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るるるる
おもんば か））））

今年も ノー ベ ル賞賞賞賞 のののの発表がありました。。。。物理学賞 にににに赤崎 勇教授 ・・・・天野 浩教授 ・・・・中村 修 二教授 のののの三三三三
つか

方方方方がががが青色発光ダ イオード の研究開発にににに於於於於 いての成果をををを評価されたそう です。。。。研究者がががが数千回 のののの失敗をををを
乗乗乗乗りりりり越越越越え て掴掴掴掴 んだ成果だそう です。。。。赤崎教授 は コメ ント の中中中中 でででで最後 はははは勘勘勘勘もももも必要と のこと。。。。積積積積 みみみみ重重重重ねが
あれば こそ言言言言え る のだと思思思思 います。。。。 凡人なら尚且 つつつつ日 々のののの暮暮暮暮ら しを大切にしなく ては申申申申 しししし訳訳訳訳な いこと
です。。。。中村教授 はははは面白 いことを言言言言 って見見見見えました。。。。 日本 のののの学生たち は環境的 にににに論文をををを読読読読 んで勉強を し
て いるが ベ ンチ ャー では無無無無 いと。。。。とととと言言言言う のも論文はははは過去 のも のだと、、、、研究者 のののの意見として尊重 できる
とととと思思思思 います。。。。個 々にににに違違違違うううう心的問題もももも同同同同じで過去 のののの文献 のみで判断す る のはと ても危険だと思思思思 います。。。。
ヒャ ッパー セ ント同同同同じじじじ回答 はな いはず です。。。。教育 ・・・・経済等含 めて、、、、 おおおお釈迦様 のののの時代とととと今今今今 のののの時代 では質質質質
問問問問 のののの内容もももも大大大大きく変変変変わ っていると思思思思 います。。。。個個個個とととと合合合合わせ時機相応 のカウ ンセリ ングを しなく てはなら
な いのです。。。。自分 はははは思想 には古古古古 いも新新新新 し いも無無無無 いと思思思思 っていますが。。。。私私私私がががが今 一番望 んで いることは、、、、
辨栄聖者 のののの様様様様 にににに人人人人 のののの心心心心、、、、 人人人人がががが何何何何をををを考考考考え ている のか解解解解 るるるる。。。。自然 のののの現象がががが分分分分 かる。。。。ど のよう に又又又又、、、、ど こを
通通通通せば分分分分 か った のか、、、、超常現象 をををを科学 でででで証明 できれば ノー ベ ル賞賞賞賞 でしょう。。。。
平成 二六年十 一月月月月はははは先代善覺老師がががが亡亡亡亡くなられ て七年 にににに成成成成 ります。。。。先代 のののの時時時時 には叶叶叶叶 いませんでした
かすが い

がががが当山 では十月にににに長女がががが結婚 しししし、、、、十 一月初旬 には長男がががが結婚 します。。。。寺門 にと って大大大大きな喜喜喜喜び です。。。。
つまび

「「「「
仕合 せせせせ」」」」とととと言言言言うううう言葉がががが御座 いますがや っと味味味味わえ る喜喜喜喜びもあります。。。。 「「「「
子子子子はははは宝宝宝宝」 「
子子子子はははは 鎹鎹鎹鎹 」」」」 にと申申申申
します。。。。拙僧もももも佛様 から託託託託された我我我我がががが子子子子がががが結婚す る運運運運びとなり、、、、四十 一年ぶり の慶賀をををを 詳詳詳詳 ら かにご本本本本

せ いき ょ

へ

尊様 にににに報告す ることが できま した。。。。 そ の上上上上、、、、檀信徒 のののの方 々にににに披露す る場場場場をををを与与与与え て頂頂頂頂けま した。。。。誠誠誠誠 にににに有有有有
難難難難 いいいい事事事事 です。。。。
そば

前述 のののの如如如如くくくく、、、、当山 では先代 のののの逝 去 より七年をををを経経経経ました。。。。先代 のののの姿姿姿姿 はははは消消消消えましたが、、、、今現在 でも、、、、 いいいい
る いる い

