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今年 はははは 「「「「
この身身身身 吾吾吾吾がががが身身身身 にして 吾吾吾吾がががが身身身身 にあらず」」」」ををををテー マに逆打ちを しました。。。。 おおおお蔭蔭蔭蔭をををを頂頂頂頂きききき、、、、
約 百 ヶヶヶヶ寺余回るるるる中中中中 でででで二二二二 ヶヶヶヶ寺寺寺寺傘傘傘傘をををを差差差差 しま したが、、、、暑暑暑暑さもそれ程程程程 でなく、、、、空海大師様と の二人三脚芽出
み ょう り

度度度度 くくくく満行 です。。。。空海大師様とととと共共共共 にににに札所をををを巡巡巡巡れれれれるるるる こ のような霊場 はははは四国霊場 のののの他他他他 には無無無無 いと思思思思 いま
は いえ つ

すすすす。。。。遍路冥利 に つきます。。。。空海大師様と の同行 二人緊張 しししします。。。。空海大師様 はははは真言宗 のののの開祖 です。。。。
開祖と の道連 れれれれ願願願願 って叶叶叶叶えられるも のではありません。。。。普 通なれば拝謁もももも叶叶叶叶わな いと思思思思 います。。。。
それが四国にににに限限限限りりりり願願願願がががが叶叶叶叶えられる のです。。。。誠誠誠誠 にににに申申申申 しししし訳訳訳訳なくも有難 いいいい事事事事 です。。。。今年もももも巡巡巡巡るるるる中中中中 でででで色 々教
えを受受受受けけけけ、、、、五感 はははは靈風にににに包包包包 まれ、、、、毎 日毎 日がががが厳厳厳厳 しくも心心心心はははは軽軽軽軽くくくく、、、、世事 から遠遠遠遠ざ かり信仰 にににに浸浸浸浸 るるるること
吾吾吾吾がががが身身身身 にあらず」」」」世上 のののの事事事事 はははは希望 でき てもももも、、、、肉体 のののの事事事事 はははは自分自身 でででで決決決決
が できま した。。。。来年 のののの事事事事 はははは 「「「「
さ んとう か

める事事事事が できずずずず重重重重 いいいい病病病病 にな るかも、、、、おまかせ の無常 です。。。。おおおお大師様 にににに呼呼呼呼んで頂頂頂頂ければ嬉嬉嬉嬉 し い事事事事 です。。。。
種 田山頭火火火火とととと言言言言うううう禅師 と いうたら良良良良 いか、、、、詩 人とととと言言言言ううううたら よ いかかかか山 口県 にににに生生生生まれた方方方方が みえ ま
さ んとう か

した。。。。財産家 のののの家家家家 にににに生生生生まれましたが母母母母とととと弟弟弟弟がががが自殺 してしま ったと いう家庭的 には恵恵恵恵まれず。。。。家家家家もももも衰衰衰衰
微微微微 し てしま った。。。。 山頭火火火火 がががが出家 した のも分分分分 かるような気気気気 が します。。。。 山頭火 のののの詩詩詩詩 にににに 「「「「
水水水水 はははは流流流流 れ る

我我我我がががが身身身身 にあらず」」」」
いけると ころま で行行行行けけけけ」
。自然体 である。。。。彼彼彼彼もももも 「「「「

雲雲雲雲 はははは動動動動 いて止止止止まな い 風風風風がががが吹吹吹吹 けば 木木木木 のののの葉葉葉葉がががが散散散散 るるるる 魚魚魚魚 ゆ いて魚魚魚魚 のののの如如如如くくくく 鳥 飛ん で鳥鳥鳥鳥 ににたり それ では
二本 のののの足足足足よよよよ 歩歩歩歩けるだけ歩歩歩歩けけけけ

ではな かろう か。。。。彼彼彼彼がががが心掛けた ことは三三三三 つつつつ 「「「「
腹腹腹腹をををを立立立立 てな い ・嘘嘘嘘嘘をををを言言言言わな い ・物物物物をををを無駄 にしな い」」」」でででで
あ る。。。。彼彼彼彼もももも四国遍路を しました。。。。母母母母 のののの位牌とととと共共共共 にににに母母母母 のののの菩提をををを弔弔弔弔うため であ った であろう。。。。遍路 のののの中中中中
はか

