え

良良良良 いのか ？？？？又又又又はははは結結結結ぶ べき ではははは無無無無 いのか ？？？？智恵をををを磨磨磨磨 くにも、、、、 人間それぞれ の努力 のののの及及及及ばざ
るるるる事事事事 もござ いま しょう。。。。 そ こで、、、、我我我我 々々々々はははは古来 より、、、、神神神神佛佛佛佛 にににに帰依 しししし、、、、大難 はははは小難 にににに小難 はははは
無難 にと供物をををを献上 してお願願願願 いいいい申申申申 しししし上上上上げ て いるわけ です。「
供養」」」」と は字字字字 のののの如如如如くくくく私私私私はははは佛様

善 入院油掛地藏尊

供供供供 え します から、、、、 この功徳をををを以以以以 って私私私私をををを□□□□
養養養養 って下下下下さ いと言言言言うううう意味 です。。。。信信信信
□□□□
にこれをお
心心心心もももも実実実実 のな る信仰として精進 しま しょう。。。。 二十四年十月 一日

