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虫虫虫虫 とととと 道道道道

春春春春 はははは新新新新 し い門出をををを祝祝祝祝うううう活気あふれる シーズ ンの幕開け です。。。。森森森森 はははは緑緑緑緑にににに鳥鳥鳥鳥 はははは歌歌歌歌 いいいい、、、、花花花花 はははは咲咲咲咲きききき、、、、とととと
うたげ

しゅんみんあ か つき

おぼ

ゆる

宴宴宴宴 のののの気分 です。。。。小学 一年生何何何何ぞぞぞぞははははピカピカ のラ ンドセ ルのほうが大大大大きく見見見見えます。。。。春春春春 はうらら

り ょう かん

かかかか気候もももも温温温温かくなり、、、、な んとなく、、、、 春 眠 暁暁暁暁 をををを覚覚覚覚 えず、、、、気気気気もももも緩緩緩緩 みがち にな ります。。。。

ち ょうち ょう

む しば

散散散散 るるるる桜桜桜桜 残残残残 るるるる桜桜桜桜もももも 散散散散 るるるる桜桜桜桜」」」」人間 のののの生命力 はははは短短短短 いいいい物物物物 です。。。。なす べき こと
そ こで 良良良良 寛寛寛寛さ ん の 一句 「「「「

かん

うじ

にが

む しず

はははは、、、、なさねばな るま い。。。。春春春春 にににに出出出出 てててて来来来来 るるるる 蝶 々 なら可愛 いが、、、、人間 のののの心心心心をををを好好好好 んで 蝕蝕蝕蝕 むむむむ虫虫虫虫が います。。。。

おさ

例例例例え て申申申申 しししし上上上上げ ますと、、、、 「「「「
弱虫、、、、泣泣泣泣きききき虫虫虫虫、、、、疳疳疳疳 のののの虫虫虫虫、、、、蛆蛆蛆蛆虫虫虫虫、、、、苦苦苦苦虫虫虫虫」」」」虫酸がががが走走走走 る いやな虫達 です。。。。良良良良
いいいい虫虫虫虫達達達達も います。。。。 「「「「
虫虫虫虫がががが知知知知らせる、、、、虫虫虫虫がががが納納納納まる」」」」
、、、、な んぞは大大大大 いに役立 って いる虫虫虫虫な のである。。。。

しゅう かく

人間様 はははは目目目目には見見見見えな い心心心心、、、、魂魂魂魂 によ って動動動動 かされ ていると思思思思 っています。。。。私私私私はははは耳耳耳耳 でででで感感感感 じじじじ取取取取 るるるる音音音音

む つか

のののの感覚聴覚がががが 一番、、、、 二番 にににに鼻鼻鼻鼻 でででで感感感感 じる 臭 覚 、、、、三番目にににに初初初初め て目目目目でででで感感感感 じじじじ取取取取 るるるる視覚 にな ると思思思思 って

し ょう

います。。。。 目目目目はははは物物物物がががが真真真真 っっっっ先先先先 入入入入りりりり易易易易 いので失敗もももも多多多多 くな る のです。。。。 五感全 てててて平等 にににに扱扱扱扱う のは 難難難難 し い

か つや く

ただ

事事事事 です。。。。心心心心 「「「「
無無無無」」」」なれば全全全全 ての判断 にににに誤誤誤誤りは 生生生生 じな いと思思思思 いますが、、、、人間 のののの心心心心はははは心臓とととと同同同同じよ

ここ

せ いじゃく

う に常常常常 にににに揺揺揺揺 れれれれ動動動動 いて いる のです。。。。虫虫虫虫がががが活 躍す る のも当然 のことな のです。。。。唯唯唯唯、、、、自分 のののの動動動動きを知知知知

