瓏瓏

はず

第第第第 一九 四 号号号号

ど う す る

歩歩歩歩きながら の中中中中 でででで」」」」肉体がががが尊尊尊尊 いも のである以上 はははは、、、、病気と いう事事事事もそれ自自自自
佐藤春夫氏はははは 「「「「
身 既にににに罪悪 であ る筈筈筈筈だだだだ」」」」と いう表現を している。。。。死死死死にににに方方方方もももも色 々あり、、、、思思思思 いも色 々です。。。。私私私私 はははは
ち

ゆ

この身身身身 はははは仏身 であるから病病病病 はははは与与与与えられた修行 であると考考考考えます。。。。修行 であ るために修行をををを全全全全
いわ

うすれば悟悟悟悟 りを得得得得 るが如如如如くくくく治癒 しししし、、、、挫折すれば それ で終終終終わりと言言言言うううう事事事事 ででででももももあり、、、、病病病病もももも佛佛佛佛 から
ゆる

き

起起起起 これば気上が る、、、、
のののの修行体系 のののの 一一一一つと考考考考え て います。。。。病病病病 はははは気気気気 からと申申申申 します。。。。益軒 曰曰曰曰くくくく 「「「「
もと

気気気気 はははは人間 のののの心身 のののの活力 でででで、、、、人体をををを
喜喜喜喜 べば気気気気緩緩緩緩まる、、、、悲悲悲悲 しめば気気気気消消消消ゆゆゆゆ」」」」とととと、、、、松原泰道上人はははは 「「「「
た んせ い

守守守守 りりりり生命をををを保保保保 つつつつ力力力力 のこと であ る。。。。 また気気気気 はははは人間 のののの感情やややや、、、、心心心心 のののの衝動 のののの素素素素 とな る」」」」とととと、、、、また、、、、
ちな

おおくま しげ のぶ

「「「「
養生とは預預預預かり物物物物としての自分をををを丹精す るだけ でなく、、、、身体 から切切切切 っても切切切切りりりり離離離離す こと の
ぐ ち

かえ り

怒怒怒怒 るるるる
できな い心心心心をも同時 にににに丹精す ること である」」」」とととともももも、、、、因因因因 みに大 隈重信師師師師 のののの健康 五カカカカ条条条条 はははは 「「「「
それぞれ

み し ょう じ ょう

な ・愚痴を こぼすな ・過去をををを 顧顧顧顧 みるな ・望望望望 みを将来 に ・人人人人 のために善善善善をな せ」」」」でした。。。。人人人人はははは
たくあ ん

れ いろう しゅう

夫 々ですが心身 のののの健康をををを願願願願わな い人人人人はははは無無無無 いいいいとととと思思思思 います。。。。 この身身身身 清 浄 とは健康体 のののの事事事事 です。。。。
市 川白弦師 訳）））） によれば 「「「「
報報報報 いと いう ことは、、、、此此此此 のののの世世世世 でよ いことを
沢庵禅師 のののの玲 瓏 集 （（（（
すれば、、、、来世によ い報報報報 いがくるし、、、、悪悪悪悪 いことをすれば、、、、悪悪悪悪 いいいい報報報報 いがくる。。。。善因 によ って善果
お こな

をををを得得得得、、、、悪因によ って悪果をををを得得得得 ること、、、、響響響響きが声声声声 にににに応応応応 じじじじ、、、、影影影影がががが形形形形 によりそうようなも のである。。。。
一生 のうち に 行行行行 った因因因因がががが、、、、 そ の 一生がががが終終終終わ った のち に果果果果をををを得得得得 る のは当然 であ る。。。。現在 のののの因因因因
がががが現在 のののの果果果果とな り、、、、過去 のののの因因因因がががが現在 のののの果果果果となり、、、、さら に現在 のののの因因因因がががが未来 のののの果果果果とな ると いうよ
うり

う に、、、、前世、、、、後世にわた って、、、、遅遅遅遅 かれ早早早早かれ、、、、 のがれることはできな い。。。。また、、、、因因因因とととと果果果果とは
さ んごう

同時だとも いわれる。。。。花花花花をををを因因因因 にたとえ、、、、実実実実をををを果果果果 にたとえた場合、、、、瓜瓜瓜瓜などは花花花花がががが咲咲咲咲 いて いると
きききき、、、、す でに実実実実も でき て いる」」」」とととと、、、、 以前 にも御話 ししま した様様様様 にににに善悪 はははは三業 （（（（
身身身身 ・・・・口口口口 ・・・・心心心心意意意意））））
い っし ょう

がががが作作作作 りりりり出出出出すすすす結果な のです。。。。三業 にににに起因すすすす るるるる結果がががが善善善善 のののの花花花花をををを咲咲咲咲 かせる のか、、、、悪悪悪悪 のののの花花花花をををを咲咲咲咲 かせて
しまう のか、、、、故故故故 にににに人間 のののの 一生 はははは先月おおおお話話話話 した通通通通りりりり幼少期 のののの教育 にあります。。。。 子供 のののの教育 にににに
のち のち

はははは仏教 のののの教教教教ええええ三業がががが織織織織 りりりり成成成成すすすす善善善善とととと悪悪悪悪を し っかり教教教教えなく ては いけな いのである。。。。知識ば かり
をををを強要 しししし、、、、ず る賢賢賢賢 いいいい自 己中 のののの人間をををを作作作作 ってしまうと、、、、後 々取取取取りりりり返返返返しが つかなくな る可能性大
ば っす い

な るも のがあります。。。。 六根がががが三業 にににに因因因因 って動動動動きききき結果六道 のののの 一一一一つに落落落落ちちちち着着着着くくくく事事事事 にににに成成成成 ります。。。。
抜隊禅師 のののの 「「「「
塩 山仮名法語」 （
古 田紹欽師 訳））））にににに 「「「「一心はははは眼眼眼眼 ・・・・耳耳耳耳 ・・・・鼻鼻鼻鼻 ・・・・舌舌舌舌 ・・・・身身身身 ・・・・意意意意 のののの六根 のののの
中心ををををななななすも のともももも言言言言 いいいい得得得得 ることから、、、、迷迷迷迷え る人 々がががが六道 をををを輪 廻転生す るも のを地蔵菩薩 がががが
六道 にににに立立立立 ってそれら の人 々をををを教化す るに托托托托 して地蔵菩薩 とととと い った のであ る」
。 又又又又、、、、多多多多 く の罪罪罪罪
悪悪悪悪をををを犯犯犯犯すすすす根本 はははは迷情 によ ってであり、、、、この迷情をををを消滅す るには悟悟悟悟 るしかな い。。。。人 々のののの身中 にににに
眼眼眼眼 ・・・・耳耳耳耳 ・・・・鼻鼻鼻鼻 ・・・・舌舌舌舌 ・・・・身身身身 ・・・・意意意意 のののの六根をををを具具具具 していて、、、、それらが貪貪貪貪 ・・・・瞋瞋瞋瞋 ・・・・痴痴痴痴 のののの三毒をををを起因にして三悪

四月 一日

善壽界善入院油掛地藏尊

印印印印 をををを押押押押 して
道道道道 （（（（
○○○○
地獄 ・・・・餓鬼 ・・・・畜生））））にににに堕堕堕堕ち る ので要注意。。。。閻魔大 王はははは地蔵菩薩 のののの化身 です。。。。
頂頂頂頂くくくく六道 巡りは二十四日です

