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ごごごご存知 のののの様様様様 にににに電流 はプ ラ スから マイナ スに流流流流れ て力力力力をををを発揮 します。。。。電池 であればプ ラ スの残量がががが
無無無無 くなれば使用不可とな ります。。。。 人間様も マイナ スの要因をプ ラ スがががが 補補補補 って活動 して います。。。。
マイナ スを支支支支ええええ切切切切れなくな った時時時時、、、、人生がががが終終終終わ る のだと私私私私はははは思思思思 っています。。。。空海大師 はははは 「「「「
生死には
病病病病 ・・・・死死死死 ・・・・
父母やややや妻 子 への恩愛がががが深深深深くくくく世間 にににに執着 してい つま でも苦苦苦苦 から抜抜抜抜けけけけ出出出出せな い。。。。苦苦苦苦 には生生生生 ・・・・老老老老 ・・・・
ノクタ
憂悲 ・・・・苦悩 ・・・・愛別 ・・・・怨憎等 のののの八苦がある」」」」とととと言言言言 って見見見見えます。。。。宮 沢賢治 のののの死生観 はははは噴火湾 （（（（
駒駒駒駒 ヶヶヶヶ岳岳岳岳 駒駒駒駒 ヶヶヶヶ岳岳岳岳 暗暗暗暗 いいいい金属 のののの雲雲雲雲をかぶ って立立立立 って いる そ のま っくらな雲雲雲雲 のな かに
ー ン）））） のな かに 「「「「
と し子子子子がかくされ て いるかも しれな い ああ何何何何 べん理智がががが教教教教え ても 私私私私 のさびしさ はな おらな い 私私私私
のののの感感感感 じな い違違違違 った空間 にににに いまま で ここにあ った現象 がう つる それ はあ んま りさ び し いことだ
（（（（
そ のさびし いも のを死死死死と いう のだ））））たと へそ のちが ったきらびや かな空間 でとし子子子子が しづかにわ

し の だ とう こう

ら おうと わた し のかな しみに いじけた感情 はははは どう してもど こかにかくさ れたと し子子子子をおもう」」」」
とととと、、、、百三歳 のののの美術家家家家篠 田桃桃桃桃紅紅紅紅女史 はははは、、、、死死死死はははは必必必必ず おとずれるも のだ から死死死死に ついて考考考考えな いと、、、、良寛

き ぐ

おせん

禅師 はははは死死死死ぬるときに死死死死ねば良良良良 いと言言言言 いいいい、、、、彼女 はははは良寛禅師とととと同同同同じじじじような心心心心 のののの持持持持ちちちち主主主主 ののののよう に感感感感 じまし
たたたた。。。。今我 々のののの生命をををを危惧さ せる のは大気 のののの汚染やややや海海海海 のののの汚汚汚汚れれれれ、、、、そ の原因 のののの 一一一一つに原発 のののの事故があげら
れます。。。。 一九八六年 にににに起起起起きたチ ェルノブ イリ ・平成 二十三年年年年 のののの福島。。。。福島 では今今今今 でも放射能汚染水
がががが海海海海 にににに流出して います し、、、、大気もももも汚汚汚汚 しししし続続続続け ています。。。。消消消消す こと のできな い物質がががが目目目目にににに見見見見えな い危険
がががが充満 していく のです。。。。避難 したから良良良良 いと言言言言うううう事事事事 ではありません。。。。徐 々にににに自分 でででで自分 のののの首首首首をををを絞絞絞絞 めめめめ
て いく ことに変変変変わりありません。。。。自自自自らららら作作作作 りりりり出出出出した気苦労ならば辛抱も できますが他他他他 から与与与与えられた

いたずら

あきら

予期せぬ出来事 には我慢 にも限界があります。。。。原発事故 のののの収束もももも時機不明 です。。。。人間はははは生生生生まれれば

わざ わ い

死死死死ぬわけ ですが招招招招かざ る事故 ・・・・事件 ・テ ロ ・戦等 によ って 一命をををを閉閉閉閉じる のも運命 のののの悪 戯 とととと思思思思 いいいい 諦諦諦諦

天天天天はははは善行 には幸幸幸幸 せを授授授授けけけけ、、、、不善 のののの行行行行 いに対対対対 しては 禍禍禍禍 をををを下下下下すすすす」」」」とととと言言言言うううう
めれば済済済済 む のでしょう か。。。。 「「「「
教教教教えがあります。。。。ただ この教教教教え の禍禍禍禍がががが死死死死をををを意味す る のかどう かは解解解解 りません。。。。私私私私 はははは死死死死をををを招招招招くくくく定義がががが
あ る のかどう かも分分分分 かりません。。。。しかしながら死死死死がががが与与与与えられる定義があ るはず です。。。。何故ならばあ
のののの人人人人がと言言言言われ る人人人人 でも死死死死にににに、、、、あ んな 人人人人がと言言言言われ ても生生生生き て いる不思議なななな事事事事 です。。。。複雑怪奇、、、、
ぼ んぶ

このご ろは医医医医もももも忍術 とととと名義貸 しししし」」」」とととと言言言言うううう川柳もももも
凡夫 のののの知知知知 りえ る事事事事 では無無無無 いと言言言言うううう事事事事 でしょう かかかか。。。。 「「「「

ぶ つぼ ん ど う ご

ありますが盲 目にににに成成成成 るるるる事無くくくく、、、、私私私私もももも自 己 のののの責任 にににに於於於於 いて常常常常 にににに身身身身 のののの処処処処 しししし方方方方をををを考考考考えねばと思思思思 います。。。。前前前前

さと

佛佛佛佛 凡凡凡凡同居」」」」
にも御話 しししし致致致致 しましたが人間 のののの心心心心には善善善善もももも悪悪悪悪もももも住住住住 んで いると思思思思 っています。。。。 仏教 でででではははは 「「「「
とととと言言言言 いいいい、、、、地獄とととと佛佛佛佛がががが同居 してると諭諭諭諭 しています。。。。共同生活、、、、助助助助けけけけ合合合合 いの中中中中 でででで過過過過ご して いる我 々です。。。。
善善善善な る結結結結 び つき で思思思思 いいいい合合合合 いいいい、、、、結縁法楽 のののの毎 日をををを過過過過ご した いも のです。。。。銀行家故堀 田庄三氏はははは 「「「「
怒怒怒怒 るるるる

七月 一日

善壽界善 入院油掛地藏尊

な ・威張 るな ・焦焦焦焦 るな ・腐腐腐腐 るな ・負負負負けるな」」」」でででで暮暮暮暮らそうとととと言言言言われました。。。。今 月はははは先祖供養とととと我我我我がががが身身身身
のののの祈願法要をををを厳修致 します。。。。

