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口口口口 ・・・・入 口

それ ぞ れ

自然 のののの猛威 にににに今 回もなすす べ無無無無 しししし、、、、台風十八号 はははは無情 にも河川をををを決壊さ せ 一万数千棟 がががが浸水 しししし
たたたた。。。。この様様様様なななな無情 のののの事態 にににに感傷 しししし慟哭してしまう事事事事ががががある。。。。人生街道 には明暗あり。。。。人人人人夫 々にににに道道道道 をををを
開開開開 いてきた であろうが壁壁壁壁 にぶち当当当当た った事事事事がががが無無無無 いいいいとととと言言言言うううう、、、、恵恵恵恵まれた人間がはたして何 人 いるであろ
うううう かかかか、、、、緊急事態発生ともなれば信信信信 じる信信信信 じな いは別別別別にして、、、、何何何何 かに救救救救 いの手手手手をををを求求求求 めてきた事事事事 でしょ
わら

つか

か

うううう。。。。求求求求 めなければならな い、、、、弱弱弱弱 いいいい自分ががががそ こに いた ことに気気気気がががが付付付付くから かも しれな い。。。。常常常常 にににに否定 しししし
け いは つ

しんぶ つすう は い

け いき

て いた方 々でもイザ鎌倉 ともなれば藁藁藁藁 をも掴掴掴掴 みたくな る、、、、 そんな思思思思 いに駆駆駆駆られること でし ょう。。。。
ち ょう じ ょう

そ こから啓 発す る神仏崇拝 でも良良良良 いではな いか。。。。打開す る 一一一一つの契機 にににに信仰がががが生生生生き る のであれば
きよ

にご

信信信信ず ると いう のは、、、、心心心心を して 澄澄澄澄 浄浄浄浄 なら しめるこ
それも良良良良 いことだと思思思思 います。。。。山本空外博士はははは 「「「「
と です。。。。 心心心心がががが浄浄浄浄ら かにな ってく る のです」」」」とととと、、、、浄浄浄浄 いと いう ことは濁濁濁濁りが無無無無 いと いう こと であり、、、、
じ ょう ど

びゃくどう

私私私私 はははは真真真真 っっっっ白白白白なななな世界をををを指指指指 していると思思思思 っています。。。。白色 はははは 一点 のののの濁濁濁濁りも見逃 しません。。。。即即即即ちちちち、、、、小小小小さな
たかみねまんざ ん

間違 いも見逃さな い事事事事だと思思思思 います。。。。我 々ははははす べからず浄土 でででで いうと ころ の 「「「「白白白白 道道道道」」」」をををを進進進進 んで行行行行
ひち かんき ゅう り ょう

くくくく事事事事だと思思思思 います。。。。鷹 峰 卍 山和尚 のののの法語にににに 「「「「
古所謂中心為忠此言至矣矣矣矣。。。。中心者信心也。。。。信心者猶如
古古古古 いいいい言葉 にににに
大海之 七 旱 九 潦 不増 不減。。。。信之有常有如彼者。」とある。。。。鏡島 元隆師 のののの訳訳訳訳によれば 「「「「
中心をををを忠忠忠忠とす る語語語語があるが、、、、この言葉 はははは至極 のののの道 理をををを示示示示して いる。。。。中心とは信心 であり、、、、信心とは
こう じ ょう

ふぞうふげ ん

まさ

ひとす じ

あたかも大海がががが 日照りにも長雨にも増増増増えもせず減減減減 りも しな いと いうよう に変変変変わらぬも のであり、、、、そそそそ
おと し い

さ んご う

のののの恒 常 であることは大海 のののの不増 不減 にににに比比比比す べきも のがある」」」」とととと。。。。当当当当 にににに信心はははは正正正正しき道道道道、、、、 一筋 です。。。。
正正正正しき道道道道 をををを行行行行くにも落落落落と し穴穴穴穴があります。。。。それは罪罪罪罪 にににに 陥陥陥陥 れようとす る三業 （（（（
身身身身 ・・・・口口口口 ・・・・意意意意））））があ
心 口相訓。。。。心説 口言。。。。汝常説善莫説非法。。。。 口還説心。。。。汝思 正法莫思非法。。。。心心心心
るから です。。。。道 世はははは 「「「「
いま し

