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私達がががが生生生生き て行行行行くには愛愛愛愛 別離苦苦苦苦 ・・・・老 少 不 定 ・・・・諸 行 無 常 とととと無情 にににに感感感感 じるでき事事事事 にににに遭 遇 しししし、、、、無常観 にににに 苛苛苛苛
まれる事事事事がががが多多多多 いわけ です。。。。この様様様様なななな生活 環 境 のののの中中中中 でででで死守 しなければならな い物物物物があるだろう か、、、、あるとす

せ つり

つな

るならば それは何何何何 であろう か。。。。当然無形とととと有形があ るでしょう。。。。有形ならば、、、、法律 ・・・・金金金金 ・・・・友情 ・・・・家族 ・・・・命命命命

じご う じと く

等等等等な のか、、、、 それとも他他他他 にあ る のだ ろう か。。。。自然 のののの摂理な のか、、、、全全全全 てててて欲望 にににに繋繋繋繋 が ってしまう のだ ろう か。。。。

が しゅう

とら

是是是是とととと非非非非 のののの判断をををを下下下下すすすす時時時時 のののの肉体的 ・・・・精神的苦痛 にににに佛様 はははは何何何何とととと答答答答え て下下下下さ る のでしょう か。。。。自業自得 でででで終終終終わ る

しゅじ ょう さ い ど

ささ

と したらと ても悲悲悲悲 し い事事事事だと思思思思 います。。。。勝手 ですが誰誰誰誰 しも佛様 のののの愛情をををを身身身身 にににに受受受受けた いのです。。。。我執 にににに囚囚囚囚わわわわ

振振振振りりりり返返返返れば今年もももも色色色色 々々々々なななな問題がががが発生致 しました。。。。

れれれれ苦苦苦苦 しむ人間をををを 衆 生 済度 のののの佛菩薩様 にににに助助助助け て頂頂頂頂きた いのです。。。。 手手手手おおおお合合合合わ せ祈祈祈祈 りを捧捧捧捧げ る者達だけ でも御御御御
みんな

救救救救 いいいい下下下下さ い。。。。皆皆皆皆 願願願願 いは届届届届くも のと信信信信 じて います。。。。
最近 では大島 のののの台風惨事がががが消消消消えうせぬ中中中中、、、、大大大大きな災害 にににに見舞われました。。。。十 一月七日 のののの台風三十号が フィ
リピ ンを襲襲襲襲 いいいい、、、、 レイテ島島島島をををを含含含含 めめめめ六六六六千人強強強強 のののの死者が でています。。。。大切なななな家族がががが 一瞬 のうち に亡亡亡亡くな ってしま

お かげ

うううう、、、、同同同同じじじじ状況下 のののの中中中中 でででで生死をををを分分分分けるも のは何何何何な のか、、、、私私私私 はははは何時もももも大大大大きな被害がががが起起起起きるたびに思思思思 いいいい悩悩悩悩む ので

あつ

か いめ つ

すすすす。。。。運運運運よく命命命命がががが助助助助か った人人人人はははは神仏 のののの御蔭とととと思思思思えども、、、、運悪くくくく亡亡亡亡くなれば神神神神もももも仏仏仏仏もももも無無無無 いと思思思思うううう事事事事 でしょう。。。。
そ の人人人人がががが信仰 のののの篤篤篤篤 いいいい人人人人かどおかはははは分分分分 かりませんが。。。。家屋 のののの倒壊、、、、 イ ンフラ の壊滅。。。。 一時的 にににに各国 のののの支援がががが
あ るも ののこれからが大変 です。。。。復興 には年月をををを要要要要 します。。。。東北 のののの復興をををを見見見見れば分分分分 かります。。。。 死守 ・・・・必死

