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今 月はははは敬老会がががが過過過過ぎ ると御彼岸がきます。。。。 「「「「
先祖 のののの供養 にににに舌舌舌舌をををを出出出出 しししし、、、、閻魔 のののの前前前前 では涙涙涙涙す る」」」」 でででで
い

つ

はははは困困困困ります。。。。閻魔帳 にににに記載されたら消消消消 しゴ ムでは消消消消 せません。。。。広島 のののの災害 ではな いですが 人間
まつ

あか

をををを何時卒業 ししししてしまう のか、、、、先祖 にににに成成成成 っても魂魂魂魂 はははは不滅 です から供養す る のも当然 です。。。。先祖 のののの多多多多
いえ がら

まつ

たく

いいいい方方方方 はははは大変だとは思思思思 いますが、、、、先祖がががが多多多多 いと いう方方方方 は ルー ツが古古古古くくくく正正正正しく祀祀祀祀りりりり事事事事を してきた証証証証しししし
とう し ょう しん しゅう

さ い ご か しゅう

な んえ ん ぶ しゅう

ほ っ く る じ ゅう

であり、、、、尊尊尊尊 いいいい家柄な のです。。。。祀祀祀祀りりりり事事事事をををを託託託託すすすす 子孫 にににに悩悩悩悩 み のあ る方方方方 はははは生前 にににに自分 のののの供養を しておきま
じ ゅ っか い

しょう。。。。佛佛佛佛がががが説説説説くくくく世界 にも東東東東 にににに東 勝 身身身身 洲洲洲洲 ・・・・西西西西にににに西牛貨貨貨貨 洲洲洲洲 ・・・・南南南南 にににに南 閻浮浮浮浮 洲洲洲洲 ・・・・北北北北 にににに北倶盧 洲洲洲洲 があ
すべ

ちく し ょう し ゅ ら

りりりり、、、、我 々はははは南南南南 のののの南 閻浮洲と いう宇宙 にににに生息 して います。。。。 そして地獄 ・・・・餓鬼 から始始始始まる 十 界 にににに分分分分
別別別別され ています。。。。昨今 人間と して生生生生き る術術術術をををを忘忘忘忘れれれれ 畜 生 修羅にににに落落落落ちた行動を し、、、、 目目目目にににに余余余余 るも のが
あります。。。。しかしながらそれら は因縁がさ せる所作 であると思思思思 っています。。。。何故ならば、、、、我 々はははは
く じ ゅう め つどう

宿世 のののの業業業業 により子子子子はははは親親親親をををを選選選選 べず、、、、親親親親もももも 又又又又、、、、 子子子子をををを選選選選ぶぶぶぶ事事事事 はできません」」」」
。。。。持持持持
釈迦がががが説説説説 かれた教教教教ええええ 「「「「
って生生生生まれた宿宿宿宿縁縁縁縁 ですが釈迦がががが初初初初めて の説法 でででで 「「「「
苦集滅道道道道」」」」苦界をををを乗乗乗乗りりりり越越越越え る為為為為 ににににはははは八八八八 つの正道
があることを示示示示されました。。。。病病病病 はははは気気気気 からと申申申申 します。。。。私私私私はははは医術 のののの及及及及ばな いと ころもあるとととと思思思思 って
け んけ んが くが く

います。。。。心心心心 のののの病病病病 はははは佛菩薩 におすがりす るより道道道道 はははは無無無無 かろう。。。。 ここに信仰 のののの重重重重 みがあ る のです。。。。
ＳＴＡＰ細胞論文に ついては喧 々諤 々、、、、少少少少しししし静静静静 かに成成成成 ったかと思思思思 いきや、、、、理化学研究所発生 ・・・・
かも

再生科学総合研究 セ ンター （（（（
神戸市）））） のののの笹井芳樹副 セ ンター長長長長 （（（（
五十 二歳））））がががが八八八八月五日にににに自殺、、、、
つつし

またもや物議をををを醸醸醸醸 しだす こと でしょう。。。。笹井氏にににに信仰があ ったかどう かは別問題として、、、、静静静静 かに
うや ま

ごごごご冥福をををを祈祈祈祈 りりりり 慎慎慎慎 んで菩提 のののの供養を してあげ ること です。。。。間違 っても此此此此 のののの事事事事をネ タにす べき では
な いでしょう。。。。 「「「「
佛佛佛佛をををを 敬敬敬敬 いいいい、、、、そして人人人人をををを愛愛愛愛すすすす」」」」べし、、、、この世世世世にににに頂頂頂頂 いた命命命命をををを粗末 にせず、、、、自分 のののの身身身身
ぶ っし ょう

をををを敬敬敬敬え るような生活を しましょう。。。。不徳 のののの所作を して、、、、この身身身身をををを苦界 にににに沈沈沈沈 めること の無無無無 いよう に
さと

生生生生き ていきましょう。。。。我 々はははは皆皆皆皆、、、、 「「「「
佛佛佛佛 性性性性 」」」」をををを持持持持 って生生生生まれ てきます。。。。佛様 から頂頂頂頂 いた 「「「「
血肉、、、、魂魂魂魂
この身身身身」」」」をををを大切にす る のは当然 のののの事事事事 です。。。。私私私私はははは釈迦をはじめ各祖師方がががが求求求求 められた覚覚覚覚 りが この佛佛佛佛

おお みね

あきら

性性性性 にあり、、、、心身 のののの健康 にあると思思思思 って います。。。。
死死死死 のことを考考考考え ても、、、、私私私私 はははは少少少少 しも不安 にならな い。。。。
大峯 顯顯顯顯 氏訳によるとゲー テ七五歳 のののの時時時時 「「「「
なぜなら、、、、我 々のののの精神 はははは決決決決 して滅滅滅滅びること のな い存在 であり、、、、永遠 から永遠 にむか って休休休休 みなく
活動 し つづけるも のだと いう ことを私私私私 はははは固固固固くくくく確信 して いるからだ。。。。それはち ょうど、、、、太陽ががががわれ

ぶ んご う

われ地上 に いる者者者者 のののの目目目目には沈沈沈沈 んでいくよう に見見見見え るけれども、、、、実際 はははは決決決決 して沈沈沈沈 む ことなく、、、、常常常常 にににに
輝輝輝輝き つづけ て いるようなも のだ」
。とととと話話話話をされたそう です。。。。私私私私はははは文豪ゲーテもドイ ツ人人人人ながら魂魂魂魂

にしだ き た ろ う

のののの不滅をををを信信信信 じじじじ、、、、覚覚覚覚 りを得得得得たたたた人人人人だと思思思思 います。。。。現在 では何事 にににに於於於於 いても実証がががが重重重重んぜられるよう に

き

な ってきましたが、、、、東洋 のののの文化には西 田幾多郎氏氏氏氏 ででででははははな いが形形形形なきも のの形形形形をををを見見見見、、、、声声声声なきも のの

き
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声声声声をををを聴聴聴聴くと言言言言 った思想がががが流流流流れ ていると思思思思 います。。。。世世世世 のののの中不可思議な こと分分分分 からな い事事事事がががが多多多多 いから
き

です。。。。奇奇