復語身。。。。汝勤精進莫行懈怠。。。。如是我心自制。。。。我 口自慎。。。。我身自禁。。。。如是自策 足得高昇。。。。何労他控横
心心心心とととと 口口口口はははは互互互互 いに 誡誡誡誡 めなければならぬ。。。。心心心心はははは 口口口口にににに説説説説 いて、、、、汝汝汝汝 はははは常常常常 にににに善善善善をををを説説説説
起怨憎。」とととと、、、、鏡島師 訳 「「「「
つと

けた い

きききき非法をををを説説説説 いてはならな いと言言言言 いいいい、、、、口口口口はまた心心心心にににに説説説説 いて、、、、汝汝汝汝 はははは正法をををを思思思思う て、、、、非法をををを思思思思う てはなら
つつし

みず か

さ くれ い

な いと言言言言うううう。。。。心心心心はまた身身身身 にににに語語語語 って、、、、汝汝汝汝 はははは勤勤勤勤め て精進 しししし懈怠 してはならな いと言言言言うううう。。。。このよう に我我我我がががが
おんぞう

わずら

よう いん

心心心心をををを自自自自らららら制制制制 しししし、、、、我我我我がががが 口口口口をををを自自自自らららら 慎慎慎慎 みみみみ、、、、我我我我がががが身身身身をををを自自自自らららら抑抑抑抑ええええ、、、、自分 自自自自 らららら策 励 して高高高高 いいいい境地にににに達達達達すれば、、、、
は いせき

ばとう

おんね ん

いだ

何何何何 でででで他他他他をけおと して怨 憎 をををを買買買買うううう事事事事 にににに心心心心をををを 煩煩煩煩 わす ことがあろう か」」」」とととと。。。。言言言言われ てみれば、、、、要因はははは全全全全
じゃね んもう そう

よ

てててて自我 （（（（
六根））））がががが手引きをす るから です。。。。この身身身身 でででで他他他他をををを排斥 しししし、、、、口口口口でででで罵倒 しししし、、、、心心心心にににに怨 念 をををを抱抱抱抱 くくくく等 々
邪念妄 想 にににに因因因因 って罪罪罪罪 にににに罪罪罪罪をををを重重重重ねることにな ってしまう のです。。。。
入 口があ るから出 口がががが必要にな り、、、、出 口があるから入 口がががが必要になります。。。。生生生生まれ て死死死死んで、、、、死死死死
き こん

んで生生生生まれ て、、、、良良良良く でき ています。。。。花花花花もももも枯枯枯枯 れ て根根根根がががが残残残残りりりり、、、、又芽をををを出出出出しししし花花花花がががが咲咲咲咲きます。。。。佛佛佛佛 のののの教教教教え では
こん

こん

たま し い

機機機機根根根根とととと言言言言 いいいい修行 して いく力力力力、、、、能力をををを意味 します。。。。教教教教 では根根根根 にににに六六六六根根根根 （（（（
眼眼眼眼 ・・・・耳耳耳耳 ・・・・鼻鼻鼻鼻 ・・・・舌舌舌舌 ・・・・身身身身 ・・・・意意意意））））あ る
おう じ ょう

と し、、、、遂行 にににに不退転 のののの力力力力 （（（（
五力））））がががが必要 でででですすすす。。。。私私私私 はははは根根根根がががが魂魂魂魂 になり、、、、人間もももも肉体 はははは消滅 しても 魂魂魂魂 がががが

善壽界善入院油掛地藏尊

再再再再びびびび生命をををを起起起起 こし、、、、人人人人とな る のではな いかと思思思思 っています。。。。私私私私はこれを 往 生 とととと位置づけ ています。。。。
二十七年十月 一日

