第 一六九号号号号

おおおお 彼 岸

二月には当山善 入院、、、、御本尊様 一光三尊善光寺如来様 のののの御開帳もももも無事嚴修 でき 一安心 です。。。。
生生生生きききき死死死死にににに」」」」
健康 でありさえすれば 又又又又、、、、十 二年先 のののの御開帳 のののの御縁をををを頂頂頂頂けます。。。。この世世世世はははは生 々流転、、、、「「「「
のののの繰繰繰繰 りりりり返返返返しです。。。。身身身身 のののの処処処処 しししし方次第 でででで三悪道 にににに堕堕堕堕ち る事事事事もあるよう です。。。。何事もももも縁縁縁縁をををを結結結結 んでいくと
云云云云うううう事事事事 はははは良良良良縁縁縁縁 でなく ては いけません。。。。それは結結結結ぶと いう字字字字をををを見見見見れば分分分分 かります。。。。糸糸糸糸偏偏偏偏 にににに吉吉吉吉とととと書書書書きききき

が

ゆ いしき

けちえ ん

吉吉吉吉 のののの結果をををを求求求求 めめめめた いから でしょう。。。。 「「「「
結 縁法楽」」」」な のです。。。。
ます。。。。即即即即ちちちち、、、、善悪 のののの善善善善、、、、○○○○
ゆ

ヨガとは瑜伽行派 のののの修行態だと思思思思 って います。。。。仏教 でででで 「「「「
唯識」」」」とととと 云云云云 いいいい、、、、生生生生き る本質をををを知知知知 るるるる事事事事、、、、

そう じ

そして実践す る事事事事 でしょう。。。。たまには仏間 でででで静静静静 かに座座座座 しししし、、、、目目目目をををを半眼 にして、、、、ゆ っくり鼻鼻鼻鼻 から空気

ひが ん

をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ、、、、ゆ っくり 口口口口から はきだ し、、、、心心心心 のののの掃除をををを しししし、、、、どうすれば良良良良きききき生生生生きききき方方方方をす ることが出来
しゆ い

み ょう じ ゅう

る のか、、、、思惟 しましょう。。。。今月はははは彼岸 のののの先祖供養をす る、、、、さ せて頂頂頂頂くくくく行事がござ います。。。。先立 てててて

てんどう

しゃくら ん

し つね ん

しんじん

しししし親族をををを葬葬葬葬 った時時時時 のののの事事事事をををを思思思思 いいいい起起起起 こしてみま しょう。。。。法然 上人 のののの御言葉 にににに 「「「「命 終 のののの時時時時 に のぞん

は

むか

でででで、、、、 こころ顛 倒 せず、、、、 こころ 錯 乱 せず、、、、 こころ失 念 せず。。。。身 心 にもろもろ の苦痛なく ・・・」」」」

ば んみん

のが

とあります。。。。果果果果たしてそんな心境 でででで命終をををを向向向向え てくれたか、、、、おくることが できたか、、、、今 日やややや明 日

おう じ ょう

や も知知知知れな い我等がががが命命命命 です。。。。 万民 一人と いえども死死死死から逃逃逃逃 れる ことはできません。。。。 死死死死はははは仕事もももも
おとず

貧富もももも年齢 もももも全全全全 くくくく関係なく 訪訪訪訪 れます。。。。故故故故 にににに、、、、 往 生 に ついて元気なうち に考考考考え てみる必要があ
ると思思思思 います。。。。生生生生 み の苦苦苦苦 しみを母親 にににに与与与与え てきた私達 です、、、、死死死死 のののの肉体的苦苦苦苦 しみは自分 でででで受受受受けけけけ持持持持 っっっっ
てててて行行行行く のはあたりまえ です。。。。しかし心心心心はははは阿弥陀様 にににに迎迎迎迎えられ て次次次次 のののの世界 へへへへ、、、、極楽 への往生をををを願願願願うううう

し さ い そうら

て いし ょう

ことにあります。。。。法然上人 のののの御言葉 にににに 「「「「
往生極楽 のためには南無 阿弥陀仏とととと申申申申 して疑疑疑疑 いなく往生
ほか

す るぞとおも いとり て申申申申すすすす外外外外 には別別別別 のののの仔細 候候候候 はず」」」」とあ ります。。。。浄土宗宗宗宗 はははは念佛往生をををを 提 唱 しししし
て います。。。。それも他力本願 です。。。。阿弥陀様をををを信信信信 じて、、、、おおおお念仏をををを称称称称え ておすがりすれば阿弥陀様がががが

し ゅう か

つき かげ

必必必必ずずずず極楽 にににに往生さ せて下下下下さ ると いう こと です。。。。信心がががが心心心心 のののの安安安安らぎをををを生生生生 みます。。。。

ね んぶ つしゅじ ょう せ っし ゅふ し ゃ

うた

浄土宗 のののの宗歌 にににに 「「「「
月影」」」」があります。。。。 「「「「
月影 のののの いたらぬ里里里里はははは なけれども ながむる人人人人 のののの こころ
にぞすむ」」」」はははは念 佛 衆 生 摂取不捨 のこころを詠詠詠詠 ったも のです。。。。法然上人がががが自力 のののの教教教教え から他力 のののの
念佛往生をををを根本 にお開開開開き に成成成成 った のが浄土宗 です。。。。この月影をををを私私私私がががが解釈致 しますと、、、、月自体がががが光光光光
をををを発発発発す る事事事事 はできませんが、、、、太陽 のののの他力 によ って自自自自らを光光光光らせることが できることを証明しししし、、、、そそそそ
れを見届ける人人人人 のののの心心心心、、、、信心 のののの姿姿姿姿と して心心心心にににに曇曇曇曇 りが無無無無 いいいい様様様様 にと法然上人がががが詠詠詠詠まれた のだと想像 しま
すすすす。。。。我 々には自我がががが存在 しますが、、、、此此此此 のののの世世世世にににに生生生生まれた以上、、、、色 々なななな形形形形 でででで様 々なななな他力、、、、援助 のののの下下下下でででで

みちす じ

生活をををを支支支支えられ て生生生生き て いけけけけるわけ です。。。。自然 とととと人間 のののの共存、、、、人間同士 のののの助助助助けけけけ合合合合 いいいい、、、、共共共共にににに生存 しししし

善壽界善入院油掛地藏尊

てててて行行行行くくくく方向 にににに道筋をををを立立立立 てましょう。。。。少少少少 し の利害がががが大大大大きな被害をををを生生生生むむむむ事事事事 にににに成成成成 りかねません。。。。 一歩引
くくくく事事事事があ っても いいでははははありませんか。。。。二十六年 三月 一日