わざ

つも傍傍傍傍 に いてくれる感感感感 じをも って います。。。。 おおおお互互互互 いの魂魂魂魂がががが交流をををを持持持持 っているからだと思思思思 って います。。。。親親親親
がががが子離れしていいいいな いのでもなく、、、、 子子子子がががが親離れ できな いのでも無無無無 いいいい。。。。唯唯唯唯、、、、累 々とととと流流流流れる血脈 のののの成成成成 せる業業業業

であると思思思思 って います。。。。時満ち て親 元から離離離離れれれれ自立 して いく姿姿姿姿 はははは尊尊尊尊 いも のです。。。。幹幹幹幹がががが太太太太れば自然 にににに枝枝枝枝
葉葉葉葉もももも茂茂茂茂 ってきます。。。。根根根根 ・・・・幹幹幹幹 ・・・・枝枝枝枝 ・・・・葉葉葉葉 のバラ ンスが取取取取れれば、、、、 一族 のののの繁栄をををを表表表表 します。。。。もちろん大大大大きく
なれば成成成成 るるるる程程程程、、、、維持 して いく のは大変 です。。。。 日本をををを考考考考え て見見見見ますと、、、、都道府県市 町村 のののの集合体 です。。。。
世界 はははは国連加盟国、、、、 一九 二ヵヵヵヵ国国国国 のののの集合体 でででですすすす。。。。社会情勢 はははは勿 論 のののの事事事事、、、、健康 一つつつつ取取取取 ってもバラ ンスが保保保保
たれ て いるとは思思思思われません。。。。病病病病 でででで苦苦苦苦 しんで見見見見え る方方方方がががが大勢 みみみみえ る のです。。。。我我我我がががが国国国国 では六五歳 以上 でででで
認知症 のののの方方方方がががが四百六十 二万人ももももみえ るそう です。。。。昨年認知症 のののの方方方方 でででで行方 不明にな った方方方方がががが 一万人以上
みえ、、、、 ほとんど の方方方方 はははは見見見見 つかる のですが中中中中 には見見見見 つからな い方方方方も いら っしゃるそう です。。。。生死もももも分分分分 かかかか
らず当事者 はははは大変 です。。。。世世世世はははは娯楽 もももも多種多様、、、、ボケ ル暇暇暇暇もももも無無無無 いよう に思思思思われる のですが現実 はははは違違違違う み
い

つ

た いです。。。。高齢化社会だけ のののの問題 でしょう かかかか。。。。そう ではな いと思思思思 っています。。。。例例例例え て言言言言 いますと、、、、我 々
人間はははは生生生生まれた時時時時 から氷氷氷氷 のののの上上上上をををを歩歩歩歩 いて いるようなも のです。。。。 氷氷氷氷 のののの厚厚厚厚さも知知知知らず に何時氷氷氷氷がががが壊壊壊壊れ てもお
はず

かしくな い状態な のに安全だと思思思思 いいいい込込込込んで いる訳訳訳訳です。。。。私私私私がががが言言言言うううう氷氷氷氷とは即即即即ちちちち、、、、先祖 から受受受受けけけけ継継継継 いで来来来来
るるるる因縁 のののの事事事事 です。。。。色 々事例をををを考考考考え て見見見見ますと、、、、佛佛佛佛 のののの教教教教えを踏踏踏踏 みみみみ外外外外 してしま った結果な のではな いでし
ょう か。。。。因縁 はははは目目目目にも見見見見えず耳耳耳耳にににに聞聞聞聞 こえず、、、、音音音音 もなく押押押押 しししし寄寄寄寄 せる水水水水 のののの如如如如くくくく、、、、深深深深くくくく成成成成 ったり、、、、浅浅浅浅くくくく成成成成 っっっっ

ち ほう

たりして、、、、我我我我らが身身身身 にににに因果応報をもたらすと思思思思 っています。。。。くどくど言言言言 いますが身身身身 のののの清浄がががが 一番 です。。。。
かか

