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平平平平かかかか成成成成 れれれれ

平成もももも 二十年代最後 のののの年年年年とな りました。。。。天皇陛下 のののの引退問題もももも持持持持ちちちち上上上上が って いますが、、、、平成も こ
ひ のとと りど し

こま で続続続続くとは思思思思 いませんでした。。。。 二十九年がががが輝輝輝輝ける、、、、希望 のののの持持持持 てる年年年年 のののの幕開けとなり、、、、 丁丁丁丁 酉酉酉酉歳歳歳歳
をををを安泰 にににに過過過過ごさ せて頂頂頂頂けます様様様様、、、、御祈念申 しししし上上上上げ ます。。。。それ ではサ ア行行行行くま い。。。。行行行行くま いとは三河
地方 のののの方言 でででで行行行行きましょう。。。。と いう言葉 です。。。。
むぼ う

昨年 のののの後半はははは高齢者がががが起起起起 こした自動車運転 ミ スによる死者がががが多多多多 くくくく出出出出 てしま いました。。。。 正正正正し い
かんま んう ん てん

ご う ま んう ん てん

な

行動がががが出来な か ったと いう事事事事 でしょう。。。。勿 論事故 はははは高齢者ばばばば かりが起起起起 こすとは限限限限りませんが無謀運運運運
転転転転 ・・・・緩慢運転 ・・・・傲慢運転 もももも多多多多 くくくく、、、、踏踏踏踏 みみみみ間違 いも多多多多 いいいい訳訳訳訳 です。。。。慣慣慣慣れ は恐恐恐恐 ろ しく神経経路がど こかで
かどう

正正正正しく稼働 しなくな ったと いう事事事事 でしょう。。。。私私私私 はははは常常常常 にににに生活 のののの中中中中 にににに於於於於 いて正正正正しく行動 でき ているか、、、、
もたもたしていな いかチ ェックしています。。。。現在随分処理 スピード遅遅遅遅くな ってきました。。。。時間がががが掛掛掛掛
か っても正正正正し い行動がががが出来 るるるる様様様様 にににに努力をををを しています。。。。車車車車 にににに限限限限らず全全全全 ての動作 にににに於於於於 いて、、、、思考 にににに於於於於 いいいい
てててて正正正正し い判断、、、、 正正正正しく行動がががが出来 るるるる様様様様 にににに努努努努めなく ては いけません。。。。
し ょう けん こうた いごう

昔昔昔昔、、、、記記記記 した ことが御座 いますが人人人人 のののの成長 はははは器器器器 にににに従従従従 って姿姿姿姿をををを変変変変え ていく水水水水 のののの如如如如くくくくににににあらねばな るま
いいいい。。。。 昭昭昭昭 憲憲憲憲 皇 太 后 御歌 「「「「
金剛 石」」」」 のののの 一節 にににに 「「「「
金剛 石もももも磨磨磨磨 かずば 玉玉玉玉 のののの光光光光 はははは添添添添わざらん 水水水水 はははは器器器器 にににに随随随随
いてそ のさまざ まになりぬなり 人人人人はははは交交交交わ る友友友友 により良良良良きに悪悪悪悪 しきになりぬなり」」」」とととと、、、、我 々はははは常常常常 にににに
身身身身 とととと心心心心がががが器器器器とととと水水水水 のバラ ンスを保保保保 つよう に成長 しなく てはならな い。。。。世界情勢をををを照照照照ら し合合合合わせてみて
よく せ い

もももも 日本社会 にににに於於於於 いて見見見見 ても、、、、身体能力とととと精神能力 のののの不 一致 のののの方方方方がががが増増増増え て来来来来た のではな かろう か。。。。
人間 はははは自 分勝 手な も のです。。。。時 間 のののの制約 から外外外外 れた定 年 後 はははは自 分 をををを抑制さ せる為為為為 にけ じめや
もくぎ ょ

規律をををを作作作作 って規則正し い生活をををを心掛けましょう。。。。例例例例えば時間をををを決決決決めての読経 です。。。。板橋興宗禅師 はははは
「「「「
おおおお経経経経 のののの意味 をををを知知知知 るよりも、、、、 おおおお経経経経 ののののリズ ム感感感感やややや音律がががが大事、、、、だ から般若心経 もももも漢 文 のまま木魚 にににに
そう か い

ふさ

合合合合わせて唱唱唱唱え て いると、、、、リズ ムに乗乗乗乗 ってき て、、、、と てもありがたく思思思思え てくる のです」」」」とととと、、、、心心心心がまず
爽 快 にににに成成成成 るるるる訳訳訳訳 です。。。。心心心心がががが塞塞塞塞 ぐと体体体体 にも悪影響をををを及及及及ぼす から です。。。。
二千 二十年 への金言」」」」のののの中中中中 でででで具志堅幸司氏ははははメダ リ スト のののの会 見 でででで、、、、【【【【
審審審審
中 日新聞 のののの 「「「「
内村選手はははは 「「「「
判判判判 にににに好好好好 かれ ているから高得点がががが取取取取れたと感感感感 じるか」」」」などと問問問問われ、 「
審判 はははは公平だと思思思思うううう」」」」とととと明言
内村選手はキ ャリア の中中中中 でい つも高得点をををを獲獲獲獲
した。。。。銀銀銀銀 メダ リ スト のオ レグ ・ベ ル ニヤ コフ選手はははは 「「「「
得得得得 してきた。。。。愚門だと思思思思うううう」」」」とととと発言。。。。三位 のののの選手もももも 「「「「
彼彼彼彼 はははは素晴ら し い、、、、皆皆皆皆 のお手本だだだだ」」」」とととと絶賛 した。。。。
私私私私 はこのイ ンタビ ュを聞聞聞聞 いて目頭がががが熱熱熱熱くな った。。。。まさ に勝者をたたえ る スポー ツ マンシ ップ であ っ
まさ

いかん

たたたた。。。。 スポー ツ マンシ ップを 一言 でででで言言言言えば 「「「「
。。。。相手をををを尊重 しししし、、、、審判をををを尊重 しししし、、、、そして自分をををを尊尊尊尊
尊重」」」」
重重重重す るから最後ま であきらめず に全力をををを尽尽尽尽くす。。。。当当当当 にににに、、、、そ の精神がががが遺憾なく発揮された場面だ った
とととと思思思思うううう。。。。】】】】とととと感想をををを記記記記 して いる。。。。社会生活全般 のののの人間関係 にににに於於於於 いて、、、、 おおおお互互互互 いが尊重 しししし合合合合え るよう に
実践 して頂頂頂頂きた いと思思思思 います。。。。罪罪罪罪なき世界 です。。。。仏教 でも、、、、おおおお釈迦様 のののの高弟がががが尊者とととと名付けられ て
いますすすす。。。。皆皆皆皆がががが尊者となれば こんな素晴ら し い世界 はははは無無無無 いと思思思思 います。。。。 まさ に極楽 ・・・・極楽 です。。。。

善壽界善入院油掛地藏尊

深深深深くくくく心心心心にににに恩恩恩恩をををを感感感感ずれば こそ、、、、それに報報報報 いることが できる のだ」」」」とととと、、、、明言也
大燈国師 はははは 「「「「
平成 二十九年 一月 一日

