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年年年年 のののの瀬瀬瀬瀬がががが暖冬 にて新年をををを迎迎迎迎え る支度もももも楽楽楽楽 でした。。。。二十八年 はははは輝輝輝輝ける、、、、希望 のののの持持持持 てる年年年年 のののの幕開けと
な り、、、、 丙丙丙丙 申年をををを安泰 にににに過過過過ごさ せて頂頂頂頂けます様様様様、、、、御祈念申 しししし上上上上げ ます。。。。
昨年 のののの暮暮暮暮 れれれれ十 二月 二十四日にににに福 井地方裁判所 にににに於於於於 いて原発再稼働 ＯＫのののの判決がださ れま した。。。。
過去 のののの未未未未だだだだ終結 していな い原発事故をををを踏踏踏踏 まえ ても、、、、尚尚尚尚、、、、安心安全 のののの確保がががが出来 ていると言言言言うううう事事事事 でし
ょう。。。。裁判官もももも自 己 のののの生命をををを掛掛掛掛けた判決をされた事事事事とととと思思思思 います。。。。 一瞬 にして何 万人も の生命をををを奪奪奪奪 っっっっ
てしまう大震災がががが再再再再びびびび訪訪訪訪れ る可能性 はははは十分あります。。。。怖怖怖怖さを体験 した人 々はははは再稼働 にににに反対 でし ょ
しんぼ う

うううう。。。。トラブ ルが発生すれば大大大大きなリ スクを伴伴伴伴 います。。。。以前 のののの災害 のののの時時時時 はははは想定外とととと言言言言 いいいい逃逃逃逃 れを しま し
たが 二度 と こ の言葉 はははは使使使使えません。。。。 人命尊 重 のののの立場 から言言言言えば稼働 せず に辛 抱 した方方方方がががが良良良良 いでし
ょう。。。。私私私私ははははまず推進派 のののの国会議員 のののの先生方 はははは全員仮設住宅 でででで生活を して現実 のののの味味味味わ いを深深深深めること
いかが

しんく

から始始始始 め て頂頂頂頂きた い。。。。身身身身 をををを以以以以 って知知知知 ると はそう言言言言う こと です。。。。未経験 のののの者者者者がががが頭頭頭頭だけ で進進進進 める のは
も んじ ゅ

ふ げん

おも は

如何なも のでしょう か、、、、や めて頂頂頂頂きた いも のです。。。。体験された方方方方 のののの辛苦 はははは本人にしか分分分分 かりません。。。。
文殊 ・・・・普普普普賢賢賢賢と いう菩薩 のののの名前を つけた原発もありますが面映ゆ い限限限限りです。。。。それに反反反反しししし、、、、人 々のののの悩悩悩悩
かな

い つわ

ため

佛佛佛佛
みを解消 しししし救救救救 いの手手手手をををを差差差差 しししし伸伸伸伸 べる のが佛様 のののの仕事な のです。。。。司法 にににに判断をををを仰仰仰仰ぐような出来事 はははは 「「「「
き べん

ま こと

のののの意意意意」」」」 にににに適適適適わな いと いう事事事事 です。。。。 偽偽偽偽 りと いう言葉 はははは人人人人 のののの為為為為とととと書書書書くくくく のにイツワリとはな んぞやややや、、、、とととと
い つわ

な ります。。。。 おおおお正月から偽偽偽偽 りとは、、、、とお思思思思 いでしょうが我 々はははは 口先だけ の詭弁 にな りやすく、、、、 誠誠誠誠 人人人人
のののの為為為為 にににに実践す る事事事事がががが少少少少なく結果的 にににに 偽偽偽偽 りに成成成成 ってしまうと言言言言うううう残念なななな言葉 です。。。。東洋ゴ ムが施 工
な

い つわ

した耐震性 のののの問題やややや、、、、最近 では基礎 のののの杭杭杭杭がががが短短短短 か ったり、、、、橋橋橋橋 のののの強化をををを保保保保 つつつつ部品にににに強度がががが足足足足りな か った
しあわ

まさ

りと、、、、会社 のののの経営 であれ、、、、全全全全 てててて人間がががが為為為為 した 偽偽偽偽 りな のです。。。。佛佛佛佛 のののの世界 では味味味味わえな い言葉 であり、、、、
ありえな いこと です。。。。幸幸幸幸 せを求求求求 める人人人人はははは仕事 にににに合合合合わせる仕合 せでなく ては いけな いと思思思思 います。。。。当当当当
かな

こしら

にににに今年 はははは物事がががが偽偽偽偽 りに成成成成らな いよう に五官 にににに細 心 のののの注意をををを払払払払 いいいい共共共共 にににに、、、、 （（（（
相互扶助））））助助助助けけけけ合合合合 いながら
ば んけ い ぜ ん じ

生活を エンジ ョイ出来れば佛佛佛佛 のののの意意意意 にににに適適適適う でしょう。。。。
ここ

盤珪禅師 はははは親親親親 から賜賜賜賜る のは仏心 一つであ ると言言言言われた。。。。禅師 のののの法語にににに 「「「「
この体体体体 はははは 一度 拵拵拵拵 へたる故故故故
にににに消滅がござ れども、、、、心心心心はもとより の仏心 でござ るによ って、、、、消滅 はござらぬ。。。。爰爰爰爰をををを不生不滅とととと申申申申
ひ いき

こしら

いか

お

ほ

すすすす、、、、・・・釈迦 のののの涅槃とととと申申申申すも元来、、、、涅涅涅涅はははは不生、、、、槃槃槃槃 はははは不滅とととと申申申申 して、、、、不生 のこと でござ る」」」」とととと、、、、ささささ
ひ いき

しゅうち ゃく

ら に我欲がががが身身身身 のののの贔屓をををを 拵拵拵拵 へへへへ、、、、贔屓 にににに迷迷迷迷 いいいい、、、、悪悪悪悪 にににに染染染染 まる。。。。故故故故 にににに、、、、身身身身 にににに嗔嗔嗔嗔りりりり腹立、、、、身身身身 にににに惜惜惜惜 しや欲欲欲欲 しや
のののの贔屓 のののの 執執執執 着着着着 のののの念念念念 から離離離離れたと ころに仏心ががががあ ると言言言言 って見見見見ええええ ると思思思思 いいいいます。。。。
しゃば

だ っき ゃく

はか

当当当当山山山山はははは善 入院とととと言言言言 いいいい、、、、善心、、、、善行 のののの方 々がががが集集集集うううう場所とととと思思思思 いきや、、、、そう では無無無無 いと思思思思 っています。。。。
だ れ かれ

参拝もももも現実 はははは娑婆 のののの世界 です ので苦界 から の脱 却 をををを図図図図るべく祈願 であり、、、、参拝される人 々がががが佛様
とう ひ

にににに 一生懸命 おおおお祈祈祈祈 りすれば誰彼 のののの区別なく自然 にににに望望望望 みが叶叶叶叶えられる事事事事 でしょう。。。。初詣、、、、年年年年 のののの初初初初 め の初初初初

善 壽 界善入院油掛地藏尊

心心心心をををを忘忘忘忘れず、、、、緊張感をも って責任をををを逃避せず自 己 のののの責任 にににに応応応応 じて処理しししし、、、、良良良良きききき 一年 にににに成成成成 ります様様様様 にににに
平 成 二十 八 年 一月 一日

