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子子子子 育育育育 てててて

世世世世 のののの為為為為、、、、人人人人 のののの為為為為 にににに何何何何 かかかか良良良良 いことを した い、、、、良良良良 いことを仕様、、、、とととと言言言言うううう気持ちが仏心 であり、、、、
あ

かた

実際 にににに身身身身をををを以以以以 って実践 してこそ佛様と の縁縁縁縁がががが結結結結 べると思思思思 います。。。。三代揃 って幸幸幸幸 せに佛縁をををを頂頂頂頂
身身身身 のののの在在在在 りりりり方方方方 ・・・・口口口口のののの在在在在
ける家庭 はははは少少少少な いと思思思思 いますが、、、、子供をををを育育育育 てるには佛様 のののの教教教教ええええ、、、、即即即即ちちちち 「「「「
りりりり方方方方 ・・・・心心心心 のののの在在在在 りりりり方方方方」」」」ついて 「「「「
善善善善 となり、、、、どう いう行行行行 いが
悪悪悪悪 にな ってしまう
○○○○
○○○○
どう いう行行行行 いが
ぶ つえ ん

かかかか」」」」し っかり教教教教えましょう。。。。人生 のののの最悪 はははは心心心心 のののの消滅、、、、心心心心をををを死死死死な せてしまう事事事事 です。。。。心心心心 のののの死死死死はははは
魂魂魂魂 のののの存続をををを断断断断ちちちち切切切切 ってしまう事事事事 になり、、、、自殺 しかねません。。。。仏心をををを持持持持 つつつつ我 々はど こかに佛佛佛佛縁縁縁縁
おろ

をををを頂頂頂頂きききき知知知知らず知知知知らず のののの内内内内 ににににもももも慈悲をををを受受受受けけけけ るるるる身身身身 であ るとととと、、、、知知知知 るるるる事事事事がががが大切 のののの様様様様 にににに私私私私 はははは思思思思 います。。。。
多多多多 く の人間 はははは誠誠誠誠 にににに愚愚愚愚 かかかか者者者者 でででで、、、、初心には満 足した事事事事 でもすぐになれ、、、、それ では満足 できなくな
きわ

りりりり不足にににに思思思思うううう様様様様 にににに成成成成 ってしま い 「「「「
己己己己をををを忘忘忘忘
初心忘れず」」」」 のののの言葉 のみ残残残残ります。。。。伝教大師様 はははは 「「「「
もうあ んじ ょう

れ て他他他他をををを利利利利す るは、、、、慈悲 のののの極極極極 みなり」」」」とととと申申申申されま した。。。。自我自賛 のののの煩悩がががが苦苦苦苦をををを深深深深めて いく の
もももも事実 でしょう。。。。欲欲欲欲がががが欲欲欲欲をよんでしま います。。。。鈴木正三師 はははは 「「「「
若若若若 しししし我我我我ち か
盲安 杖杖杖杖 」」」」のののの中中中中 でででで 「「「「
ぐ ち

と ん じんち

ら に及及及及ばぬ ほどならば、、、、仏身 にににに祈誓 して心心心心をををを清清清清 む べし。。。。・・・常 人 のののの祈祈祈祈 るるるる事事事事 はははは、、、、欲欲欲欲 によくをか
さね、、、、愚痴にぐちをかさねる祈祈祈祈 りりりり也也也也。」とととと、、、、貪瞋痴 のののの三毒 からくる苦苦苦苦 のののの戒戒戒戒 めを、、、、自 己をををを知知知知らな
がとうあんし

三界皆皆皆皆苦苦苦苦 吾当安 之」」」」と いわれ、、、、苦苦苦苦 しみ悩悩悩悩むむむむ我 々にににに真真真真 のののの安安安安らららら

さ んが いか い く

いいいい事事事事がががが起因 して いると説明されま した。。。。
釈尊 はははは 「「「「
天上天下唯我独尊
せみ

ぎ を与与与与え る為為為為 のののの実践をお誓誓誓誓 にににに成成成成 っています。。。。仏教 では森羅 万象 ・・・・山川草木 にも命命命命ありとしま
すすすす。。。。よく知知知知られた俳句 にににに 「「「「
岩岩岩岩 にしみ いる蝉蝉蝉蝉 のののの声声声声」」」」・・・・「「「「
蛙 飛びびびび込込込込むむむむ水水水水 のののの音音音音」」」」があります。。。。岩岩岩岩 にににに声声声声
が しみていく、、、、 又又又又、、、、水水水水 のののの音音音音もももも生生生生き て耳耳耳耳 にににに残残残残 るるるる。。。。木木木木もきれば痛痛痛痛 いと思思思思うううう であろう し、、、、岩岩岩岩もももも叩叩叩叩けけけけ
ばばばば怒怒怒怒 るかも しれません。。。。全全全全 てが我 々とととと同同同同じよう に生生生生き て いると思思思思うううう心心心心がががが大切 でしょう。。。。自然
環境をををを守守守守 ると言言言言うううう事事事事 はははは人人人人 のののの心心心心をををを育育育育 てる事事事事 にもな りま しょう。。。。
人間、、、、自分 のののの力量 ではに っちもさ っちも いかなくな り、、、、信仰 のののの道道道道 にににに活路をををを見出すすすす事事事事もあり
ま しょう し、、、、不安 にさ いなまれ て信仰 にににに道道道道 をををを求求求求 めることもありましょう。。。。信仰 のののの道程 にににに制約
へいおん ぶ

じ

た

じ ょう じ ゅ

はははは無無無無くくくく各自がががが道道道道 をををを開開開開かくも のです。。。。手手手手がががが合合合合わさ る時時時時、、、、信仰 のののの道道道道 にににに入入入入 ったと思思思思 います。。。。私私私私 のののの信信信信
しんら ん

仰仰仰仰 はははは平穏無事 にににに毎 日暮ら せるるるる事事事事 です。。。。 足足足足るるるる事事事事をををを忘忘忘忘 れ て、、、、 成 就 のののの道道道道 はははは無無無無 いからと思思思思 います。。。。
親鸞 聖人はははは 「「「「
彌陀 のののの本願信ず べし 本願信ず るみち はみな 摂取不捨 のののの利益 にて 無上覚 おおおお
とな

南無 」」」」とは願願願願 いであり、 「
ばさと るな り 」」」」とととと、、、、善導大師様 はははは 「「「「
阿弥陀仏」」」」とは行行行行 であ るとととと、、、、
むく

つと

「「「「
願行 一致 により南無阿彌陀佛とととと称称称称えれば極楽浄土にににに生生生生まれるなり」」」」とととと言言言言われま した。。。。

二十八年 三月 一日

善壽界善入院油掛地藏尊

縁縁縁縁 にににに不足をををを抱抱抱抱 かず、、、、恩恩恩恩をををを知知知知 りりりり恩恩恩恩 にににに報報報報 いるは人間と して の勤勤勤勤 めな り。。。。
彼岸供養 はははは二十 一日です。。。。

