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新年早 々フラ ンスで新聞社が テ ロに攻撃され十 二人がががが死亡しま した。。。。 又又又又、、、、 イ スラム国国国国 でででで拉致された
い

つ

日本人 二人がががが殺殺殺殺されたと の現地報告 にににに真実な のかどう か心配 です。。。。我 々はははは 一寸先 のののの我我我我がががが身身身身 のののの事事事事をををを知知知知 るるるる
由由由由もありません。。。。何時善光寺如来様がお迎迎迎迎え に来来来来 てててて下下下下さ っても良良良良 いいいい生活を して いた いも のです。。。。 一日
がががが 一生、、、、 一日刻 み の生活 こそ大事な こと です。。。。 この世世世世にににに沢山 のののの思思思思 いが残残残残 る のも当然 のこと です。。。。 人生
はかも しれな いで始始始始まり、、、、 かもしれな いで終終終終わ るでしょう。。。。今月はははは当山善 入院 のご本尊様 一光三尊善善善善
光寺如来様 のののの 一年 にににに 一度 のののの御縁 日がきます。。。。 「「「「
七草法要」」」」です。。。。旧暦 でででで行行行行 います から今年 はははは 「「「「
二月 のののの二二二二
十四日」」」」 になります。。。。我 々はははは目目目目にににに映映映映るるるる現象ば かりに気気気気をををを取取取取られがち ですが目目目目にににに見見見見え にく い己己己己がががが姿姿姿姿 のののの内内内内
ににににこそ気気気気をををを配配配配るるるるべき でしょう。。。。首輪を はめられ て可愛がられる犬犬犬犬 よりも人間 のののの方方方方がががが仕合 せではな かろ
う か。。。。悩悩悩悩める人間もももも苦労なれば、、、、 そ の問題をををを解決さ せる人間もももも苦労な のです。。。。空海大師様様様様 はははは 「「「「
行行行行きききき悩悩悩悩
り こう

むむむむ 浮世 のののの人人人人をををを渡渡渡渡さずば 一夜をををを十夜 のののの橋橋橋橋とおもはむ」」」」とお詠詠詠詠 みになられました。。。。 はたして今今今今 のののの自分がががが
行行行行きききき悩悩悩悩むむむむ人人人人 のののの橋渡 しが できるであろう かと思思思思 いいいい悩悩悩悩む のもももも苦苦苦苦 である。。。。 人間利 口ぶ ってもそれが負担とな
りりりり、、、、 い つもビクビク気気気気がががが晴晴晴晴れな い日日日日がががが続続続続くくくく事事事事 になりましょう。。。。見栄を ハルと ハリ続続続続ける必要 にににに迫迫迫迫られ
苦苦苦苦がががが始始始始まる のである。。。。知知知知らぬは知知知知らぬと言言言言うううう事事事事 こそ勇気ある行動 であり、、、、心安ら かに暮暮暮暮らすもとととと でし
ょう。。。。自分 のののの思思思思 いいいい通通通通りに事事事事がががが運運運運ばなくなり苦悩がががが続続続続くと気持ちが重重重重くなり分散 しようと して精神分裂
をををを起起起起 こしてしまう のではな かろう か。。。。 又又又又、、、、人人人人をををを殺殺殺殺 してみたか ったと言言言言うううう学生があらわれました。。。。
智慧とは何何何何ぞや。。。。見識とは何何何何ぞや。。。。悩悩悩悩 みみみみ深深深深 しししし。。。。
釈尊 はははは東東東東 にににに向向向向 か って拝拝拝拝むむむむ時時時時 はははは親親親親 のののの恩恩恩恩をををを思思思思う て礼拝 せよ、、、、西西西西にににに向向向向 か って拝拝拝拝むむむむ時時時時 はははは我我我我がががが子子子子 のののの恩恩恩恩をををを思思思思うううう てててて
それ ぞ れ

礼拝 せよと仰仰仰仰 せにな りま した。。。。 三世代 のののの恩恩恩恩 であ ると思思思思 います。。。。佛佛佛佛 のののの教教教教え は基本的 にににに対機 のののの説法 です。。。。
医者がががが患者 にににに対対対対 して病病病病 にににに適適適適 した薬薬薬薬をををを投与す るが如如如如くくくく、、、、人人人人夫 々のののの悩悩悩悩 みに応応応応 じた教教教教えを説説説説 いている のが経経経経
せい

論論論論 です。。。。花花花花もももも蘭蘭蘭蘭 のよう に永永永永くくくく咲咲咲咲くも のもあれば、、、、一日にして枯枯枯枯 れる花花花花もあります。。。。人間と て同同同同じです。。。。
長生きす る者者者者も いれば この世世世世 にににに生生生生を みることなく散散散散 ってしまう命命命命もあります。。。。今今今今がががが 一番大切とととと言言言言う こ
とにな ります。。。。例例例例ええええ病病病病 にて余命 いくば くも無無無無 しと言言言言われ ていようとも、、、、過去 にににに親親親親 から命命命命をををを授授授授 かり、、、、そそそそ
して今今今今 のののの現在があり、、、、未来 のののの子孫 にににに血統をををを継承 して いく流流流流れを司司司司れば任務終 了な のです。。。。 又又又又、、、、逆縁 のののの
方方方方 はははは生生生生まれ変変変変わ って任務 をををを遂行す る事事事事 にににに成成成成 りま しょう。。。。 これを輪 廻転生と いいます。。。。 そして最後 はははは親親親親
をををを阿弥陀仏とす る西方 のののの極楽 へへへへ往往往往く ことにな る のです。。。。 阿弥陀仏 のもとに往往往往くには多 少なりとも苦界
をををを渡渡渡渡らなく ては行行行行けません。。。。生生生生 みみみみ のののの苦苦苦苦 しみを母親 にににに味味味味あわせた自分 です。。。。 阿弥陀様 のののの極楽 にににに行行行行くにも
同席 対面五百生」」」」
自身 にににに苦苦苦苦 しみがあ って当然 のこと です。。。。中中中中 には安産とととと言言言言う こともあります。。。。我 々はははは 「「「「
と いいまして、、、、今今今今あ る縁縁縁縁もももも五百年前 にににに決決決決ま って いると いう こと です。。。。法然上人様 はははは 「「「「一枚起請文」」」」 のののの
ほんろう

ぎ しんあ んき

中中中中 でででで極楽 へへへへ行行行行きた い者者者者 はははは 「「「「
南無阿弥陀仏とととと申申申申 して疑疑疑疑 いなく往生す るぞと思思思思 いとりて申申申申す べし」」」」とととと言言言言わわわわ
しゃに む

に

れま した。。。。我 々はははは現象 にににに翻弄され続続続続けけけけ疑心暗鬼 にな っております。。。。 そ の我 々にににに極楽 とととと言言言言うううう行行行行 った こと

二月 一日

善入院油掛地藏尊

もももも見見見見た ことも無無無無 いいいい世界 にににに誰誰誰誰 でも行行行行ける、、、、法然をををを信信信信 じて疑疑疑疑うなと、、、、疑疑疑疑 いいいい無無無無きききき我等無我夢中、、、、遮 二無 二進進進進
んで念仏申 しししし、、、、極楽 へへへへ往往往往くくくく姿姿姿姿がががが目目目目にににに浮浮浮浮 かびます。。。。

