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おおおお経経経経 ににににはははは、、、、人人人人をあなどるような心心心心をもちません、、、、嫉嫉嫉嫉 みみみみ心心心心をををを起起起起 しません等等等等、、、、自 己をををを満 足さ せる
すす

為為為為 のののの欲心はははは起起起起さな い様様様様 にににに 戒戒戒戒 め て います。。。。 しかし、、、、善根功徳をををを積積積積 みた いと思思思思 いいいい努力す る のも欲欲欲欲
心心心心 です から、、、、無欲をををを勧勧勧勧 めるも のではありません。。。。私私私私 はははは、、、、心心心心はははは心心心心 のののの中中中中 にも心心心心がががが存在す ると思思思思 って
あ

ことご と

わざ わ い

め あき

すな わ

みち

います。。。。そして、、、、心心心心がががが正正正正し い反応ををををす るよう に心心心心 の コント ロー ルを してほし いと思思思思 っています。。。。
空海大師様 はははは 「「「「
心暗きききき時時時時 はははは即即即即ちちちち遇遇遇遇うううう所所所所 悉悉悉悉 くくくく 禍禍禍禍 な り、、、、眼眼眼眼明明明明ら かなれば 則則則則 ちちちち途途途途 にににに触触触触れ て皆宝
な り」」」」とととと、、、、 又又又又沢庵 はははは 「「「「
心心心心 こそ心迷わす心心心心なれ、、、、心心心心にににに心心心心、、、、心心心心ゆるすな」」」」とととと言言言言うううう。。。。人間には 「「「「
善善善善 のののの
魂魂魂魂 とととと悪悪悪悪 のののの魂魂魂魂 がががが存在 して います」
。善善善善とととと悪悪悪悪 のののの魂魂魂魂 がががが常常常常 にににに争争争争 って いる のです。。。。悪悪悪悪 のののの心心心心がががが勝勝勝勝 った時悪 のののの
む しば

魂魂魂魂 はしてや ったりと喜喜喜喜びびびび、、、、善善善善 のののの魂魂魂魂 はやられたと悲悲悲悲 しむ のです。。。。しかし、、、、悪悪悪悪心心心心はははは恐恐恐恐ろし いですよ、、、、
しんじ つ

こ け

とんじん

ぼ ん のう

シ ロアリが家家家家 をををを食食食食 い つぶ し てしまう様様様様 にににに、、、、我 々のののの心身 をををを 蝕蝕蝕蝕 ん で いく のです。。。。 法然 上 人様様様様 はははは
し ょうね ん

こ け しん

むさぼ り

わか

やす

「「「「
真実と いう は、、、、もろもろ の虚仮 のののの心心心心 のののの無無無無きを言言言言うなり、、、、虚仮と いう は、、、、貪瞋等等等等 のののの煩悩をををを起起起起 しししし
ぼうり

むさぼ

しん い

てててて、、、、 正 念 をををを失失失失うを、、、、虚仮心心心心とととと釋釋釋釋すな り」
。とおう せになりま した。。。。 （（（（貪貪貪貪 ））））とは解解解解 りりりり易易易易 くくくく言言言言ええええ
あ いはん

け んか い

いだ

ばばばば暴利をををを 貪貪貪貪 るるるる事事事事 であり、、、、欲欲欲欲 のみ深深深深くくくく際限なく物物物物をををを欲欲欲欲 しがる心心心心をさ します。 （
瞋恚））））とは自分 にににに
はず

貪瞋」」」」にににに負負負負 けけけけ、、、、自分
相 反す る見解をををを抱抱抱抱くくくく者者者者 にににに対対対対 して怒怒怒怒りをあらわす心心心心を いいます。。。。要要要要す るに 「「「「
勝 手なななな欲望をををを満満満満たす為為為為 にににに人人人人と して の道道道道 をををを踏踏踏踏 みみみみ外外外外すすすす事事事事 はす るなと言言言言うううう事事事事 です。。。。自分 のののの為為為為 にではな
くくくく、、、、あらゆる人 々のののの仕合 せを願願願願 いやさ し い言葉、、、、やさ し い態度 でででで接接接接 しししし平和をををを願願願願う こと でしょう。。。。
じ ゅくり ょ

そ の為為為為 には時 々のののの心心心心 のののの運運運運びびびび方方方方 にににに気気気気をををを配配配配 るるるる事事事事がががが必要 です。。。。皆共にににに善縁をををを結結結結 べるよう に手手手手をををを取取取取りりりり合合合合
って悪縁をををを結結結結ぶぶぶぶ事事事事 にににに成成成成らな いよう に熟 慮 をををを重重重重ねた上上上上 でででで行動をををを しなければとととと思思思思 います。。。。
あるテ レビ番組をををを見見見見 てててて いて驚驚驚驚 いた事事事事があります。。。。フラ ンス人人人人と モンゴ ル人人人人 のののの御夫妻 にににに食事をををを
す る時時時時 ににににはははは何何何何とととと言言言言 って食食食食 べべべべ始始始始 めます かと聞聞聞聞 いたと ころ、、、、言言言言うううう言葉がががが無無無無 いいいいとととと言言言言う のです。。。。私私私私はビ
そま つ

ックリしま した。。。。 「「「「
頂頂頂頂きます」」」」 はははは他他他他 のののの生命 をををを犠牲 にしな いと食事がががが出来な いことから、、、、 手手手手をををを合合合合
わ せ絶 対粗末 にしません有難うと いう気持ちを表現す る言葉 でででであ ると思思思思 っています。。。。この心心心心をををを
表現す る言葉 のののの無無無無 いいいい国国国国があるとは想像 していませんでした。。。。ただ、、、、言葉があるから良良良良く て、、、、言言言言
ほ

葉葉葉葉がががが無無無無 いから悪悪悪悪 いと言言言言うううう事事事事 ででででははははありません。。。。内容がががが伴伴伴伴わなければ意味 のな いこと です。。。。食事をををを
残残残残すすすす 日本人がががが多多多多 いそう です。。。。 マータイ女史 にも褒褒褒褒 め て頂頂頂頂 いた 「「「「
も った いな い」」」」のののの精神がががが少少少少しう
も った いな い」」」」をををを思思思思 いいいい起起起起
すれ てきた のでしょう か？？？？ 私達 はははは消費経済 のののの暮暮暮暮ら しでででで忘忘忘忘れ ていた 「「「「
こし、、、、物物物物 のののの大切ささささ尊尊尊尊さを家族 でででで味味味味わう様様様様 にしなく ては、、、、それ こそバチがあたります。。。。今今今今、、、、バチ
や から

あたりな 「「「「
サギ」」」」事件がががが多 発 して います。。。。『『『『母親 はははは 「「「「
も った いな い」」」」がだま しよ い』』』』とととと言言言言うううう言言言言
ひんぱ ん

葉葉葉葉がありますが、、、、 そ の通通通通りりりり、、、、母親をだま して多額 のののの現金をををを手手手手にににに入入入入れる 族族族族 が いる のです。。。。注意

善 入院油掛地藏尊

をををを呼呼呼呼びびびび掛掛掛掛け ているにもかかわらず事件 はははは頻繁 にににに起起起起 こ って います。。。。それは母母母母ににににはははは我我我我がががが子子子子をををを守守守守 ろう
とす る母性本能がががが働働働働くくくくから です。。。。罪罪罪罪をををを作作作作らず。。。。 二十五年六月 一日

