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第第第第 二 〇 一号号号号 明明明明
き

暗暗暗暗

私私私私たち は先先先先ずずずず誰誰誰誰 しも真真真真 っっっっ暗暗暗暗なななな体内 でででで過過過過ご し、、、、やが て期期期期満満満満ち て、、、、明明明明る い此此此此 のののの世世世世にににに出出出出 てきます。。。。明明明明る いの
せい

がががが良良良良 いとば かりは言言言言えませんがががが。。。。 現在 はははは誕生 してから歳歳歳歳をををを勘定 しますが昔昔昔昔 はははは体内 にても生命あ りと考考考考
ええええ 誕生すれば 一歳としました。。。。俗俗俗俗 に いう数数数数ええええ年年年年 です。。。。生生生生がががが無無無無 ければ 人生もももも無無無無くくくく、、、、当然 死もありません。。。。
いずれにしま しても生命 のののの誕生をををを心心心心より喜喜喜喜ぶ べき でしょう。。。。さ れば先祖 に つながり のな い生命 はははは無無無無 くくくく
ごごごご先祖様がががが大変 おおおお喜喜喜喜びにな るから です。。。。 この世世世世 にににに生生生生まれると いう事事事事 はははは釈迦 のののの教教教教ええええ のののの如如如如くくくく 「「「「
生生生生 ・・・・老老老老 ・・・・病病病病 ・・・・
死死死死」
、と いう ソレゾ レの境涯にににに於於於於 いてソレゾ レの苦苦苦苦 しみをををを味味味味わう事事事事があります。。。。離婚もももも生生生生 のののの苦苦苦苦 しみな の
です。。。。離婚 のののの多多多多 くは子供 にににに血統をををを継継継継がせた責任ある片親 のののの所在 にににに関心がががが無無無無くくくく、、、、やが て判判判判らなくな ってし
しんらば んし ょう

ま います。。。。私私私私 はははは血血血血 の つなが りをも って先祖 のののの供養を しなければ、、、、とととと考考考考え て います。。。。やが て離婚家庭 はははは
先祖供養 のののの仕方 にににに間違 いを起起起起 こしやす いのです。。。。この世世世世はははは森 羅 万象 死死死死にににに向向向向か って歩歩歩歩んで います。。。。死死死死にににに至至至至
るま での苦苦苦苦 です。。。。宗教もももも例外 ではなく滅滅滅滅 していく でしょう。。。。仏法 でででで言言言言えば 人類 のののの破滅 のののの前前前前 にににに弥勒菩薩がががが
ふおん

い ったん

しゅう そく

おおおお出出出出ましにな ります。。。。それま では地蔵菩薩がががが我 々のののの救済 ににににあた ってくださ るとととと のののの事事事事 です。。。。現実 にににに見見見見 ても
戦争 はははは絶絶絶絶えな いし、、、、不穏なななな世界情勢 はははは続続続続く であろう し、、、、原発事故もももも 一旦起起起起きれば 収 束 はははは予定がががが付付付付きま
ば っく く よ らく

せん。。。。娑婆 のののの世界 はははは何何何何らか の火種があ って、、、、心心心心から の休息 はできな いと思思思思 いますがががが、、、、ひと時時時時 のののの休息をををを求求求求
もう こ り た

めるとすれば、、、、矢張りりりり罪無きききき佛佛佛佛 のののの教教教教ええええ 「「「「抜抜抜抜 苦苦苦苦与与与与楽楽楽楽」」」」をををを求求求求 めるべき でしょう。。。。
忘忘忘忘 己己己己利他」」」」 のお話話話話をして来来来来ましたが、、、、山 口春三氏 （（（（
キリ ック スグ ループ））））社主
以前 から佛佛佛佛 のののの教教教教ええええ、 「
はははは 「「「「
正正正正しさ手紙 でででで学学学学ぶぶぶぶ」」」」 のののの中中中中 でででで恩師松本 亮先生 から人間として の正正正正し い在在在在 りりりり方方方方をををを学学学学ばれたそう です。。。。
ついき ゅう