いま し

我 々はははは向上心とととと言言言言うううう欲望 によ って文化をををを支支支支え て来来来来たと思思思思 って います。。。。ただ、、、、欲望がががが薄薄薄薄れた人間がががが痴呆
にににに罹罹罹罹るとも思思思思えません。。。。仏教 では煩悩をををを 戒戒戒戒 めますが煩悩 はははは欲望 のののの激化したも ので自 己 のののの欲望をををを満満満満たす
為為為為 にににに、、、、 人間としての道徳 （（（（
道 理 ・・・・義理））））をををを外外外外 しやす いのです。。。。 したが って、、、、向上心とは異異異異な る心心心心 のののの作作作作
用用用用だと思思思思 っています。。。。我 々のののの心身 をををを支支支支え て いる肉体がががが栄養失調な のか栄養過多な のか分分分分 かりませんが
とな

認知症 はははは精 巧なななな脳細胞がががが壊壊壊壊れれれれ てしま い認知機能がががが正常 にににに働働働働 かなくな ってしま った のでしょう。。。。当山 でででで
い

つ ま

ひ

どく じ ゅだ いじ ょう

ほう どう き ょう てん

はははは月月月月にににに三回集まり、、、、 おおおお経経経経をををを称称称称ええええ てててて います。。。。大大大大きな声声声声 でお経経経経をををを称称称称えればボ ケ防 止にもな ると思思思思 っていま
そく

すすすす。。。。機能がががが何時麻痺す るか分分分分 かりません。。。。修行 しておきましょう。。。。経経経経 にににに 「「「「
読誦 大 乗 ・・・・方方方方等等等等 経 典 」」」」とあ
りりりり、、、、称称称称えれば即即即即、、、、極楽往生 でき る程程程程 のののの利益がががが頂頂頂頂けると の説明があります。。。。月月月月にににに三回おおおお経経経経をををを称称称称え る修養
あきぐち り ょう みん

会会会会 にににに参加 のののの方方方方がががが認知症 にににに罹罹罹罹 ったと いう事事事事 はありません。。。。当当当当 にににに、、、、 おおおお経経経経をををを称称称称え て、、、、御利益をををを頂頂頂頂けたとととと思思思思 っっっっ
は

ほじ ゅう

みち る

て います。。。。秋 口龍 珉 氏氏氏氏 はあ る老師 のののの問答話話話話として 「「「「
茶碗 のののの価値 はははは、、、、焼焼焼焼き でも形形形形 でもなく て、、、、中中中中がががが空空空空 っっっっ
ぽだと いうと ころにある」」」」とととと。。。。人間はははは外見にににに思思思思 いを馳馳馳馳せる事無くくくく、、、、脳脳脳脳 のののの中身 はははは常常常常 にににに補充 でき、、、、 満満満満 こと
のののの無無無無 いよう に心心心心がけること です。。。。「「「「
満満満満れば欠欠欠欠ける」」」」欠欠欠欠ける事事事事がががが脳脳脳脳 にににに与与与与え る影響 にににに大大大大きく関関関関わ ってくるるるる のののの
だだだだとととと思思思思 って います。。。。脳脳脳脳 のののの収容能力がががが如何程な のか分分分分 からな いのが難点 ですがががが。。。。物忘 れが激激激激 しくな る の
よ

み

もももも脳脳脳脳 のののの衰衰衰衰え でしょう か。。。。脳脳脳脳もト レー ニングす る必要があ る のでしょう か。。。。生生生生き てる限限限限りりりり心身健康 にし
てててて家族 のののの負担をををを軽減 しししし、、、、国家 予算 のののの目減 りを防防防防ぎぎぎぎ、、、、家族 にににに看取られながら黄泉 のののの国国国国 にににに往往往往きた いも ので
すすすす。。。。
日本 のののの食文化がががが 日本 のののの国民 のののの健康 にどれ程神経をををを使使使使 って いるか疑問 です。。。。 口口口口でででで美味 し いと感感感感 じれば
良良良良 いのか。。。。安安安安く て空腹がががが満満満満たされれば良良良良 いのか。。。。買買買買 いいいい手手手手にににに問題があると思思思思 って います。。。。食品を いち い
ちちちち調調調調 べる労力、、、、金金金金 はありません。。。。 一時中国 のののの食材がががが問題 にな りま したが、、、、加 工された物物物物をををを買買買買 いいいい求求求求 める
ゆだ

