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心配 して いた雨雨雨雨もももも上上上上がり、、、、油掛地藏様 のののの 「「「「
六道 巡りりりり」」」」大祭をををを無事盛大 にににに終終終終え る事事事事が できま し
くら

ただ

ぼ んぶ

たたたた。。。。心心心心より御礼申 しししし上上上上げ ます。。。。空海大師 はははは 「「「「
人人人人はははは
生生生生 ず るが故故故故 にににに人生 とととと言言言言 いいいい、、、、凡夫 はははは善悪
○○○○人人人人 より○○○○
こ け

ま こと

にににに盲盲盲盲 くくくく、、、、因果有 るを信信信信ぜず、、、、但但但但眼前 のののの利利利利をををを見見見見、、、、何何何何ぞぞぞぞ地獄 のののの火火火火をををを知知知知らん」」」」とととと申申申申されま した。。。。聖徳太
こ

子子子子 のののの遺 語にににに 「「「「
世間 はははは虚仮 にして、、、、唯唯唯唯 佛佛佛佛 のみ是是是是れれれれ 真真真真 な り」」」」ととととあります。。。。聖徳太 子 のののの御 一生をををを思思思思ええええ
すす

いにしえ

のり

かく

ただ

ばばばば、、、、そ の御苦労をををを佛教 にににに傾注す ること で打開をををを求求求求 められた のでしょう。。。。十七条 のののの憲法 にににに 「「「「
悪悪悪悪をををを懲懲懲懲らららら
しししし善善善善をををを勧勧勧勧 むるは、、、、 古古古古 のののの良良良良きききき典典典典な り。。。。 ここを以以以以 って人人人人 のののの善善善善をををを匿匿匿匿さず、、、、悪悪悪悪をををを見見見見 ては必必必必ずずずず匡匡匡匡す べし。。。。
もと

悪悪悪悪 いいいい事事事事を しようとす る人人人人
又又又又。。。。信信信信 はこれ義義義義 のののの本本本本なり。。。。事事事事ごとに信信信信あ るべし」」」」と の条文があります。 「
し つけ

には注意を し、、、、間違 った事事事事をさ せな い。。。。善善善善悪悪悪悪 のののの判断 はははは信信信信 によるから。」しかしながら今今今今やややや注意 した
がががが為為為為 にににに親親親親がががが子子子子にににに殺殺殺殺されたり、、、、 躾躾躾躾 と いう名目でででで親親親親がががが子子子子をををを殺殺殺殺 したりと思思思思わぬ事態をををを招招招招 いて います。。。。思思思思
みんな敵敵敵敵、、、、友達がががが欲欲欲欲 し い、、、、
いいいい出出出出す のは秋葉原 でででで起起起起きた十七人 のののの殺傷事件 です。。。。 犯人 のののの青年がががが 「「「「
な んびと

本当 のののの友達がががが欲欲欲欲 し い」」」」とととと書書書書きききき残残残残 して いま した。。。。折角佛縁をををを頂頂頂頂 いて此此此此 のののの世世世世 にににに生生生生をををを受受受受けけけけ、、、、 人生街道 をををを
歩歩歩歩 むも、、、、苦渋にににに悩悩悩悩むむむむ青年 のののの心心心心をををを癒癒癒癒 しししし導導導導 いてや る人材もももも場所もな か った事事事事をををを残念 にににに思思思思 います。。。。何 人もももも
こう は い

よ

私達 はははは佛縁 にににに随随随随 って生生生生まれ、、、、佛縁をををを頂頂頂頂 いて死死死死ぬと いう のに。。。。や はり人生 はさまざ ま です。。。。 そして
し ょうち ん

さだ

あ

まさ

多多多多 く の人人人人ははははまた六道 にににに生生生生まれる事事事事 にな る のでしょう。。。。空海大師様 はははは 「「「「
物物物物 のののの興廃 はははは必必必必ずずずず 人人人人にににに由由由由 るるるる、、、、
め いわく

わざ わ い

こおむ

ひぼ う

人人人人 のののの昇 沈 はははは定定定定 んで道道道道 にににに在在在在 りりりり」」」」とととと言言言言われました。。。。正正正正しく、、、、善悪をわきまえ、、、、清清清清く ・正正正正しく ・美美美美 しく
ち ゅう し ょう

うそ

こう しゅう

誹謗
であります。。。。人様 にににに迷惑をををを掛掛掛掛ければ自分もももも 禍禍禍禍 をををを 被被被被 るるるる事事事事 になります。。。。例例例例えば、、、、おおおお経経経経 によれば 「「「「

中 傷 したり、、、、嘘嘘嘘嘘をををを言言言言 っているとととと 口臭 のヒドイ人間にににに生生生生まれる」」」」とあります。。。。 口 臭 はと ても気気気気 にににに
成成成成 るるるる問題 です。。。。新聞 のののの広告 にもよく でて いますが、、、、思思思思わぬと ころに原因があ るも のです。。。。心当たたたた
りがお有有有有 り の方方方方、、、、私私私私もももも含含含含 めめめめ皆様注意をををを しま しょう。。。。 人生 はははは、、、、 この様様様様 にににに思思思思わぬと ころに問題がががが潜潜潜潜 んんんん
そうぐう

で いるよう です。。。。 一言 いえば、、、、 一一一一つつつつ動動動動けば、、、、○○○○縁縁縁縁をををを結結結結 びに走走走走 りりりり出出出出され てしまう のです。。。。 そして、、、、思思思思
わぬ結果にににに遭 遇 しししし、、、、苦難 のののの道道道道 をををを歩歩歩歩 む ことにもなりかねません。。。。交通
けんさ ん

事 故 ではな いですが注意 一秒ケガ 一生 とととと言言言言うううう事事事事 にもな りかねま せ
ん ので御用心あれ。。。。真善美 のののの研鑽をををを積積積積 みま しょう。。。。今年もももも六道 をををを巡巡巡巡
ま いしん

だ っき ゃく

られた方方方方。。。。六道 のののの意味をかみしめ てててて 一年 のののの反省を し、、、、少少少少しでも人間
すな わ

くら

と して恥恥恥恥じる事事事事 のののの無無無無 いよう に、、、、 正道 をををを邁進 しししし、、、、六道 から の脱 却 をををを
目指 していきま しょう。。。。論語にににに曰曰曰曰くくくく 「「「「
学学学学 び て思思思思わざ れば 則則則則 ちちちち罔罔罔罔 しししし」」」」
もんもん

もくぎ ょ

とととと、、、、学学学学 んだよう に自信をををを以以以以 って行動す ること でしょう。。。。しか言言言言うううう物物物物
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のののの私私私私もももも悩悩悩悩 みみみみ悩悩悩悩 みみみみ悩悩悩悩 みみみみ時時時時 にににに悶悶悶悶 々々々々と して読経すれば、、、、木魚 のののの音音音音をををを聞聞聞聞くくくく娘娘娘娘
にににに心心心心をををを悟悟悟悟られる。。。。ななななおおおお苦苦苦苦 し いかな。。。。
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