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落葉樹がががが葉葉葉葉をををを落落落落とし、、、、寒寒寒寒 いいいい冬冬冬冬をををを迎迎迎迎え ようとしています。。。。
くわ

や る し かな い

映画俳優 のののの高倉 健健健健さ ん の訃報がががが十 一月にににに報報報報じられました。。。。新聞 のののの発表 にににに 「「「「
行行行行くくくく道道道道 はははは精進 にして、、、、
忍忍忍忍び て終終終終わわわわりりりり悔悔悔悔 いな し」」」」とととと出出出出 ていました。。。。加加加加え て、、、、彼彼彼彼がががが昔話された メ ッセージと して 「「「「
皆皆皆皆、、、、しん
が んば

ど いと ころで我慢 してや っている。。。。人人人人はははは負負負負けることがあ る。。。。それ でも負負負負けな いぞと思思思思 ってや って
いれば、、、、いい人人人人にににに出会え る。。。。そ の出会 いを信信信信 じて頑張 るるるるしかな いじゃな いでしょう か」」」」とととと彼彼彼彼 はははは自自自自
それぞれ

分分分分 のののの人生哲学をををを語語語語 ってみえたそう です。。。。彼彼彼彼 はははは役者として精進努力をををを重重重重ねられ自 己 のののの尊厳をををを守守守守られ
いか ん

た のだと想像 します。。。。 私私私私たち は夫 々にににに自分 のののの考考考考え で行動 して います。。。。例例例例ええええ 不道徳 であ っても、、、、
よ

そ の生生生生きききき様様様様がががが人生哲学とととと成成成成 ります。。。。善善善善 いいいい悪悪悪悪 いは別問題 です。。。。しかしながら、、、、我 々はははは行動 のののの如何 にににに
ささ

由由由由 って地獄 ・・・・餓鬼 ・・・・畜生 ・・・・修羅 ・・・・人間 ・・・・天人 のののの六道 にににに振振振振りりりり分分分分けられる事事事事 になります。。。。おおおお釈迦様 はははは
じ っせん

迷迷迷迷 いて悩悩悩悩 みみみみ多多多多きききき我 々のののの救済 にににに、、、、そ の 一生をををを捧捧捧捧げられました。。。。そ の教教教教えが仏教 であり、、、、釈迦 のののの人生

おど

い

つ

哲学 （（（（
宗教哲学））））であ った訳訳訳訳です。。。。当山 のののの檀信徒 のののの方 々はははは皆皆皆皆仏教徒 であり、、、、佛佛佛佛 のののの教教教教えを実 践す る、、、、
く にきだど っ ぽ

そして極楽 にににに往生 していく信者と いう ことにな ります。。。。
うち

国木 田獨歩歩歩歩 はそ の著著著著 「「「「
運命」」」」のののの中中中中 でででで 〔〔〔〔
朝 日がががが波波波波をををを躍躍躍躍りりりり出出出出るような 元気をををを人人人人はははは何時もももも持持持持 って居居居居なななな
す

し

ければならぬ。。。。だ から人人人人はははは何時もももも暗暗暗暗 いいいい中中中中 から起起起起き て日日日日 のののの出出出出をををを拝拝拝拝むよう に心掛けなければならぬ。。。。
ど

ん

そして日日日日 のののの入入入入りま で、、、、手手手手あたり次第、、、、何何何何 でも御座れれれれ、、、、其其其其 のののの日日日日にににに為為為為 るだけ の事事事事をををを 一心不乱にににに為為為為なけ
すな わ

そ のひと

ふ し ょうぶ し ょう

ればならぬ。。。。〕〕〕〕ともう 一一一一カカカカ所所所所 には 〔〔〔〔
人人人人はははは如何なななな場合 にににに居居居居 ても常常常常 にににに楽楽楽楽 し い心心心心をををを持持持持 って其其其其 のののの仕事をす
ることが出来れば、、、、 則則則則 ちちちち其 人はははは真真真真 のののの幸福なななな人人人人と いい得得得得 ることだ。。。。 不 精 〲〲〲〲 にや った仕事 にににに立派
う んぬん

かんたん

なななな仕事 はな い。。。。 そして 一生懸命 にににに仕事す るとき ほど楽楽楽楽 し いも のはな いようだ。。。。〕〕〕〕とととと朝 日 のののの力力力力をををを頂頂頂頂

おたけ

きききき終 日働きききき 日 々楽 しく暮暮暮暮らせるよう にしましょう。。。。とととと、、、、そ の為為為為 には云 々とあ るも、、、、簡 単 なよう で
難難難難 し いこと です。。。。
うめ

多多多多 く の人人人人はははは努力 した結果がががが思思思思うううう様様様様 になれば雄叫びを上上上上げげげげ たく成成成成 るでし ょう。。。。結 果がががが思思思思わ しく
なければ畜生とととと呻呻呻呻きききき声声声声をををを上上上上げげげげ たく成成成成 るでしょう。。。。突発的 にににに声声声声をををを上上上上げ る時時時時 にににに考考考考え てから声声声声をををを発発発発す る
訳訳訳訳 ではなく無意識 にににに声声声声がががが出出出出 てき てしまうも のでしょう。 「
赤赤赤赤 んんんん坊坊坊坊」」」」がががが泣泣泣泣くくくく のは別問題 でででで、、、、何何何何 かかかか身身身身
にににに不具合がががが生生生生 じたから泣泣泣泣く のだと思思思思 います。。。。私私私私はははは考考考考え る前前前前 にににに行動 にににに出出出出 てしまう のは魂魂魂魂 ががががそうさ せ
る のではな いかと思思思思う のです。。。。私私私私な んぞ脳脳脳脳 のののの働働働働き の何 万分 のののの 一一一一をををを使使使使 って いる のか使使使使 っていな いか
もももも知知知知 るるるる余地はな いのですが、、、、脳脳脳脳にににに潜在す る力力力力をををを知知知知らな い事事事事 のののの方方方方がががが多多多多 いと思思思思われます。。。。状態す べて
をををを含含含含 めて心経 にある 「「「「
空即是色」」」」とととと言言言言 ってしまえば収収収収まりが良良良良 か った のかともももも思思思思 います。。。。全全全全 てを
理解仕様とととと思思思思うううう方方方方がががが無 理な のでしょう。。。。「「「「
どうな りと勝 手になれと いうごとき、、、、わが このご ろを、、、、
ひとり恐恐恐恐 るる」」」」 （（（（
何方 のか忘忘忘忘れま した））））
失敗をををを恐恐恐恐れるも当然 のこと であり、、、、成功をををを納納納納める事事事事 のののの方方方方がががが稀稀稀稀な のかもしれな い。。。。しかしながら、、、、
我 々はははは高倉 健健健健さんやややや國木 田獨歩 ののののメ ッセージが示示示示すすすす如如如如くくくく、、、、精進 していく必要があろう。。。。

善壽界善入院油掛地藏尊

今年もももも 一年ありがとうござ いま した。。。。共共共共にににに良良良良きききき年年年年をををを迎迎迎迎えま しょう
二十六年十 二月 一日

