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理解 力

あ いぼ

愛愛愛愛とととと言言言言うううう言葉 はははは抽象的 であり、、、、漠然 と して います。。。。 一人歩きをす るより二人 でででで歩歩歩歩 いた ほう
か つあ い

か つあ い

あ いぶ

がががが内容をををを理解 しやす いのです。。。。例例例例えば、、、、恋愛とととと言言言言えば、、、、愛情 のののの高高高高ぶぶぶぶりりりりとととと愛慕 のののの状態がががが目目目目にににに浮浮浮浮
あ いき ょう

かびます し、、、、欲望 にににに執着すれば 渇渇渇渇愛愛愛愛、、、、 反対にににに離離離離れれば割愛、、、、肉欲的 には愛欲 ・・・・愛撫があり、、、、
あ いち ゃく

わ

とととと面白 いも のです。。。。可愛くくくく言言言言えば 愛 嬌 があ るとか、、、、愛愛愛愛くるし いとか、、、、国情をををを思思思思えば愛国、、、、妻妻妻妻
やさ

わ げ ん あ いご

い つく

じあ い

をををを思思思思えば愛妻、、、、 みんな仲良くくくく人類愛、、、、捨捨捨捨 てるに迷迷迷迷 いが生生生生 じて 愛 着 、、、、などと ても分分分分 かりやす
しゃおん

こころくば

こころえ

道徳的的的的 ににににはははは優優優優 し い顔顔顔顔 でででで言葉をかけ て ・・・・和顔愛語。。。。佛佛佛佛 のののの 慈慈慈慈 しみをををを受受受受けけけけ ・・・・慈愛。。。。
くな ります。。。。 「「「「
恩恩恩恩をををを受受受受ければ ・恩愛。。。。等等等等ががががあります。。。。受受受受けた恩恩恩恩をををを返返返返して謝恩、、、、」」」」 心 配 りりりり心得 でしょう か。。。。
人生がががが面白くくくく てててて楽楽楽楽 し い人人人人、、、、辛辛辛辛くくくく苦苦苦苦 し いと思思思思うううう人人人人、、、、思思思思 いは人人人人それぞれ感感感感 じじじじ方方方方もそれぞれ です。。。。
同同同同じよう に信仰もそれぞれ です。。。。手手手手がががが合合合合わさ るか否否否否かは別別別別にして、、、、生生生生き て いることに、、、、感謝
できず に、、、、不満をををを抱抱抱抱 かざ るを得得得得な い人人人人。。。。色 々です。。。。
「「「「不不不不 満満満満」」」」をををを転転転転
○○○○不不不不 のののの○○○○足足足足 りな い処処処処をををを補補補補えば ○○○○
足足足足 」」」」にす ることが でき るでしょう。。。。足足足足らな いと ころが分分分分 かるま で悩悩悩悩 みは続続続続きききき不満をををを
満満満満○○○○
じて 「「「「
ぎ ょう しゅく

解消す ることが出来な い訳訳訳訳です。。。。我 々はははは少少少少なくとも前 三代 のご先祖が してきた行動 のす べて
をををを 凝 縮 した血血血血 でも って生態をををを受受受受けけけけ継継継継 いでくるら し い。。。。とととと言言言言 って、、、、兄弟姉妹をををを比較 してもそ
に

に

れぞれに個性があるも のです。。。。自分がど の部分をををを強強強強くくくく受受受受けけけけ継継継継 いで来来来来た のか 「「「「
おおおお前前前前 はははは祖 父」」」」にににに
ゆえ ん

つと

は

曽祖 父」」」」にににに似似似似 てててて いいいいると言言言言うううう話話話話をををを聞聞聞聞 いいいいたたたた方方方方もおありだと思思思思 います。。。。血血血血 はははは水水水水より
似似似似 て いるとか、、、、「「「「
もももも濃濃濃濃 いと言言言言われる所以でしょう。。。。次世代 のののの為為為為 にににに己己己己がががが勤勤勤勤 めを し っかり果果果果たしましょう。。。。
おおおお経経経経 のののの中中中中 にににに 「「「「
信信信信とととと行行行行」」」」に ついいいいてたくさ んでてきますが 一一一一つつつつ挙挙挙挙げ ますと 信信信信[をををを種 子とととと仮定すれ
ばばばば、、、、行行行行 はははは雨雨雨雨 であり、、、、智恵 はははは耕耕耕耕すすすす道具 である とととと]言葉 はははは簡単 ですが、、、、人人人人はははは知知知知 にににに迷迷迷迷 いいいい、、、、情情情情 にににに迷迷迷迷うも
のであります しししし、、、、 又又又又、、、、我 々のののの目目目目はははは勿論 のののの事事事事、、、、音音音音 ・・・・色色色色 ・・・・声声声声 ・・・・香香香香 ・・・・味味味味 ・・・・触触触触 ・に惑惑惑惑わされる事事事事、、、、 日日日日
常茶飯事 です。。。。な かな か信信信信 のののの確立 には難難難難 し い状況下にににに生活を しています。。。。心心心心がががが肉体 のののの原動力
にな っていることは 一応理解 でき ると思思思思 います。。。。信心がががが無無無無 いいいい人人人人 でも脳脳脳脳 のののの働働働働きも心心心心 のののの指令 にににに従従従従
しんしん

いいいい善心かかかか悪心か の判断 ・・・・決定をす る事事事事 には異論がな いと思思思思 います。。。。ただ突発的 にににに反射運動をををを
けらく

む しば

してしまう時時時時 には意識 して、、、、とととと言言言言うよりも潜在す る反応 であろうと思思思思 います。。。。仏教 はははは心身 のののの
あふ

快楽、、、、快楽 不退をををを追 及して いると思思思思 って います。。。。娑婆 はははは釈尊存命 のののの時時時時とととと変変変変わらず病病病病 にににに 蝕蝕蝕蝕 わわわわ
れた人間 でででで溢溢溢溢 れ て います。。。。病病病病 より解放された方 々はははは健康 であれば最高 のののの幸幸幸幸 せだと言言言言 います。。。。
お こな

当山 のののの檀家 のののの方方方方もももも回復 のののの速速速速さ に、、、、おおおお医者様 にににに何何何何 かかかか信仰をお持持持持ち です かと聞聞聞聞 かれましたと話話話話ささささ
れた ことが御座 います。。。。 よよよよりりりり良良良良 いいいい生活をす る為為為為 には智恵がががが必要 です。。。。智恵 はははは 行行行行 いによ って
しじ ょう

深深深深まり、、、、身身身身 にににに付付付付 いいいいてててて離離離離れません。。。。しかし悪智恵 もあります。。。。身身身身 に ついてしま ったら大変 です。。。。
道 元禅師 はははは 「「「「
髄髄髄髄をう ること、、、、法法法法を つたう ること、、、、必定 して至誠 により、、、、信心によるなり」」」」とととと
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信心 のののの波及がががが人体 にににに影響をををを与与与与え るも のと思思思思われます。。。。信心なくして智恵ももももなななな ししししです。。。。
二十六年 五月 一日

