まさ

ほ

ただ よ

第 一八三号号号号

負負負負 け る な

時時時時 はははは声声声声をををを掛掛掛掛け てくれず、、、、褒褒褒褒 める のでもなく、、、、けなす のでも無無無無 いいいい、、、、只 々我 々のののの行動をををを如実 にににに見見見見
て いるだけだ。。。。浮世とは当当当当 にににに水水水水 にににに 漂漂漂漂 うううう浮草 のののの如如如如くくくく、、、、根根根根づづづづ かぬも のです。。。。 不幸もももも 一夜 のののの夢夢夢夢 ででででああああ
ってほし いも のです。。。。我 々のののの寿命 はははは長長長長く て百年、、、、今年 はははは徳 川家康 公がががが亡亡亡亡くな って四百年 です。。。。
え い こ せ いす い

徳 川宗家 はははは十八代 目、、、、徳 川恒孝氏、、、、松平宗家 はははは二五代 目松平輝夫氏がががが血統をををを相続され ています。。。。
ごごごご先祖 ににににはははは頼頼頼頼も し いいいい先祖もあり、、、、悲悲悲悲 しむ べき先祖もござ います。。。。栄枯盛衰、、、、浮世 のなら いです。。。。
いや

みにく

し

人人人人さま の不幸をををを喜喜喜喜ぶ のではなく、、、、人人人人さま の不幸をともに悲悲悲悲 しみ、、、、喜喜喜喜びを共共共共 にににに喜喜喜喜 べる心心心心 のののの持持持持ちちちち主主主主
にな って いきた いも のです。。。。心心心心 のののの卑卑卑卑 しさが 醜醜醜醜 いいいい姿姿姿姿 とな って顔顔顔顔 にににに染染染染 みみみみ出出出出るよう にな ってしま っ
たらおしま いです。。。。欲望がががが大大大大きければ スト レスも大大大大きくなります。。。。幸福 はははは金銭 のののの欲望 にににに身身身身をををを置置置置
かんよう

く のではなく、、、、心心心心 のゆとりがががが共共共共にににに仕合 せを築築築築 いていけたらと思思思思 っています。。。。昔昔昔昔 から悪悪悪悪 にににに走走走走 って
しま った人人人人にににに 「「「「
改心 のののの情情情情あり」」」」とととと許許許許すすすす様様様様 にににに心変わりし良心をををを持持持持 つよう にな った人人人人には寛容 です。。。。
心心心心はそ の人人人人 のののの人間性をををを導導導導きききき、、、、そ の人人人人 のののの顔顔顔顔となります。。。。私私私私はそ の人人人人 のののの神髄 はははは心心心心にあると思思思思 って い
ます。。。。鬼畜生 にも劣劣劣劣 るるるる邪心はははは持持持持 って生生生生まれた性格な のか環境な のか 一種 のののの病原菌がががが巣食 って い
いや

る のか、、、、巣食う べき場所をををを提供 してしま った のか分分分分 かりません。。。。人間 メ ンタ ルの追 及もももも必要 でででで
はあく

ど

こ

五感））））があ ってこそだと思思思思う し、、、、自分 のののの心心心心がががが相 手 のののの心心心心とととと、、、、
すが、、、、心心心心がががが癒癒癒癒される のは外的刺激 （（（（
ど のよう に関関関関わり反応 しししし何何何何をををを感感感感 じじじじ取取取取 る のか、、、、相 手をををを把握す る のか、、、、心心心心がががが何処から来来来来た のか、、、、人人人人
みち しる べ

とに
間間間間 のののの心心心心がががが生生生生き て いくには解決 できな い問題がたくさ んあ ると思思思思 います。。。。 一遍上人 のののの歌歌歌歌 にににに 「「「「
こう じ ょく

けんじ ょく

ぼ ん のう じ ょく

とうご じ ょくあく せ

かくに迷迷迷迷うううう心心心心 のしるべには南無阿弥陀仏とととと申申申申すば かりぞ」」」」とととと念佛をををを 道 標 にせよと のお言葉がががが。。。。
よご