い

ざま

るるるる事事事事 にににに由由由由 って虫虫虫虫 のののの動動動動きも大大大大きく変変変変わ ってきます。。。。茲茲茲茲 にににに自分をををを見見見見 つめる 静 寂 なななな時間がががが必要にな る
名名名名 はははは体体体体をををを表表表表すすすす」」」」とととと申申申申 します。。。。まさ にそ の人人人人 のののの生生生生きききき様様様様 がががが出出出出る のでしょう。。。。親親親親 にににに頂頂頂頂 いた名名名名
のです。。。。 「「「「
前前前前をををを大切にす る事事事事がががが親孝行 のののの 一一一一つでしょう。。。。我 々はははは 「「「「
暗暗暗暗 いト ンレル」」」」をををを出出出出 てててて生生生生まれ てきますがそ

い

のののの時時時時 にににに 「「「「
私私私私 のののの名前 はははは ・・でござ います。。。。おおおお父様、、、、おおおお母様宜 しくお願願願願 いいいいします」」」」とととと自 己紹介 を した
赤赤赤赤 んんんん坊坊坊坊 はははは 一人も いな いと思思思思 います。。。。最近 「「「「
戒名」」」」はははは要要要要らな いとお っしゃる方方方方がみえ るそう ですがががが、、、、
私私私私 はとんでもな いことだと思思思思 います。。。。死者もももも赤赤赤赤 んんんん坊坊坊坊とととと同同同同じです。。。。自分 でででで名前をををを付付付付ける事事事事がががが出来まままま
せん。。。。故故故故 にににに、、、、命終 にににに際際際際 しししし暗暗暗暗 いト ンネ ルに入入入入るるるる前前前前 にににに 「「「「
おおおお坊様」」」」にににに名前をををを付付付付け て頂頂頂頂きききき阿弥陀様 にににに受理

な なし

して頂頂頂頂く のです。。。。そして 「「「「
閻魔 のののの庁庁庁庁」」」」でででで判決をををを受受受受けますすすす。。。。名前 のののの無無無無 いいいい方方方方 はははは呼呼呼呼んで頂頂頂頂けな いので暗暗暗暗
いト ンネ ルから出出出出るるるる事事事事が できません。。。。です から阿弥陀様 にににに呼呼呼呼んで頂頂頂頂くくくく為為為為 のののの名名名名無無無無 はははは極楽 にににに迎迎迎迎えられ
るるるる事事事事 はははは出来な いと思思思思 って います し、、、、人間様 はそれ程偉 くはなれな いと思思思思 って います。。。。
四月にににに行行行行われます当山 のののの 「「「「
六道 巡りりりり」」」」はははは親親親親 にににに心配をををを掛掛掛掛け ていな いだろう か、、、、草葉 のののの陰陰陰陰 でででで泣泣泣泣 いて
いな いだろう か、、、、等 々生活態度をををを見直すすすす 一年 々のののの修行 です。。。。判断 はははは閻魔大 王様が して下下下下さ います。。。。
【【【【
北島 三郎氏 のののの歌歌歌歌 にににに 「「「「
いではく氏氏氏氏 作詞 のののの 〔〔〔〔
人道〕〕〕〕と いう歌歌歌歌があります。。。。義理だだだだ 恩恩恩恩だ は古古古古 いと
笑笑笑笑 うううう そう いう お前前前前 はははは 一人 でででで暮暮暮暮 ら し てき た のか い 世世世世 のののの中中中中 はははは持持持持 ち つ持持持持 た れ つ生生生生 かさ れ生生生生 き る
はず しち ゃ いけな い人人人人 のののの道道道道。。。。・・・やさ しさ忘忘忘忘れぬ人人人人 のののの道道道道。。。。受受受受けたご恩恩恩恩 はははは世間にににに返返返返す ・・・情情情情けけけけ

四月 一日

善壽界油掛地藏尊

が みちづれ人人人人 のののの道道道道。】とととと短短短短 いいいい人生をより短短短短く しな い様様様様 にににに人間と して の道道道道 をををを進進進進 みま しょう。。。。親親親親をををを捨捨捨捨
てててて、、、、 子子子子をををを捨捨捨捨 てててて、、、、我我我我もももも捨捨捨捨 てら る。。。。儚儚儚儚 しししし （（（（
墓無 しししし））））

