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重重重重 きききき 心心心心

はか

三月ともなれば春春春春 のののの花花花花がががが咲咲咲咲きききき始始始始めめめめ、、、、自然界 のののの芽吹きききき にににに目目目目をををを奪奪奪奪われるよう にな ります。。。。とととと共共共共にににに我我我我 々々々々のののの
生活もももも季節 のののの移移移移 りりりり変変変変わりで、、、、卒業、、、、進級、、、、 又又又又、、、、職場 のののの移動とととと心機 一転をををを 図図図図 るるるる月月月月 であり、、、、期期期期待待待待 にににに希望

ご んしゅ

つな

をををを抱抱抱抱くくくく月月月月 でもあります。。。。又又又又、、、、亡亡亡亡くなられた御先祖 にと っては、、、、おおおお彼岸をををを迎迎迎迎えます。。。。日本 のののの寺寺寺寺 々々々々では彼彼彼彼

け いい

そな

や しな

岸法要がががが嚴修されます。。。。例例例例ええええ分家 であ っても本家 にににに繋繋繋繋 がり のあ る先祖が みえ るでしょう。。。。 一族と し

ゆ

ててててのののの繋繋繋繋がりに敬意をををを表表表表 した いも のです。。。。供養 はははは字字字字 のののの如如如如くくくく、、、、供供供供えれば 養養養養 われる。。。。故故故故 にににに、、、、先祖供養 はははは御御御御
先祖 のののの為為為為 でもあり、、、、我我我我がががが身身身身 のののの為為為為 でもあります。。。。供養 はははは往往往往くくくく魂魂魂魂とととと残残残残 るるるる魂魂魂魂 のののの深深深深 いいいい関係 です。。。。
い つ

ど こ

ふりょ

そうぐう

今年 にににに成成成成 ってアルジ ェリアでテ ロによる殺害、、、、グ アムではははは無差別殺人、、、、エジプトではははは気球 のののの爆発 でででで
死亡。。。。誰誰誰誰 しも何時 ・・・・何処 でででで不慮 のののの災難 にににに遭 遇 してしまう のか、、、、 予知能力 のののの無無無無 いいいい我等 です。。。。常常常常 にににに先祖
にににに成成成成 るるるる可能性をををを秘秘秘秘めた暮暮暮暮ら しな のです。。。。しかし死死死死ねば即即即即、、、、先祖とととと成成成成 って供養をををを して頂頂頂頂ける ののののかかかか頂頂頂頂けな
残残残残 した財産 のののの有無 にににに関係無 くくくく」」」」
。。。。財産分与 のののの事事事事 でででで激激激激 しく争争争争 いいいい、、、、兄弟 はははは分裂 しししし供養
いのか。。。。もちろん、、、、「「「「
のののの対象 から外外外外され てしま った先祖も います。。。。我我我我 々々々々のののの肉体 には鬼鬼鬼鬼 がががが住住住住んで います。。。。鬼鬼鬼鬼がががが暴暴暴暴れれれれ出出出出すすすす時時時時、、、、地地地地
ど う

獄獄獄獄 のののの苦苦苦苦 しみを味味味味わう事事事事 にな る のです。。。。親親親親がががが 子子子子にににに教教教教え る のは物質依存 でなく魂魂魂魂 のののの伝 承が でき て いるか
如何 かと言言言言うううう事事事事 です。。。。水水水水 はははは器器器器によ ってそ の姿姿姿姿をををを変変変変えますが水自体 には形形形形がありません。。。。我我我我 々々々々はははは水水水水とととと同同同同

□□□□

い

縁縁縁縁 によ って生活 しししし、、、、□□□□
縁縁縁縁 によ って滅滅滅滅 していく のです。。。。 万人生まれ
じよう に、、、、 縁縁縁縁 によ って生生生生まれ、、、、□□□□
れば 万人必ずずずず 死死死死にます。。。。ですがそ の死死死死にににに様様様様がががが、、、、次次次次 のののの生生生生きききき様様様様 にににに続続続続 いていく のだ から大変 です。。。。亡亡亡亡くなら
れた方方方方 のののの命命命命がががが次次次次 のののの世世世世にににに、、、、よりよ い形形形形 でででで与与与与えられるよう に努努努努める事事事事がががが先祖をををを敬敬敬敬うううう事事事事 であり、、、、子孫をををを愛愛愛愛すすすす
るるるる事事事事 ににににな ると思思思思 います。。。。です から残残残残された遺族 はははは五十年間間間間はははは追慕 のののの感情をををを維持 しししし、、、、追恩 のののの供養をして
おだ

しゅうえ ん

し ょう じ ょう む く

あ かし

頂頂頂頂きた いのです。。。。孟子もももも同同同同じじじじ様様様様なななな事事事事を い ってみえます。。。。私私私私もももも泥泥泥泥まみれに汚汚汚汚れた人生 であ っても、、、、生生生生まままま
れた時時時時 のののの白白白白 いいいい心心心心、、、、静静静静 かで穏穏穏穏や かな 終 焉 をををを迎迎迎迎えた いと願願願願 っています。。。。白白白白 はははは 清 浄 無垢 のののの 証証証証 です から。。。。
話話話話 はははは変変変変わりますが今今今今 のののの社会 はははは権利 のののの主張とととと精神面 のののの貧弱がががが相相相相ま って色色色色 々々々々なななな問題をををを起起起起 しています。。。。
そ の昔昔昔昔、、、、聖徳太子 のののの時代 はははは太 子がががが制定されました十七条 のののの憲法 でででで充分社会生活をす る上上上上 でででで問題がな か
ぼ うだ い

った のだとととと思思思思 います。。。。それが人間 のののの不都合 から現在 では 一般 のののの人間がががが読読読読もうともしな い、、、、又又又又、、、、出来なななな
いよう に膨 大 なななな法律 にな ってしま いま した。。。。法法法法 にににに因因因因 って縛縛縛縛ららららなく てはま っとうな生活が できな いとととと
いう事事事事 でしょう。。。。人間として恥恥恥恥ず かし い事態 であり、、、、悲悲悲悲 し い事事事事 です。。。。 一例をををを挙挙挙挙げ れば悪悪悪悪 いいいい事事事事をす る人人人人
間間間間が いるから警察がががが必要にな るわけ です。。。。世世世世 のののの中面白 いも ので、、、、
個個個個 々々々々のののの判断がががが自 己 のののの防衛 にかたより、、、、
依依依依 りりりり良良良良 いいいい社会生活をををを営営営営 むむむむ為為為為 には家庭がががが重要 です。。。。
それぞれが納得 できなければ裁判 にににに発展す る のです。。。。
善善善善 とととと
悪悪悪悪 のののの判断がががが出来 るよう に教育 ををををしま
○○○○
○○○○
家庭 から生活 のルー ルが始始始始まるから です。。。。です から家庭 でででで
しょう。。。。教育と いう のは教教教教えた事事事事がががが良良良良くくくく育育育育 ってこそ初初初初 めて実実実実 りがあります。。。。格家庭がががが良良良良くなれば社会

す べか

ど う

はははは必然的 にににに良良良良くな る事事事事 でしょう。。。。
今今今今やややや教育す る立場 のののの指導者がががが体罰をををを加加加加えた事事事事 でででで大大大大きな問題とととと成成成成 って

善 壽 界 善 入 院 油 掛 地藏 尊

います。。。。 須須須須 らく良良良良くくくく育育育育 てるとは如何すれば良良良良 いのかかかか、、、、良良良良くくくく考考考考ええええ てみま しょう。。。。
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