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流流流流れを知知知知 るるるる

世世世世 のののの為為為為、、、、人人人人 のののの為為為為 にににに何何何何 かかかか良良良良 いことを した い良良良良 いことを仕様、、、、とととと言言言言うううう気持ちが仏心 であり、、、、菩菩菩菩
薩行 であろうと自分 はははは思思思思 って います。。。。先月本四国八十八 ヶヶヶヶ所所所所 のののの巡拝を して来来来来ま した。。。。今年 はははは
空海大師様がががが霊場をお開開開開きになられ て千 二百になります。。。。法然上人がががが亡亡亡亡くなられ て約約約約八百年、、、、
法然上人もももも四国高松 にににに流罪 のののの身身身身 になられましたが、、、、それより四百年もももも前前前前 にににに空海大師様がががが活躍
された時時時時代代代代 のののの自然、、、、社会環境をををを想像す るだけ で実感をををを得得得得 ることはできません。。。。さぞや大変 でででで
あ ったろうと空想す るだけ です。。。。現在 にににに於於於於 いては四国霊場をををを巡拝す る のが随分楽 になりま し
たたたた。。。。ただ昔昔昔昔とととと今今今今と では巡礼にににに出掛けけけけられる人達 のののの心構え はず いぶん違違違違 ってしま った のではな
いでしょう か。。。。昔昔昔昔 のののの巡拝 はははは死死死死とととと隣隣隣隣 りりりり合合合合わせであ ったかと思思思思われます。。。。今今今今 でも日本全国にににに霊場
はははは数 々ありますが四国霊場 はははは最高峰 であると思思思思 います。。。。十 二日間とととと言言言言うううう短短短短 いいいい期間 ですが同行
とととと共共共共にににに巡錫 しししし、、、、八十八番 でででで味味味味わう感無量量量量、、、、今 回もももも心心心心 のののの持持持持ちよう で物欲 から離離離離れれれれ、、、、社会情勢もももも
いち ご いち え

知知知知 るるるる必要もなくなり、、、、佛佛佛佛とととと我我我我がががが主役 のののの参拝とな り、、、、人間関係もももも大大大大きく変変変変わ る事事事事をををを知知知知 りました。。。。
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毎 回おな じでは無無無無 いも のの味味味味わ い深深深深 いいいい事事事事 には変変変変わ りありません。。。。 「「「「一期 一会 のののの佛縁 でででで、、、、会会会会ええええ

か

てててて嬉嬉嬉嬉 しき人人人人となり」」」」
。。。。体験 した ことだけがががが身身身身 にににに付付付付くわけ です から。。。。
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家家家家 はははは十坪 にににに過過過過ぎず、、、、庭庭庭庭 はははは唯唯唯唯 三坪。。。。誰誰誰誰 かかかか言言言言うううう、、、、狭狭狭狭く して且陋
徳富蘆花 のののの 「「「「
吾家 のののの富富富富」」」」 のののの中中中中 にににに ｟｟｟｟

た

こ

こ

あられ

な りと。。。。家 陋 （（（（
せま い））））なりと 雖雖雖雖 もももも、、、、膝膝膝膝をををを容容容容 るるるる可可可可くくくく、、、、庭狭きも碧空仰仰仰仰ぐぐぐぐ可可可可くくくく、、、、歩歩歩歩 して永遠 をををを
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思思思思う に足足足足るるるる。。。。神神神神 のののの月日はははは此處 にも照照照照れば、、、、四季もももも来来来来りりりり見舞 いいいい、、、、風風風風、、、、雨雨雨雨、、、、雪雪雪雪、、、、 霰霰霰霰 かはるば る至至至至
き ょう

あふ

おぼ

りて 興興興興 浅浅浅浅 からず。。。。 蝶蝶蝶蝶 兒来りて舞舞舞舞 いいいい、、、、蝉蝉蝉蝉来来来来 りて鳴鳴鳴鳴きききき、、、、小鳥来 りて遊遊遊遊びびびび、、、、 秋 蛩 （（（（コオ ロギ））））まままま
ぎん

たたたた吟吟吟吟ずずずず。。。。静静静静 かに観観観観ずれば、、、、宇宙 のののの富富富富 はははは殆殆殆殆んど三坪 のののの庭庭庭庭 にににに溢溢溢溢 る ゝを覺覺覺覺ゆるなり。。。。｠｠｠｠とととと狭狭狭狭き こと
ゆ いせき

をををを悲悲悲悲 しむよりも天地自然 のののの広大さを感受 できる喜喜喜喜びが ひしひしと伝伝伝伝わ ってきます。。。。法然上人
様様様様もももも立派なななな佛佛佛佛閣閣閣閣よりもお念仏 のののの声声声声ががががすすすす ると ころが遺跡 であ るとお っしゃ いま した。。。。昔昔昔昔 から、、、、
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人間座 って半畳、、、、寝寝寝寝 てててて 一畳とととと言言言言 います。。。。法然上人様 はははは行住坐臥 のののの称名念仏をををを提唱され日日日日にににに六六六六
じ ゅうち ん

寺内
万遍 のののの念仏をををを称称称称えられま した。。。。近年 でも増上寺 のののの前前前前御法主 であられました故成 田有有有有恒恒恒恒 （（（（
大吉））））上 人様 はははは 一日にににに三万遍 のお念仏をををを称称称称え てみえま した。。。。現在 でも浄土宗 のののの重 鎮 とととと言言言言わわわわ
れる上人様達 はははは法然上人様 のののの志志志志をををを忘忘忘忘 れず、、、、 日課念仏数 万遍をををを称称称称え てみえ るはず です。。。。 ただ、、、、
平凡な る我 々には 「「「「
極楽 もももも地獄 へへへへ行行行行くも 念佛 のののの数数数数 でででで決決決決まらず なぬ 阿弥陀」」」」 です。。。。数数数数 にににに のののの
みみみみこだわり、、、、念仏がががが歌歌歌歌 にににに成成成成 っては いただけません。。。。健康をををを害害害害 せば身体 にににに力力力力がががが入入入入らず、、、、念仏 のののの
声声声声もももも小小小小さくな ってしま います。。。。声声声声 のののの張張張張 りりりりとととと大大大大きさ は健康 のバ ロメーターになります。。。。近近近近くに
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おおおお見見見見え の方方方方 でででで、、、、声声声声がががが弱 々しく成成成成 ってきたら 元気づづづづけ てあげ ま しょう。。。。
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