のではなく食材 のみを買買買買 いいいい、、、、 おかずを作作作作 るるるる、、、、そうすれば多 少安心な のではな いでしょう か。。。。多多多多 く の食食食食
物物物物をををを外国にににに委委委委ね て いる日本 ですが、、、、外国産がががが悪悪悪悪く て、、、、国産なら良良良良 いいいい訳訳訳訳でもありません。。。。加 工品がががが売売売売れれれれ
るよう にな ってしま った のは女性がががが働働働働くくくく様様様様 にな り生活 スタイ ルが変変変変わ ってきた のも原因 のののの 一一一一つでしょ
うううう。。。。女性軽視 でもなく、、、、安心はははは消費者が し っかり選選選選ぶ こと でしかな いとととと思思思思 います。。。。 しかしながら、、、、選選選選
ぶ にも限界がががが御座 います。。。。倫 理 ・・・・道徳心 のののの欠如とととと相相相相ま って、、、、食食食食 のののの安全をををを過信 しな いこと でしょう。。。。作作作作
物物物物 ・・・・食材をををを作作作作 るるるる方方方方たち の気持ちが佛佛佛佛 のののの心心心心をも って共共共共 にににに良良良良きききき暮暮暮暮ら しが出来 るるるる様様様様 にににに心掛けけけけ てててて下下下下されば幸幸幸幸 いいいい
みだ

です。。。。世世世世 のののの中中中中、、、、心心心心 のののの健康もももも重要 です。。。。心心心心はははは静静静静 かな湖面 のののの如如如如くくくく己己己己がががが姿姿姿姿をををを映映映映 しだす時時時時もあれば、、、、燃燃燃燃ええええ盛盛盛盛 るるるる
い

つ

炎炎炎炎 かかかか、、、、煮煮煮煮えたぎ る湯湯湯湯 のののの如如如如くくくく暴暴暴暴れれれれ、、、、 己己己己がががが姿姿姿姿をををを見失 ってしまう事事事事もあります。。。。肉体的 には健康 でも心心心心がががが乱乱乱乱
せ いう ん だ い し

さ いこんたん

れれれれ ては何時間違 った方向 にににに進進進進 んでしまう ののののかかかか分分分分 かりません。。。。 人人人人 のののの目目目目はごまかせても佛佛佛佛 のののの目目目目はごまかせ
菜 根 譚」」」」にににに 「「「「
人人人人 のののの役役役役 にににに立立立立たな いことはははは、、、、言言言言わな いほうが いいし、、、、人人人人 のののの役役役役 にににに立立立立
ません。。。。星雲大師 訳訳訳訳 のののの 「「「「
たな い考考考考え は、、、、起起起起 こさな いほうが いいし、、、、 人人人人 のののの役役役役 にににに立立立立たな い行行行行 いは、、、、 しな いほうが いいのです。」とととと、、、、
ひぐら し

五官をををを磨磨磨磨きききき、、、、親親親親 から頂頂頂頂 いた肉体及びびびび魂魂魂魂をををを大切にす ることがががが親孝行 のののの 一一一一つです。。。。目上 のののの方方方方 にににに礼礼礼礼をををを失失失失 せず、、、、

善壽界善入院油掛地藏尊

信信信信 じあえ る友達をををを持持持持ちちちち、、、、善善善善きききき情報をををを得得得得 てててて、、、、共共共共にににに良良良良きききき 日暮をををを致致致致 しま しょう。。。。
二十六年十 一月 一日

