いとな
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こ ころ くば り
ま つりご と

社会生活をををを 営営営営 むむむむ上上上上 でででで少少少少しでもまず い事事事事があると原因をををを国国国国 のせ いにしがち です。。。。国国国国 のののの 政政政政 はははは
あ んもく

本来正道 でなく ては いけません。。。。がががが しかしながら、、、、世界 のののの国国国国 々々々々はははは自国 のののの国益をををを第 一にににに考考考考え る為為為為、、、、
な んとなくギク シャクしております。。。。又又又又、、、、昔昔昔昔 から権力 には虫虫虫虫が つきやす いも のです。。。。暗黙 のののの了了了了
解解解解 として 「「「「
政治 はははは力力力力、、、、力力力力 はははは数数数数、、、、数数数数 はははは金金金金 で つくれ」」」」とととと言言言言われ て います。。。。私私私私はははは政治 のののの事事事事 はははは良良良良くくくく知知知知 りりりり
おさ

ませんが各党派はははは衆議院もももも参議院院院院もももも過半数 のののの賛成票をををを獲得す る為為為為 にににに力力力力をををを注注注注 いで いるよう です。。。。
国国国国をををを修修修修 める為為為為 のののの議員 のののの素質 はははは何何何何 かかかか、、、、昔昔昔昔 々々々々そ の昔昔昔昔、、、、国国国国をををを修修修修 める為為為為 にににに仏教をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、乱世 のののの時代
をををを平穏 にににに収収収収められた聖徳太 子 のような 「「「「
こころくば り」」」」が できる人物をををを いう のでしょう か。。。。
仕仕仕仕」」」」 はははは主 人にににに仕仕仕仕え る。 「
事事事事」」」」とは先輩 にににに仕仕仕仕え る。。。。職職職職 はははは天職と いい、、、、自身 がががが決決決決 めめめめ
仕事とは 「「「「
こうけん

ほう しゅう

て いるよう に思思思思 いますが実実実実 はははは天天天天から与与与与えられ て いる のです。。。。嫌嫌嫌嫌 々々々々仕事をすれば仕事 にににに嫌嫌嫌嫌われ、、、、
し あわ

仕事をををを好好好好むよう にすれば仕事 にににに好好好好まれる。。。。仕事をををを通通通通じて社会 にににに貢献す るから 報 酬 がががが頂頂頂頂けけけけ家族
をををを養養養養うううう事事事事が できます。。。。仕事を この身身身身 にににに合合合合わせる事事事事が できれば、、、、仕事がががが合合合合うううう、、、、即即即即ちちちち、、、、仕仕仕仕合合合合 せが頂頂頂頂
ける のです。。。。人人人人と して職域をををを全全全全うす るとともに大切な のが地地地地 にににに足足足足をををを付付付付ける事事事事 です。。。。地地地地 にににに足足足足をををを付付付付
おんけ い

けるとは地地地地 のののの恵恵恵恵 みを頂頂頂頂きききき地地地地にににに根根根根をををを張張張張りりりり、、、、小木から大樹 にににに成長さ せるるるる事事事事 です。。。。是即ちちちち、、、、天地 のののの融融融融
せ っかく

しんだ い

合合合合がががが家門 のののの繁栄成 りりりり。。。。家家家家 にあ っては如何 にににに天地 のののの恩恵をををを受受受受ける事事事事が できるかがががが成否をををを分分分分けるこ
とにな ると思思思思 います。。。。ここで注意 しなく てはならな いのが相続 です。。。。折角 のののの身代もももも相続 にににに由由由由 っっっっ
にな

てててて枝葉をもぎとられ大樹もももも枯枯枯枯 れ てしまう事事事事があ るから です。。。。仏教 はははは過去 ・・・・現在 ・・・・未来世がががが揃揃揃揃 っっっっ

げ んぽう

かんめ い

てててて良良良良きききき結果がががが生生生生まれると して います。。。。祖 父母がががが過去 ・・・・父母がががが現在 ・・・・孫孫孫孫がががが未来をををを担担担担 って います。。。。
た いどう

孫孫孫孫 のののの為為為為 には前 二代がががが才徳をををを兼備 しししし社会貢献をす る事事事事がががが望望望望まれます。。。。
しんぱ い

松原泰道師師師師 がががが山本玄玄玄玄峰峰峰峰 老師 にににに教教教教えを受受受受けた中中中中 でででで私私私私もな るほどと感銘 ししししたたたた話話話話がががが御座 います の
くば

すす

でででで御御御御紹介致 します。。。。『『『『心心心心配配配配と いう言葉があります。。。。 心配とととと申申申申 しますと、、、、我我我我 々々々々はははは心心心心 のののの痛痛痛痛 みを想定
しますが、 「
玄峰老師 はははは自分 のののの痛痛痛痛 みを味味味味わう事事事事 では無無無無 くくくく、、、、相 手にににに対対対対 して心心心心をををを配配配配 るるるる事事事事をををを勧勧勧勧 められ
いや

よ

たそう です。。。。 そ の理由と して物物物物をををを配配配配 るるるる人人人人は いるけれど、、、、 温温温温か い心心心心をををを配配配配れる人人人人はははは少少少少な いと。」おおおお
かえ

げ んそう え こ う

っしゃ ったそう です。』 温温温温か い心心心心をををを配配配配 って人人人人 々々々々のののの心心心心をををを癒癒癒癒すすすす事事事事 にににに因因因因 って、、、、配配配配 った温温温温か い心心心心がががが自分
のもとに大大大大きくな って還還還還 ってくる のです。。。。是是是是をををを佛教 では還相 廻向とととと言言言言 います。。。。即即即即ちちちち、、、、心心心心 のののの痛痛痛痛 みみみみ
あ いさ つ

とととと訳訳訳訳すすすす意意意意もももも消消消消され自然とととと温温温温か い気持ち に包包包包 まれる事事事事 にな る のです。。。。私達 はははは毎 日人様とととと接接接接す る機機機機
会会会会があります。。。。誰誰誰誰 しも合合合合えば 必必必必ずずずず別別別別れが待待待待 って います。。。。でも 「「「「
又会 いましょう」」」」 のののの別別別別れ の挨拶

はははは時期をををを特定す る言葉 ではありません。。。。 一度 のののの別別別別れが 一生 のののの別別別別れと成成成成 るや もしれません。。。。信仰
の

つぼ

も

す る者者者者 はどんな巡巡巡巡りりりり合合合合 いにも 「「「「
心温まるも てな し」」」」をををを心掛けた いも のです。。。。心心心心をををを配配配配るるるる事事事事がががが出来
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善 入院油掛地藏尊

なければ 人様 のグチを呑呑呑呑 みみみみ込込込込むむむむ壺壺壺壺 にでもな りた いも のです。。。。壺壺壺壺 はグチを こぼさず漏漏漏漏らさず。。。。

盆大施餓鬼会 二十六日