みにく

すこ

三月には雛祭 りりりり、、、、五月には端午 のののの節句とととと子供たちが 劫 濁 ・・・・見 濁 ・・・・煩 悩 濁 ・・・・等等等等 五濁悪悪悪悪世世世世 （（（（
百百百百
し っと

ひが

じ ゅうまん

たけ

六十 二号 にて説明）））） のののの汚汚汚汚れれれれ 醜醜醜醜 いいいい世世世世 のののの中中中中をををを健健健健や かに育育育育 って いける様様様様 にと の思思思思 いが込込込込められ て い
うらや

うや ま

ると思思思思 います。。。。嫉妬やややや 僻僻僻僻 みが心心心心にににに 充 満 す る のは身身身身 のののの丈丈丈丈 にににに合合合合 って いな いと いう こと です。。。。 人人人人をををを
ふさ

くさ

羨羨羨羨 むより、、、、 敬敬敬敬 われる大人にににに成長 してほし い、、、、そんな思思思思 いを込込込込めた行事 でしょう。。。。病原菌菌菌菌がががが巣巣巣巣
食食食食うも病病病病、、、、心心心心がががが塞塞塞塞がり腐腐腐腐 る のも病病病病、、、、元元元元 のののの身体 にして返返返返せとは良良良良くくくく言言言言 ったも のです。。。。心心心心をををを洗洗洗洗 いいいい身身身身
をををを清清清清める所作 ・・・・行事 ・・・・祭礼もももも土地 々ににににああああると思思思思 います。。。。
世界もももも金金金金がががが取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく情勢がががが変変変変わろうと しています。。。。それは中国主導 ののののＡＩＩＢ （
アジ アイ ン
く も

フラ投資銀行））））です。。。。たぶん （（（（
イ ンフラ ストラクチ ャ））））でででで大型 工事 にににに貸貸貸貸 しししし出出出出すすすす資金提供をす る
ため の銀行 でしょう。。。。諸国はははは蜘蛛 のののの糸糸糸糸 にな る のか エサに成成成成 ってしまう のか大大大大きな賭賭賭賭 けにでると
きがきました。。。。現在 アメリカと 日本 はははは参加表明を していません。。。。来年 日本 ではサ ミ ット （（（（
主要
国首脳会議））））がががが開催される事事事事 にににに成成成成 って います。。。。世界 にはテ ロにおびえ る国国国国 ・・・・戦戦戦戦をををを余儀なくされ
む

るるるる国国国国 ・・・・貧困にににに苦苦苦苦 しむ国国国国 ・・・・見見見見かけ倒倒倒倒 し の国国国国 ・・・・等 々世界 のののの国 々はははは皆皆皆皆、、、、大大大大な り小小小小なり問題をををを掲掲掲掲げ てお
りりりり 一皮剥剥剥剥けば醜醜醜醜 いいいいも のです。。。。金金金金だけ で国国国国がががが成成成成 りりりり立立立立 つこともなく、、、、各国がががが自国 のののの益益益益ををををうた い文句
にににに手手手手をををを出出出出すすすすならば真真真真 のののの平和はははは訪訪訪訪れません。。。。どんな戦戦戦戦もももも相 手 のののの心身 にににに苦痛をををを与与与与え るも のです。。。。
ほ ほえ

人命をををを尊尊尊尊ぶぶぶぶ のが宗教 でででですすすす。。。。嬉嬉嬉嬉 し い ニ ュー スもあります。。。。二日ににににイギリ スの皇室 でででではウイリ ア

善壽界善入院油掛地藏尊

ムムムム王子とキ ャサリ ン妃妃妃妃 にににに第 二子 シャー ロット王女がががが誕生。。。。 手手手手をををを合合合合わせ祈祈祈祈 るるるる姿姿姿姿 にににに慈悲 のののの微笑 みみみみ
二十七年 五月 二日