でででで 「「「「
明 日はははは明 日 のののの風風風風がががが吹吹吹吹 こう 今 日はははは今 日 のののの風風風風にににに任任任任せる 好 日好事だ った ありがたし ありがた
げ じ ゅ

も

の

しししし」」」」とととと詠詠詠詠んでいる。。。。吾吾吾吾がががが身身身身 はははは吾吾吾吾がががが身身身身 でなく、、、、佛佛佛佛 のののの計計計計ら いであ ると思思思思 って見見見見えたからだと思思思思 います。。。。
く みあわ
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ろ っこん

見見見見るるるる智恵とととと見見見見られるも のと
千三百年代 にににに活躍された禅師大智 はははは偈頌 （（（（
水野弥穂子氏訳訳訳訳））））のののの中中中中 でででで 「「「「
ろ っき ょう

むか

いち にち じ ゅう

いくえ

念 々にににに交交交交加加加加さ って変 通 、、、、相随来 てててて また 各各各各 にににに西東。。。。眼眼眼眼 ・・・・耳耳耳耳 ・・・・鼻鼻鼻鼻 ・・・・舌舌舌舌 ・・・・身身身身 ・・・・意意意意 のののの六根がががが色色色色 ・・・・声声声声 ・・・・
香香香香 ・・・・味味味味 ・・・・触触触触 ・・・・法法法法 のののの六 境 （（（（
六塵））））にににに対対対対うううう 竟竟竟竟 日日日日 、、、、錦錦錦錦 のののの上上上上 のののの花花花花幾重」」」」とととと言言言言うううう様様様様 にににに、、、、六根とととと六境がががが互互互互 いいいい
にににに作用 して我 々のののの生活現象がががが成成成成 りりりり立立立立 っています。。。。今今今今 もももも昔昔昔昔もももも社会生活をををを営営営営 むむむむ上上上上 でででで健康がががが第 一であ るこ
とに変変変変わりはありません。。。。病病病病 のののの悩悩悩悩 みみみみやややや経済 のののの悩悩悩悩 みは煩悩 のののの深深深深さ に違違違違 いはあれども吾吾吾吾がががが身身身身 にあ てが っ
てみれば苦界 です。。。。吾吾吾吾がががが身身身身 であ っても、、、、無無無無く ても、、、、娑婆 のののの苦界 でででで与与与与えられる修行 であると考考考考ええええます。。。。
くう

高見 順氏 のののの 「「「「
。面白
如何な る星星星星 のののの下下下下にににに」」」」のののの中中中中 にににに 「「「「
帽子 のののの下下下下にににに頭頭頭頭がある。。。。洋服 のな かに人人人人間間間間がある」
はぎ わら さ く た ろ う

いいいい表現 です。。。。六根とととと六境 のののの交差、、、、人間もももも突突突突きききき詰詰詰詰 めめめめてててて考考考考え ていけば 「「「「
空空空空」」」」かかかか 「「「「
無無無無」」」」をををを覚覚覚覚 ることにな り
ま し ょう。。。。萩原朔太郎 のののの詩詩詩詩 にににに 「「「「
こころは二人 のののの旅 人 されど道道道道 づれ のたえ て物言う ことなければ
わが こころは い つもかくさびしきなり」
。最近心心心心にににに問題をををを持持持持 って居居居居 るるるる人人人人がががが増増増増えま したが、、、、 人間身体

善壽界善入院油掛地藏尊

をバラバラに解体 した処処処処 でででで、、、、心心心心をををを取取取取りりりり出出出出すすすす事事事事 はできません。。。。心心心心 のののの病病病病 にににに効効効効く のは釈迦 のののの教教教教え でしょう。。。。
釈迦がががが教教教教ええええ賜賜賜賜うた行事、、、、大施餓鬼會 をををを 二二二二十十十十六日にににに勤勤勤勤 めます。。。。
二十 八年 七月 一日

