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新聞をををを見見見見 ても感動す る記事がががが少少少少な い中中中中、、、、母母母母 のののの日日日日 のののの前 日 のののの新聞 にににに母母母母にににに対対対対す る気持ちを表現
母母母母 のののの日日日日にににに から っぽ にな る
した子供 のののの文言 にににに目目目目がががが点点点点 にな りま した。。。。 小学 五年生 のののの女女女女 のののの子子子子はははは 「「「「
ゆうがた おかあさんと いちばえ い った かげがふた つでき
ち ょきん箱箱箱箱」
、七歳 のののの男男男男 のののの子子子子はははは 「「「「
たたたた ぼ くは おかあさ ん のかげだけ ふまな いであ る いた だ って おかあさ んがだ いじだ から
かげ ま でふまな いんだ」」」」少額 のののの中中中中 でででで 一生懸命プ レゼ ントを考考考考え ている姿姿姿姿がががが目目目目にににに浮浮浮浮 かびます しししし、、、、
きくば

こころ

す べて

す べて

こころ

こころ

す

そう いえば 三歩 下下下下が って師師師師 のののの影影影影をををを踏踏踏踏 まずと いう言葉があ った ことをををを思思思思 いいいい出出出出 しま した。。。。少年少
ともま つえ んた い

女女女女 から菩薩 のののの気配りりりりをををを頂頂頂頂きま した。。。。
か

友松圓諦師 訳 のののの法句経 にににに 「「「「意意意意 はははは 諸諸諸諸 法法法法 にさき立立立立ちちちち 諸諸諸諸 法法法法 はははは 意意意意 にににに成成成成 るるるる 意意意意 こそは諸法をををを統統統統
な

ぶぶぶぶ きよら かな る意意意意 にて且且且且 つかたり 且且且且 つつつつ行行行行けば形形形形 にににに影影影影 のそうごとく 楽楽楽楽 しみ彼彼彼彼 にしたがわん」」」」
さち

み ち

善善善善き ことを作作作作すすすす者者者者 はははは いまによろ こび のち によろ こび ふふふふたたたた つながら によろ こぶ ［［［［
善善善善
とか 「「「「
き ことをわれはな せり］］］］とかく思思思思 いてよろ こぶ かく て幸幸幸幸あ る行路をををを歩歩歩歩めば いよ いよ こころ
た のしむな り」」」」とととと説説説説 かれ ています。。。。幼少期より規律やややや道徳心をををを植植植植ええええ付付付付け て行行行行けば世情がががが不安
定定定定 にな ることはまず無無無無くな ること でしょう。。。。
どう り ょう

私達 はははは日 々のののの暮暮暮暮ら し の中中中中 でででで必必必必ずずずず他他他他 のののの力力力力、、、、恩恵をををを受受受受けなければ生活がががが成成成成 りりりり立立立立ちません。。。。仕事
のののの同 僚 ・・・・先輩 ・・・・上司、、、、学校やややや塾塾塾塾 のののの先生、、、、家庭 のののの子供 にあ っては兄弟 ・・・・両親 ・・・・祖 父母。。。。自然界
のののの恵恵恵恵 みを受受受受け て の食生活、、、、等考え てみれば我 々はははは裸同然 です。。。。しかしながら毎 日 のののの事事事事とととと成成成成 りりりり
き ゅうち

さ

ますとさ ほど感謝 ししししません。。。。問題がががが生生生生 じて初初初初め て自分 のののの力力力力 では解決 できな い事事事事 にににに気付く ので
すすすす。。。。人間 はどうも窮地 にににに落落落落ちな いと目目目目がががが覚覚覚覚 めな いよう です。。。。困困困困るるるる事事事事がががが出来 ると言言言言う ことは佛佛佛佛
がががが我 々にににに試練をををを与与与与え て下下下下さ る のでしょう。。。。この世世世世はははは 「「「「
空空空空」」」」も のごとす べてあり のまま のです。。。。
善善善善」」」」なれば善善善善 「「「「
悪悪悪悪」」」」なれば
生活自体がががが知知知知らず知知知知らず の内内内内 にににに因縁 によ って結結結結ばれ て行行行行く ので 「「「「
せ っかく

悪悪悪悪をもたらす事事事事 になります。。。。例例例例えば、、、、地上 のののの変化がががが天天天天をををを狂狂狂狂わ せ自然 のののの災害をもたら している
あ

や

かおく

く

くず

とととと思思思思 います。。。。将来 にににに渡渡渡渡 って 「「「「
命命命命 のののの水水水水 はははは」」」」大丈夫 であろう か、、、、心配 です。。。。折角開発を しても人人人人
もう こ り た

口口口口のののの減少はははは止止止止まらず、、、、空空空空きききき家家家家がががが増増増増ええええ、、、、ひどくなれば家屋はははは朽朽朽朽ちちちち、、、、崩崩崩崩れ て いく のです。。。。我 々もももも
かぶ

形形形形 はははは人間 であ っても心心心心はははは菩薩 のののの魂魂魂魂 をををを持持持持ちましょう。「
忘忘忘忘 己己己己利他」」」」のののの教教教教ええええ、、、、全全全全 ての人間がががが安心安
おお か み

全全全全 にににに生活 でき てこそ世界平和がががが実現 できます。。。。人間 のののの皮皮皮皮をををを被被被被 った 「「「「
菩薩」」」」ででででなければと私私私私はははは
しんら んし ょう にん

ぼ ん のう

まな こ

いえど

も のう

思思思思 って います。。。。出来なければ 人間 のののの皮皮皮皮をををを被被被被 った 「「「「狼狼狼狼 」」」」とととと言言言言うううう事事事事 にににに成成成成 ってしま います。。。。
こうごう

親鸞 聖 人 はははは 「「「「
煩悩、、、、 眼眼眼眼 をををを障障障障え て見見見見た てま つらず と 雖雖雖雖 もももも、、、、大悲、、、、 倦倦倦倦 き ことなく して、、、、
常常常常 にににに我我我我をををを照照照照 したもう」」」」とととと言言言言われま した。。。。写写写写 しししし出出出出された己己己己 のののの姿姿姿姿がががが神 々し いも のでありた いも の
た

です。。。。佛佛佛佛とととと共共共共にににに暮暮暮暮らす身身身身 となれば生活態度もそれな りに改改改改まり汚汚汚汚れなき清清清清ら かな心身 とととと成成成成 りりりり

善壽界善入院油掛地藏尊

ま しょう。。。。宗教がががが戦戦戦戦 のののの中中中中 にににに埋埋埋埋もれ てしまう のは耐耐耐耐えられません。。。。
二十六年 六月 一日

