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娑婆 はははは苦苦苦苦な り

十 一月十三日フラ ンスで大規模無差別テ ロが発生。。。。十五日 のののの新聞報道 によりますと、、、、六六六六ケケケケ所所所所

こう む

でででで乱射、、、、爆発。。。。百二十九人がががが死亡しま した。 ＩＳ （
イ スラム国国国国）））） のののの犯行だそう です。。。。今後 フラ ン
ス への観光客 のののの激減がががが予想されると共共共共 にににに、 ＩＳによるテ ロの恐怖とととと甚大な る損害をををを 被被被被 ることに

し ゅら

な ります。。。。実際我がががが国国国国 でテ ロが発生 した時時時時 にににに警察 でででで対応 できるか疑問 です。。。。平和 のののの概念がががが強強強強 いだ
けに、、、、も っと多多多多 く の人人人人がががが犠牲 にににに成成成成 ってしま いそう です。。。。仏仏仏仏教教教教 には六道 （（（（
地獄 ・・・・餓鬼 ・・・・畜生 ・・・・修羅 ・・・・
き ょうが い

人間 ・・・・天上））））ががががあり。。。。武器をををを以以以以 って闘争す る境 涯 をををを修羅界とととと呼呼呼呼んでいます。。。。今年もももも国内 でででで色 々

さ つりく

なななな事件ありました。。。。水難あり、、、、火難あり、、、、でででで多多多多 く の人 々がががが苦苦苦苦 しみを味味味味わ いました。。。。 一般的 にににに戦争

まさ

とは武器をををを使用 して殺戮をををを繰繰繰繰 りりりり返返返返す ことだと思思思思 いますが、、、、戦争がががが良良良良 いいいい悪悪悪悪 いは当事者 のののの判断 による
しかあ りません。。。。当当当当 にテ ロは 一方的なも のとととと報復的なも のががががあり、、、、 いず れも フラ ンスのよう に
一般大衆がががが被害をををを受受受受けけけけるるるる訳訳訳訳です。。。。突然他国から宣戦布告されたらと思思思思うとゾ ットします。。。。
私私私私 はははは日常生活 のののの中中中中 にににに戦戦戦戦ありと思思思思 っています。。。。生生生生まれ出出出出たたたた環境 から始始始始まり、、、、学問 にににに於於於於ける勝勝勝勝ちちちち負負負負
けけけけ、、、、イジ メによる敗者、、、、多多多多 く のあ てがわれた場所 にににに於於於於 いて戦果がとわれる訳訳訳訳です。。。。もちろん食生

まさ

活活活活 にににに於於於於 いても スーパー の競争 もももも激激激激 しさを増増増増 して います。。。。生生生生きききき残残残残 るため の合併がががが行行行行われ て います。。。。
は いぎ ょう

小売業などは廃 業 をををを迫迫迫迫られる店舗もももも多多多多 くくくく、、、、当当当当 にににに生活もももも戦場 にあると言言言言え る訳訳訳訳 です
新聞 によれば 日本 でも多多多多 く の生活苦 のののの方方方方が みえ ます。。。。年年年年をををを取取取取 りし っかり物事をををを考考考考え る事事事事がががが出出出出
来来来来な い方方方方がががが約五百万人もみえ るそう です。。。。介護 予備軍 です。。。。生活自体 でも公的年金 では暮暮暮暮ら しに
くくな っていますすすす。。。。国民年金 では月月月月にににに四四四四～～～～五五五五万万万万 のののの支給 です。。。。国民年金をををを掛掛掛掛けるぐら いなら他社 のののの
保証もあ るも のに変変変変えた方方方方がががが良良良良さそう です。。。。な にもかもや め最後 はははは生活保護をををを受受受受ければ十三～～～～十十十十

ゆう し

四萬頂けます。。。。日本人 のののの平均寿命 はははは現在、、、、男約八十歳、、、、女約八十七歳 です。。。。国国国国 のののの赤字 もももも年 々増ええええ

て つげ ん

るるるる訳訳訳訳 です。。。。 国国国国がががが会社なら融資 をををを してくれ る銀行もももも無無無無 くくくく倒産 してるでし ょう。。。。生生生生き る事事事事 にににに於於於於 いて
我 々はははは苦楽 のののの間間間間をををを言言言言 ったり来来来来たりしてるだけ です。。。。鉄眼禅師 （（（（
昭和七年 のののの二百五十回忌にににに寳藏国
ち ょく し

いず

いるや ま

は

うれ

仮字法語」」」」のののの中中中中 にににに 「「「「
咲咲咲咲くくくく花花花花をををを見見見見 てててて楽楽楽楽 しみと思思思思えば、、、、散散散散 るるるる時時時時 はははは、、、、やが て
師師師師とととと勅諡されました）））） のののの 「「「「

おとろ

財産が

苦成 りりりり。。。。出出出出るるるる月月月月をををを見見見見 てててて楽楽楽楽 しめば、、、、入山 のののの端端端端 はまたかな しししし、、、、逢逢逢逢うううう事事事事をををを喜喜喜喜 べば、、、、別別別別れはかえ って憂憂憂憂 いいいい

へつら

わざ

うら

な り。。。。栄栄栄栄えたるを楽楽楽楽 しむ人人人人はははは 衰衰衰衰 え る時時時時また苦苦苦苦 しむ、、、、貧貧貧貧 しき人人人人ははははなきをををを苦苦苦苦 しむ。。。。富富富富める人人人人はある

おぼ

にににに悩悩悩悩まされる。。。。 諂諂諂諂 うも苦苦苦苦 しみなれば、、、、 おご るもげ には苦苦苦苦 しき業業業業、、、、恋恋恋恋 しきも苦苦苦苦なれば、、、、恨恨恨恨めしき

ひ ょう り

まと

もまた苦苦苦苦なり。。。。大大大大な るかな苦楽 のののの二受。。。。三界 （（（（
欲界 ・・・・色界 ・・・・無色界）））） 一切 のののの衆生、、、、そ の中中中中 にににに溺溺溺溺れれれれ

え いご う

てててて、、、、 ついに出出出出るるるる事事事事あたわず。」とととと苦楽 はははは表裏 一体 でどんな事態 にも付付付付きききき纏纏纏纏 って離離離離れる事事事事 はありま
せん。。。。苦苦苦苦あれば楽楽楽楽あり、、、、楽楽楽楽あれば苦苦苦苦ありは未来永劫解消されることはははは無無無無 いでしょう。。。。

二十七年十 二月 一日

善壽界善入院掛地藏尊

今年 のノー ベ ル医学生理学賞 にににに大村 智教授、、、、物理学賞 にににに梶 田 隆章教授 にににに贈贈贈贈られました。。。。誠誠誠誠 にににに
日本人と して喜喜喜喜ば し い事事事事 です。。。。