い か ほど

とは文字通りりりり死死死死ぬぬぬぬ気気気気 でででで頑張 りりりり守守守守 りりりり抜抜抜抜くくくく事事事事 でしょう。。。。 しかし必死でででで頑張 った のに死守 できな か った。。。。とととと成成成成れれれれ
ばばばば 反動 のののの虚脱感 はははは如何程程程程 にににに成成成成 る のでしょう か、、、、当事者 でなければ分分分分 からな い事事事事 です。。。。夏夏夏夏 にににに良良良良くくくく起起起起きる水難
事故、、、、溺溺溺溺れる人人人人をををを助助助助けけけけ我我我我がががが身身身身をををを亡亡亡亡くす。。。。良良良良くくくく聞聞聞聞くと ころ です。。。。自分をををを死守 できなければ後味 のののの悪悪悪悪 いいいい結果にににに

みが

な ります。。。。 それは悲悲悲悲 しむ人人人人が でるから です。。。。 人人人人をををを生生生生 かし我我我我もももも生生生生 かす事事事事がががが共生き です。。。。 死守とは物物物物 のののの生命をををを

お かげ

守守守守 りりりり抜抜抜抜くくくく事事事事 でしょう。。。。気力 ・・・・体力をををを培培培培 いいいい、、、、智恵をををを研研研研きききき社会 にににに貢献 できる体制をををを整整整整えましょう。。。。ど のような

たけ

環境 下にあ っても御蔭をををを頂頂頂頂ける我我我我がががが身身身身 であ ってほし いとととと思思思思 っています。。。。

うら

ぶし

橋 田壽賀 子女史 はははは著著著著 『『『『おしん の心心心心』』』』 のののの中中中中 でででで 「「「「
ひとりひとりが身身身身 のののの丈丈丈丈 にににに合合合合 った物差 しを持持持持 って、、、、今今今今 のののの時代
とととと向向向向きききき合合合合う こと です。。。。政治がががが悪悪悪悪 いいいい、、、、社会がががが悪悪悪悪 いと いくら恨恨恨恨 みみみみ節節節節 をををを並並並並 べてみても、、、、誰誰誰誰もももも手手手手をををを差差差差 しししし伸伸伸伸 べてはくくくく
れな いのです から」」」」とととと。。。。私私私私もももも全全全全くそ の通通通通りであると思思思思 っています。。。。 この本本本本 はははは私私私私がががが最近読 んだ中中中中 でででで 一番簡単
にににに処世術をををを教教教教え てくれました。。。。生活をす るには各家庭 でででで色色色色 々々々々決決決決めめめめ事事事事があると思思思思 いますが、、、、平和をををを望望望望まな い
く

家庭生活はありえません。。。。 この本本本本 には成程とととと思思思思うううう点点点点がががが多多多多 々々々々あります。。。。 一読される のも良良良良 いかと思思思思 います。。。。
私私私私 はははは十 一月 二十 一日にににに知恩院 のののの御廟 にににに詣詣詣詣 でででで読経念佛中 にににに 「「「「
今 日ま で （（（（
のののの命命命命））））とととと思思思思 いいいい取取取取りて暮暮暮暮らす べし」」」」とととと
みほとけ

脳裏 にう かんだ のです。。。。法然上人 のののの御言葉 であ ったと信信信信 じて います。。。。明日がくれば 又 一日 いただける身身身身 にににに
感謝 できます。。。。報恩感謝がががが生活 のスタイ ルとして定着 できれば 目出度 いいいい事事事事 です。。。。私私私私はははは御 仏 のののの御加護をををを求求求求 めめめめ
るま でもなく、、、、自然 にににに守守守守 って頂頂頂頂けると信信信信 じて疑疑疑疑 いません。。。。

二十五年十 二月 一日

善壽界善入院油掛地藏尊

「「「「一年 のののの計計計計 はははは元旦にあり」」」」とととと申申申申 します。。。。心心心心 のののの鐘鐘鐘鐘をををを打打打打ちちちち鳴鳴鳴鳴ら し佛 日加護 のののの寺寺寺寺、、、、善 入院 にににに詣詣詣詣 でででで初祈願をされた
いかが

らららら如何 でしょう かかかか。。。。

