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いた

相 互扶助
した

妻妻妻妻 はははは夫夫夫夫をををを労労労労わり つ、、、、夫夫夫夫 はははは妻妻妻妻をををを慕慕慕慕 い つつ・・・」」」」
浄瑠璃等等等等 のののの 「「「「
壺坂霊験記」」」」にににに名文句あり 「「「「
そうご ふじ ょ

とととと唄唄唄唄われます。。。。 こう いう夫婦関係 はははは現在 でででではははは共働きが多多多多 くくくくな り、、、、時代 にそぐわなくな っ
我我我我あり て妻妻妻妻 あり、、、、妻妻妻妻 あり て我我我我あり」」」」と いう相 互扶助 のののの姿姿姿姿なら如何 でででで
てしま いま したが 「「「「
しょう か。。。。
○○○○心心心心 のののの運運運運びびびび次第 でででで問題はははは解決 できるでしょう。。。。佛佛佛佛 のののの教教教教え に佛心とは人間がががが共共共共にににに
生生生生き て行行行行くくくく為為為為 にににに他他他他 のののの人人人人 々々々々のののの苦悩、、、、痛痛痛痛 みを感感感感 じじじじ、、、、共共共共 にににに解決 にににに向向向向けけけけ身身身身 をををを惜惜惜惜 しまな い事事事事だ そう
とも い

ふり ょ

手手手手をををを取取取取り て 共共共共にににに泣泣泣泣 かな ん 泣泣泣泣くくくく人人人人 のののの 痛痛痛痛 むむむむ心心心心 にににに 心合わせて」」」」ととととあります。。。。
です。。。。道道道道詠詠詠詠 にににに 「「「「
共共共共生生生生き の生活を して いても不慮 のののの事故をををを招招招招きききき母子家庭やややや 父子家庭 にな る のはや もえま
せんが、、、、共共共共 にににに誓誓誓誓 いし信頼をををを裏 切るるるる離婚 はははは頂頂頂頂けません。。。。夫婦 のののの問題 にににに、、、、国家がががが関与す る必必必必
要要要要 はありません。。。。全全全全 てててて覚覚覚覚悟悟悟悟 のののの離婚 であると思思思思う から です。。。。人間、、、、目目目目はははは見見見見え ても見間違 いいいい、、、、
いつ

眼眼眼眼 ・・・・耳耳耳耳 ・・・・鼻鼻鼻鼻 ・・・・舌舌舌舌 ・・・・身身身身 ・・・・意意意意」」」」
耳耳耳耳 はははは聞聞聞聞 こえ ても聞聞聞聞きききき間違 いいいいがあります。。。。佛佛佛佛 のののの教教教教ええええ にににに六識あり 「「「「
い っす ん

やみ

でででですが、、、、 それぞれがががが正常 にににに働働働働けば良良良良 いのですが、、、、上上上上 五五五五 つつつつでででで失敗す るから、、、、最後をををを受受受受けけけけ持持持持
つつつつ意志決定 にににに於於於於 いて間違 いを起起起起すすすす事事事事 にににに成成成成 るるるる のでしょう。。。。 人間 のののの行動 はははは昔昔昔昔 から 一寸先先先先 はははは闇闇闇闇

とととと言言言言われ てます。。。。私達がががが色色色色 々々々々なななな問題をををを起起起起す のは佛佛佛佛 にににに対対対対す る気持ち の欠如がががが原因 のののの 一一一一つつつつだだだだ
なお

とととと思思思思 って います。。。。佛佛佛佛 にににに見守られ ての生活 こそ安心安全な のでははははな いかと思思思思 います。。。。「「「「
壺坂
霊験記」」」」 はお里里里里、、、、 沢市夫婦がががが巻巻巻巻 きききき起起起起 こす物語 です。。。。物語はははは、、、、 おおおお里里里里がががが沢市 のののの目目目目をををを治治治治 そうと
壺坂寺 のののの観音様 にににに願掛けけけけ詣詣詣詣 で の毎 日、、、、 それを沢市がお里里里里 のののの浮気とととと勘違 いした のが事事事事 のののの始始始始
うな が

まり です。。。。最後 はははは観音様 のののの御利益 でででで目出度 しめ でた し。。。。物事 はははは良良良良きききき方方方方 にににに思思思思 いを巡巡巡巡ら して
いきましょう。。。。それ こそ心心心心 のののの運運運運びが相互扶助 のののの働働働働きを 促促促促 すすすすも のだと思思思思 います。。。。おじ いち
ゃん、、、、 おばあち ゃん、、、、 おとううううさ ん、、、、 おかあさ ん、、、、 そして子供達が いる。。。。家庭 のののの中心 はお
とうさ ん、、、、 おかあさ ん でしょう。。。。 一家 をををを構築 して いく責任をををを果果果果た して円満な る家庭生活
をををを営営営営 んで頂頂頂頂きた いのです。。。。家族 のののの和合 はははは大大大大きな力力力力をもたら します。。。。
残残残残すと ころ 一一一一かかかか月月月月 です。。。。当 山 のののの行事 では恒例 のののの 「「「「
伊勢神宮参拝」」」」がががが残残残残 って いますが、、、、
し

想定外もももも無無無無 くくくく全全全全 て の行事をををを遂行 できます事事事事、、、、御礼感謝 のののの 一言 です。。。。私的 には笑笑笑笑 って終終終終わわわわ
いかが

れるか、、、、泣泣泣泣 いて締締締締 める事事事事 にな るかまだ分分分分 かりませんが、、、、年頭 にににに掲掲掲掲げ た目標 のののの達成 にににに向向向向 かかかか
けらく

ぜ んじ ょう

ごと

なが

って頑張 って います。。。。皆様 はははは如何 です か。。。。人生をををを右右右右 よし、、、、左左左左よし、、、、後方良 しししし、、、、前方良 しししし、、、、
さ いり ょう

上上上上よし、、、、下良 しししし、、、、まさ に信 心快楽 にして禅 定 にににに入入入入るが如如如如くくくく、、、、山山山山をををを眺眺眺眺 めるも良良良良 しししし、、、、山山山山から
わざ

へ

眺眺眺眺 めるも良良良良 しししし、、、、時時時時 にににに応応応応 じて自分 のののの裁 量 にににに随随随随 いいいい道 理、、、、義理をわきまえ人人人人と しての道道道道 をををを歩歩歩歩 みみみみ

善壽界善入院油掛地藏尊

明治 天皇））））
ま しょう。。。。まご ころを こめてなら いし業業業業 のみは 年年年年をををを経経経経 れども忘忘忘忘 れざ りけり （（（（
二十五年十 一月 一日