しせ い

それは経営 のののの基本 はははは金金金金もうけ ではなく、、、、おおおお客様やややや従業員、、、、会社 にかかわる人達がががが、、、、どう したら喜喜喜喜 んでく
もう こ り た

れるかです。。。。 人間と して正正正正し いと思思思思う ことを いかに 追 及 す るか、、、、 そ の姿勢をををを先生 にににに教教教教え て頂頂頂頂 いたそう
忘忘忘忘 己己己己利他」」」」のののの心掛け でした。。。。世世世世 のののの中損得をををを平等 ににににしてこそ平和がががが成成成成 りりりり立立立立 つと考考考考えます。。。。葬葬葬葬
です。。。。当当当当 にににに 「「「「
儀儀儀儀と て同同同同じじじじ事事事事 です。。。。亡亡亡亡くなられた方方方方 のののの魂魂魂魂をををを極楽 にににに届届届届ける事事事事 にあります。。。。骨骨骨骨 にす る作法 にににに限限限限るるるる訳訳訳訳ではあり
り ょうぜ ん

かた

ません魂魂魂魂 のののの問題 です。。。。物質的 にににに骨骨骨骨 にす るだけなら直送 （（（（
直葬）））） でででで結構 です。。。。我 々のののの誕生をををを見見見見れば 一目
う

瞭 然 、、、、生生生生まれた赤赤赤赤 んんんん坊坊坊坊 にににに魂魂魂魂をををを入入入入れる儀式を した方方方方 は いません。。。。なぜなら魂魂魂魂 はははは先祖 から受受受受けけけけ継継継継 いで生生生生まままま
そ

れ て来来来来 るも のと理解 しています。。。。坊主と して魂魂魂魂をををを安安安安ら かにおくり、、、、そして安安安安ら かに生生生生まれ てき てほし い
のです。。。。 ○○殿殿殿殿とととと言言言言うううう葬儀屋 にはが っかりしたも のです。。。。葬儀 はははは坊主 のののの意意意意 にににに沿沿沿沿 ってや って頂頂頂頂きた い。。。。
我 々のののの身体 はははは佛佛佛佛 から頂頂頂頂 いた仏性 からな ります。。。。無駄なななな命命命命 はありませんが残念ながら無駄 にしてしま
うううう命命命命 はあります。。。。佛佛佛佛 のののの教教教教ええええ にににに十悪あり。。。。 そそそそ のののの第 一番目がががが殺生罪 です。。。。行動 のののの結果がががが殺殺殺殺とな ること です。。。。
先月号 でででで少少少少しししし念佛 のお話話話話をしましたが、、、、私私私私 のののの考考考考え では 「「「「
念仏をををを称称称称え る事事事事 によ って吾吾吾吾がががが身身身身 をををを守守守守られ悪悪悪悪 のののの
道道道道 にににに引引引引きず り込込込込まれな いよう にして頂頂頂頂けるしししし、、、、 死死死死して後後後後 のののの我我我我がががが身身身身 をも極楽 におく って頂頂頂頂ける のです」」」」
。。。。
なぜならば、、、、阿弥陀様がががが救救救救 ってや ると確約 して下下下下さ ったから です。。。。親鸞聖人 のお言葉 にににに 「「「「
たと い法然上
人人人人にす かされま いらせて念佛 して地獄 におちたりとも、、、、さら に後悔す べからず候候候候」」」」とととと。。。。信信信信 じるとは信信信信 じじじじ
切切切切るるるることだと考考考考えます。。。。念佛をををを信信信信 じた僧僧僧僧 はははは法然上人 一人 ではな いのです。。。。念佛をををを通通通通 して の法然上人 でででで

すすすす。。。。ソレゾ レの境涯にににに於於於於 いて苦苦苦苦 のののの解消 にににに明暗あり。。。。そ の分分分分 かれ道道道道 はははは佛佛佛佛 にににに好好好好 かれる行行行行 いを して来来来来たか、、、、
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否否否否かによるでしょう。。。。正思 ・・・・正見等、、、、正正正正しき行行行行 いが佛佛佛佛 のののの願願願願 いであるから です。。。。目先 にににに狂狂狂狂 いがなけれ
くらや み

ばばばば暗闇 にににに入入入入ることはありません。。。。

