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葉葉葉葉

話話話話 しをすすすす るにしろろろろ、、、、書書書書くにしろ言葉 はははは自分 のののの思思思思うううう事事事事がががが正確 にににに伝伝伝伝わ ってこそ価値 のあるも ので
すすすす。。。。書書書書 かれたも のは後世誰がががが読読読読 んでも理解 できなければな るま い。。。。例例例例えば、、、、デ パチカと言言言言えば
デ パート の地下 のののの事事事事 とととと今今今今 はははは分分分分 かりますが数 十年先 にににに注釈無 しに理解さ れ るかどう かは解解解解 りま
せん。。。。特特特特 にににに我 々宗教 人にあ っては奥奥奥奥がががが深深深深 いいいい内容をををを簡略 して話話話話をす る事事事事がががが多多多多 くくくく、、、、かえ って中身 がががが
ぼ け てしまう事事事事があります。。。。分分分分 かりやすくくくく説明 しししし様様様様とす る事事事事がががが逆逆逆逆 にににに本位をををを失失失失す る事事事事 にににに成成成成 りやす
いいいいのです。。。。例例例例えば顔顔顔顔をををを分解 しししし、、、、眼眼眼眼 ・・・・鼻鼻鼻鼻 ・・・・口口口口 ・・・・耳等 々、、、、それぞれ単独 にににに説明 しししし集合さ せててててもももも顔顔顔顔 にににに
成成成成らずと言言言言うううう事事事事 です。。。。
しご さ い

昔昔昔昔 はははは 「「「「
三三三三 つつつつ子子子子 のののの魂 百ま で」」」」と いい、、、、岸見 一郎氏はははは 「「「「
自分 に ついての見方、、、、世界 に ついての見見見見
方方方方 はははは十歳 でででで止止止止ま ってしまうと、、、、 アドラーは四五歳 でででで止止止止まると言言言言 いいいい」」」」
、、、、 そ の人人人人 のライ フスタイ ル
がががが決決決決まる年齢をををを推察 してみえます。。。。子供 はははは三歳頃から自我 にににに目覚 めて往往往往きます。。。。自 己主張がががが強強強強
くな ってくる のです。。。。
最期
在宅 ホ スピ スの先駆者、、、、内藤 いづ みドクターは悔悔悔悔 いなく死死死死にゆくため の三原則と して 「「「「
をををを過過過過ごす場所をををを自分 でででで選選選選ぶぶぶぶ、、、、自分 のや りた いことを大事 にす る、、、、恐怖やややや痛痛痛痛 みや 不安をををを我慢 しな
いいいい」」」」
寂室 元光禅師 のののの語録 （（（（
妄念をををを即座 にににに取取取取りりりり払払払払えば そ こには澄澄澄澄みき った
入矢義高氏訳））））によれば 「「「「
きら め

鏡鏡鏡鏡 のののの面面面面 のよう、、、、さすれば浄土 のののの三尊 はははは、、、、ただち に姿姿姿姿をををを現現現現じたもう、、、、もそも、、、、ちまちまと西方をををを
拝拝拝拝 んでば かり いては、、、、花咲くくくく池池池池もももも 躍躍躍躍 くくくく木 々もももも見見見見え はせぬだろう。」とととと、、、、又又又又、、、、禅師 はははは 「「「「
仏道 のののの修修修修
い つわ

行者 はははは、、、、先先先先ずずずず身身身身 ・・・・口口口口 ・・・・意意意意 のののの働働働働きを慎重 にし、、、、貪貪貪貪 ・・・・瞋瞋瞋瞋 ・・・・痴痴痴痴をををを除除除除きききき去去去去 りりりり、、、、名声をををを浮雲とととと同同同同じく見見見見、、、、
あくき ょう

利益をををを糞土 のごとく棄棄棄棄 てねばならぬ。。。。言葉をををを吐吐吐吐くとき は 詐詐詐詐 りや でたらめを去去去去 るよう にし、、、、行行行行
しか

動動動動 にににに出出出出るるるる時時時時とき は着実さと折折折折 りりりり目正しきを旨旨旨旨と し、、、、世上 のさまざ まな 悪 況 もももも、、、、す べて夢夢夢夢まぼ
ろしや空花 のののの世界 のののの事事事事とととと見見見見 てててて取取取取りりりり、、、、然然然然 るるるる後後後後 にににに、、、、自 己 のののの未未未未だだだだ明明明明ら かならざ るを以以以以 って、、、、常常常常 にににに自自自自らららら
勉励せよ」」」」
あ ゆみ

我我我我をををを生生生生むむむむ者者者者 はははは親親親親なり、、、、我我我我をををを成成成成すすすす者者者者 はははは師友な り」」」」とととと、、、、私私私私 のののの人間形成 はははは師師師師とととと友友友友 であると言言言言
古 人がががが 「「「「
たずさ

まな こ

うううう。。。。芸事等 のののの習習習習 いいいい事事事事やややや教育 のののの場場場場 のののの場場場場 で の先生 はみえますが人生 のののの 歩歩歩歩 をををを教教教教え てくれたり、、、、 手手手手をををを
携携携携 え て苦楽をををを共共共共にできる友達 はな かな か いません。。。。
胸胸胸胸 はははは祖国 にににに在在在在 りりりり、、、、 眼眼眼眼 はははは世界 にににに開開開開くくくく」」」」とととと掲掲掲掲げ てあ ったそ
山 田無 文禅師がががが中国 にににに行行行行 かれた時時時時 にににに 「「「「
う です。。。。今今今今やややや大学 のののの卒業式 でででで国歌 のののの斉 唱を しな いのが当当当当たり前前前前 のよう ですが国旗 のののの掲揚とととと合合合合わわわわ
たた

せせせせ日本国民 であ る自覚がががが足足足足りな いのかと思思思思え る のです。。。。オリ ンピ ックなど見見見見れば優勝すれば国国国国
のののの栄誉をををを皆皆皆皆 でででで讃讃讃讃ええええ、、、、そ の国国国国 のののの国旗をををを掲掲掲掲げげげげ 国家をををを斉 唱す る のです。。。。国旗国歌 のののの無無無無 いいいい国国国国はありませ
んんんん。。。。無無無無 文禅師 はははは 「「「「
人間をををを尊重 せよとおしえられると自分をををを大事 にす ることだと受受受受けけけけ取取取取りりりり、、、、個 人

のののの権利とととと自由をををを守守守守れと いわれると、、、、俺俺俺俺がががが何何何何を してもかまわん ことだと考考考考ええええ、、、、自我をををを自覚 せよと
おしえられると、、、、俺俺俺俺 のののの幸福をををを俺俺俺俺が し っかり つかむ こだと解釈す る のであります。。。。そしてきわめ
人間尊重」」」」とととと
てせま い個 人主義、、、、利 己主義者ば かりが育育育育 た のではな いでしょう か」」」」とととと禅師 はははは 「「「「
はこの世世世世 のののの中中中中 にににに、、、、 一人でも粗末 にされる人人人人、、、、見捨 てられる人人人人、、、、さげすまれる人人人人があ ってはなら

善 入院油掛地藏尊

んと いう こと でしょう。。。。個 人 のののの自由とととと権利をををを守守守守 れとは、、、、人人人人さま の自由とととと権利をおかしてはなら
んと いう こいと でしょう。」
二十八年六月 一日

