だれ

第第第第 一八 七七七七 号号号号 我慢 のののの時時時時あり

あくたがわ

「「「「
世界 でででで 一番美 し いのはははは誰誰誰誰」」」」とととと鏡鏡鏡鏡 にににに問問問問 いかける女性 のののの物語がありました。。。。それは自我をををを満足さ せる為為為為

そな

のののの悲劇 です。。。。女 王ク レオパトラ の鼻鼻鼻鼻がががが曲曲曲曲が っていたとしたら、、、、世世世世はははは変変変変わ って いた であろう か、、、、 芥 川 龍龍龍龍
之介 氏 ではな いが無数 のののの長所をををを具具具具えた女性 はははは 一人も いな いかもしれな いし、、、、又又又又、、、、男性 にににに於於於於 いても 一人もももも
いな いかもしれな いのだ。。。。国民 のののの生活はははは才能 のある人人人人がががが才能を いかして社会貢献をし、、、、人 々がががが他他他他をををを思思思思 いいいい
や ること で社会 のののの恩恵 にににに預預預預 かかかかれれれれるはず です。。。。我欲 のののの中中中中をををを進進進進 めば我我我我 にににに溺溺溺溺れれれれ思思思思 いや る心心心心がががが滅滅滅滅 していきます。。。。

あまね

われら

我我我我 のののの強強強強 いいいい人人人人には 一人また 一人とととと離離離離 れ て いきやす いと思思思思 います。。。。 共共共共 にににに成長 して いく のが人間本来 のののの姿姿姿姿だだだだ

しゅじ ょう

みなとも

じ ょう

とな

とととと思思思思 って います。。。。読経 のののの最後をををを締締締締 め る時時時時 にににに 「「「「
願願願願わく は此此此此 のののの功徳 をををを 以以以以 って 普普普普 くくくく 一切 にににに及及及及ぼ し、、、、我等 とととと
衆 生 とととと皆皆皆皆共共共共 にににに仏道をををを 成成成成 ぜ んことを」」」」とととと、、、、称称称称えます。。。。共共共共にににに仲良くくくく行行行行けたら最高 です。。。。
成 人式がががが現在 はははは二十歳 でででで行行行行われ て いますが選挙権がががが十八歳 になれば成 人式もももも十八歳 にににに引引引引きききき下下下下げ にな る
人人人人はははは誰誰誰誰
でしょう。。。。松原泰道上人はははは成 人 のののの日日日日はははは 「「「「
成仏 のののの日日日日」」」」とととと重重重重ね る のが望望望望 みであると言言言言われました。 「
しも生生生生まれながら に佛佛佛佛 のののの命命命命をををを頂頂頂頂 いている事実をををを自覚 しししし、、、、自分 のののの心身 のののの成長をををを誓願す る日日日日」」」」とととと致致致致 した いと
のののの思思思思 いを述述述述 べて見見見見え ます。。。。 この様様様様なななな考考考考ええええ方方方方がががが浸透すれば式儀 にににに酒気帯び で参加す るような不心得者 はははは
いなくな る事事事事 でしょうううう。。。。多多多多 く の善良なななな若者がががが犠牲な っても、、、、何何何何 でもありき の現状 では式典をををを挙行す る価価価価
値値値値 もももも無無無無 くな ると思思思思 います。。。。 現在 国 のののの生生生生活保護 により暮暮暮暮ら して見見見見え る方方方方がががが数 百万人みえますが将来 にににに渡渡渡渡
って現在 のののの状態がががが維持 でき るとは到底思えません。。。。各自各家庭 のののの収収収収入入入入によ って各自各家庭 のののの生活がががが出出出出

ほ

来来来来 るるるる様様様様 にしなければな りません。。。。 国国国国 はそ の年年年年 そ の年年年年 のののの税収 でま かなえ るよう にして初初初初 め て健全な る国国国国
とととと言言言言え るでしょう。。。。日本 のののの国状はははは決決決決 して褒褒褒褒 められたも のではありません。。。。昔昔昔昔 はははは補助がががが無無無無 か った ので乞食
をされ て見見見見え る方方方方をををを良良良良くくくく見見見見ま した。。。。自分 でででで自分 のののの身身身身 のののの処処処処 しししし方方方方をされ ていたと思思思思 います。。。。現在 でもある程程程程

お

しんしん け ん ご

度自 己 のののの責任 にににに於於於於 いて身身身身 をををを処処処処す べきかとも思思思思 います。。。。少少少少 しししし早早早早 いいいい話話話話 ですが来年成 人をををを迎迎迎迎えられる成 人達

てんしん

ほき ゅう し ょう

がががが借金大国 のののの日本をををを背負うううう大切なななな使命をををを帯帯帯帯びる訳訳訳訳です ので心身堅固にににに成長 してほし いと思思思思 っています。。。。
可燃物倉庫」」」」
中国天津 でででで化学薬品倉庫 のののの爆発、、、、 日本 でも相模原市 にあ る米軍基地 でででで総合 補 給 廠 のののの 「「「「
がががが爆発、、、、自然発火な のかかかか人為 ミ スな のか、、、、タイラ ンド の様様様様 にテ ロな のか、、、、ど こで何何何何がどうな って いる の
かかかか、、、、炎炎炎炎がもと で命命命命をををを落落落落とされる方 々が みえます。。。。私私私私はははは見学 ししししてませんが佛佛佛佛 のののの教教教教え に地獄があります。。。。学学学学
説説説説 には色 々諸説あるも地獄 のののの中中中中 にににに八熱地獄があり、、、、火火火火 のののの車車車車 にににに乗乗乗乗せられ て東東東東 から西西西西 へへへへ、、、、西西西西から東東東東 へへへへ、、、、南南南南 かかかか

いな

らららら北北北北 へへへへ、、、、北北北北 から南南南南 へと移動 しながら焼焼焼焼 かれる地獄 のののの刑場があるとあります。。。。そ の他他他他 にも火火火火 にま つわる地地地地
獄獄獄獄 のののの刑場がががが多 々あります。。。。我 々のののの日常生活がががが閻魔大 王 のののの判決をををを受受受受ける刑罰 のののの対象 にな って いる のは否否否否

せ いき ょ

めませんが、、、、中 々清浄無垢 にはでででできません。。。。先先先先 のののの事事事事 はははは 一般 人がががが知知知知 るるるる余地もあ りません。。。。 私私私私 はははは檀信徒 のののの
方 々がががが大難 にににに遭遇 しな いよう に願願願願う のみです。。。。我 々のののの 一一一一生生生生、、、、即即即即ちちちち誕生とととと死死死死、、、、誕生とととと逝去がががが自宅 では無無無無くくくく

善壽界善入院油掛地藏尊

病院 にににに代代代代わ ってしま いました。。。。特特特特 にににに死死死死にににに至至至至るるるる過程をををを体験 できなくな ってきました。。。。人間と して最大 のイ
ベ ントに参参参参加加加加 した方方方方がががが心心心心にににに尊厳がががが芽生え る のではな かろう か。。。。

お彼 岸 供養 會 九 月 二十 日

