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わ かみず

必必必必 要要要要

今年 はははは立春がががが初午 になります。。。。 おおおお稲荷様様様様詣詣詣詣 でをす る方方方方もみえ るはず です。。。。
立春 から はじま る新新新新 し い年年年年 にににに初初初初 め て汲汲汲汲 んだ水水水水をををを若 水 と いい、、、、神仏 にににに供供供供ええええ、、、、 おさがりを頂頂頂頂くと

みず のえうま

健康やややや、、、、豊作、、、、仕合 せを招招招招 いてくれる水水水水とされます。。。。若狭 のののの神宮寺寺寺寺 から送送送送られる東大寺 二月堂 のののの
但但但但 しししし旧暦 です ので今年 はははは三月十 二日 壬壬壬壬 午午午午 のののの日日日日になります））））
。。。。水水水水 はははは多量 にににに
御水取りは有名 です （（（（
降降降降 れば水害をををを起起起起 しますが、、、、農業 はははは勿 論 のののの事事事事、、、、工業化学等様 々なななな分野にににに於於於於 いて必要とされ ています。。。。
い のち

考考考考え るま でもなく水水水水 はははは生命 のののの根源な のでしょう。。。。
古代より水水水水とととと火火火火 はははは神聖なななな物物物物 であり、、、、現在 でも 日本 のののの各地 でででで祭礼にににに用用用用 いられ ています。。。。
最近 のののの家電屋はははは直直直直 にににに炎炎炎炎をををを見見見見るるるる事事事事 のののの無無無無 いいいい安全がうた い文句 ののののＩＩＩＩ ・・・・ＨＨＨＨの コン ロを売売売売りりりり出出出出 して います。。。。
調理をす る のに炎炎炎炎が でな いのに煮煮煮煮たきが できます し、、、、ごごごご飯飯飯飯もももも炊炊炊炊 けます。。。。素晴ら し い事事事事 であると思思思思

ふだ

じ ょうぼ ん

いますが、、、、仏事 にと って炎炎炎炎 はた いせ つなも のです。。。。密教 のののの護摩供養 はははは火火火火をも ってす る作法 です し、、、、
供養 して焼却す ること））））されます。。。。以前
古古古古 いお札札札札やややや損傷 したお位牌、、、、佛具、、、、卒塔婆等 はははは 浄 焚 （（（（
にもお話致 しま したが仏教 では水水水水とととと火火火火 でででで浄化されな いも のは不浄なも のとされます。。。。環境をををを汚染
さ せる物物物物 はははは造造造造 っては いけな いのです。。。。再生 できな い物物物物がががが蓄積され、、、、やが ては地球自体がががが滅滅滅滅 して い
くくくく事事事事 にな りかねな いのです。。。。電気もももも水力発電がががが貯水もももも含含含含 めめめめ良良良良 いかと思思思思 います。。。。効率だけを追求すすすす
れば後後後後 にににに成成成成 って大変困るるるる事事事事 にな るでしょう。。。。電化製品 のののの普及もももも 一段落 でしょう。。。。昭和三十年代後後後後

しんぼ う

半半半半 から洗濯機 ・・・・水洗トトトトイ レの普及著 しく水水水水 のののの使用量もぐんと増増増増えたわけ です。。。。依然として水水水水 はははは昔昔昔昔
のまま で自然 のののの恵恵恵恵 みが頼頼頼頼 りですが、、、、唯唯唯唯、、、、電気やややや水水水水 のののの使用量だけを考考考考え れば もう少少少少 しししし辛 抱 すれば

ふりょ

日本 はははは少子化により人 口がががが減減減減 ります のでそう心配 しなく ても良良良良 いいいいかも しれません。。。。
生活にににに必要 であると いう ことと生命、、、、生生生生きる事事事事 はははは違違違違 います。。。。自殺等 不慮 のののの死以外 にににに於於於於 いては病病病病
院院院院 のベ ッド で死死死死ん で いく人間がががが多多多多 いいいい。。。。 人間 はははは食生活がががが出来なく成成成成 れば自然 にににに死死死死ん で いけます。。。。
へい ゆ

つら

平逾す る確率がががが数数数数 パー セ ントしかなく ても管管管管 をををを指指指指 しまく ってでも生生生生 かかかかしておく必要はははは何何何何な のか。。。。
それが病病病病 んでいる人人人人 のののの命命命命 のののの尊厳な のか私私私私はははは分分分分 からな い。。。。見見見見 て いる方方方方もももも辛辛辛辛 いいいい。。。。そ の人人人人とととと家族 のののの仕合

き ぐ

せが 一番 でででで有有有有 ります。。。。意識 のあるうち にし っかり終焉 にににに向向向向かかかかうううう方向性をををを話話話話 しししし合合合合 っっっっておきた いも の
です。。。。高齢化にににに成成成成 りりりり、、、、 一番危惧される のは介護がががが必要 にな る事事事事 です。。。。肉体的、、、、精神的 にににに病病病病 むむむむ、、、、痛痛痛痛

み と

みを如何 にににに減減減減ら せるかにあります。。。。心心心心 のケアは信仰 にあ ると私私私私 はははは思思思思 って います。。。。私私私私はははは臨終をををを自然
にまかせ自宅 でででで最後をををを看取 ってや りた いと思思思思 っています。。。。法然上人 のののの念佛往生 です。。。。生生生生きると云云云云
うううう事事事事 のののの裏側 には常常常常 にににに死死死死ぬと云云云云うううう事事事事がががが付付付付 いて回回回回 っている のです から。。。。死死死死ぬぬぬぬ時時時時 はははは多分心寂 しくな ると
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思思思思 います。。。。住住住住 んでいた家家家家 でででで家族 のののの 一人として見取られながら お念仏 のののの声声声声 にににに送送送送られ私私私私もももも死死死死にた い。。。。
念佛往生が した い。。。。

