つ

つと

第第第第 二 〇 四 号号号号 昔昔昔昔もももも今今今今 もももも
かゆ

くだ

せり

七草法要がががが 二月 二日にににに勤勤勤勤まりました。。。。七草 のののの入入入入 ったお粥粥粥粥をををを食食食食 べる日日日日ですが、、、、七草とは正式 には 「「「「
七草 のののの
せ っく

なずな

ごぎ ょう

は は こ ぐさ

は こべら

た ひら こ

すずな

かぶ

すず しろ

だ いこん

節句」」」」 のこと です。。。。摘摘摘摘んできた七種 のののの草草草草をををを切切切切るではなくたた いて砕砕砕砕 きお粥粥粥粥 にににに入入入入れる のです。。。。ちな みに、、、、芹芹芹芹
はははは芹芹芹芹 ですが、、、、 薺薺薺薺 はペ ンペ ン草草草草、、、、御 形 はははは母子草草草草 、、、、繁 縷 ははこべ、、、、仏仏仏仏 のののの座座座座 はははは田平子、、、、 菘菘菘菘 はははは蕪蕪蕪蕪 、、、、蘿 蔔 はははは大 根
のことだそう です。。。。今今今今や セ ットにな って売売売売 っているから誰誰誰誰 でも手手手手にににに入入入入りりりり便利 にな りま した。。。。昔昔昔昔もももも今今今今もももも健康
みほとけ

えん

い っし ょう

第 一です。。。。 七草 はははは 一光三尊善光寺如来 のののの御縁 日 のののの事事事事 です。。。。我 々がががが亡亡亡亡くな る命終 にににに我 々ををををおおおお迎迎迎迎え に出出出出 てててて下下下下ささささ
け つじ ょ

えん な

るるるる御 仏様様様様 です。。。。 縁縁縁縁 なき衆生 はははは救救救救 いがたしと申申申申 します。。。。縁縁縁縁 はははは自分 でででで導導導導 くも のです。。。。我 々人間にと って 一生
最後 のののの儀式 にににに際際際際 しししし、、、、重要なななな役目をををを以以以以 って極楽往生をををを導導導導きききき給給給給うううう のです。。。。唯唯唯唯、、、、信心欠 如 のののの方 々には縁縁縁縁無無無無きききき事事事事 でででで
い つき ひろ ゆき

すすすす。。。。時時時時 はははは待待待待 ってくれません。。。。南無阿弥陀仏 ・・・・南無阿弥陀仏。。。。
こう い

五木寛之師師師師 はははは 〚〚〚〚
目目目目でででで見見見見るるるる事事事事が でき、、、、 手手手手でででで触触触触れることが でき、、、、実際 に いく ことが できる世界 には 「「「「
信信信信」」」」じじじじ
か

ることなど必要な い。。。。退屈しながらそ こ へ行行行行けけけけば いいだけ のことだ。 「
信信信信 じる」」」」と いう行為 はははは、、、、人間 のす る
こと のな かで、、、、も っとも スリ ルと感動 にみちた賭賭賭賭けけけけ である。。。。な ん の保証もももも證明もな いことを信信信信 じじじじ、、、、そ の物物物物
語語語語にににに人生をあずける のだ から、「
不合理ゆえ にわれ信信信信ずずずず」」」」と いう言葉をををを私私私私はははは信信信信 じている。。。。浄土と いう物語をををを
信信信信 じる。。。。・・・なぜならそれは私私私私にににに生生生生き る元気をあたえ てくれる物語だ から であ る。〛とととと書書書書きききき記記記記して いる。。。。
むじ ょう じんそく

しゃに

この世世世世 はははは不可思議 のののの世界 であります。。。。 目目目目にににに見見見見えな い世界がががが多多多多 くくくく存在 しししし、、、、時間 ですら刻 々進 むむむむ時時時時をををを動動動動 いてい

む に

るなと感感感感 じる事事事事もももも少少少少なく、、、、あわ てる のが関関関関 のののの山山山山 です。。。。無 常 迅 速 と いいます。。。。疑疑疑疑 いいいい無無無無きききき我等無我夢中、、、、遮 二
そうとう しゅうかんち ょう いたば し こう しゅう

無 二進進進進 んで念仏申 しししし、、、、極楽 へへへへ往往往往くくくく姿姿姿姿がががが目目目目にににに浮浮浮浮 かびます。。。。
元元元元曹 洞 宗 管 長 板 橋 興 宗 禅師 はははは 【【【【「「「「
おんぶ の文化をををを見直そう」」」」とととと言言言言われ、、、、そ の理由として、 「
対面型 のののの
だ っこは顔顔顔顔がががが見見見見え て いいと思思思思う のですが」」」」と し、、、、禅師 のののの思惑 はははは親親親親 のののの背中 にににに子供がががが、、、、 べ ったとく っつくから
密着 のののの度合 いも大大大大きききき いいいい。。。。 子供がががが全全全全身身身身 でででで親親親親 のぬくもりやややや愛情をををを感感感感 じじじじ取取取取 るるるる事事事事がががが出来 るるるる。。。。 それと大事な のは子供
いかが

のののの目線 とととと親親親親 のののの目線がががが同同同同じじじじ高高高高さ であるから親親親親とととと子子子子がががが同同同同じじじじ景色をををを見見見見、、、、親親親親がががが今何を して いるか仕草もももも解解解解 るるるる。】とととと、、、、
昔昔昔昔 はははは昔昔昔昔、、、、今今今今 はははは今今今今な のかもしれませんが変変変変わる事事事事をををを良良良良 ししししとととと、、、、す る のは如何なも のかと私私私私もももも思思思思 いいいい感感感感 じると ころ
つぶ し

おか

こわ

です。。。。嫁嫁嫁嫁 のす ることには 口口口口をををを出出出出さな い、、、、と いう風潮がががが強強強強くな り、、、、他人行儀 にににに成成成成 ってきました。。。。嫁嫁嫁嫁もももも家族 のののの
一人 です。。。。戦後米国 のののの日本 潰潰潰潰 のののの教育 にににに侵侵侵侵 され、、、、国国国国 のののの為為為為とか、、、、地域 のののの為為為為とか、、、、 一族 のののの為為為為 にと いう団結がががが壊壊壊壊

され、、、、家族 ですら マト マリガ無無無無 くな ってきま した。。。。多多多多きく力力力力がががが出出出出な いのは団結力がががが亡亡亡亡くな ってしま ったか
らと言言言言え るでしょう。。。。共存共栄 のののの思想がががが乏乏乏乏 しく成成成成 ってしま った今 日ですが、、、、我 々はははは社会 のののの存亡をををを掛掛掛掛け て各各各各
わざ

き ょうけん

た か だ こう いん

家庭、、、、 一族 のののの団結をををを望望望望むも のです。。。。 つながりを小小小小さくす る のは簡単 ですが現状 のののの維持、、、、大大大大きくす る のは至至至至
何何何何をををを見見見見、、、、何何何何をををを聞聞聞聞 いても批判的なななな考考考考ええええ方方方方 しか
難難難難 のののの業業業業 です。。。。 恭 倹 をををを開開開開 こう。。。。 高 田好 胤師師師師 のののの話話話話 によれば 〚〚〚〚「「「「
しな い人人人人がががが多多多多 いも ので、、、、最近はははは 一億層評論家時代とかで、、、、とくにそう いう手合 いが多多多多 いよう です。。。。 それは
教教教教え る人人人人 のののの心心心心をををを通通通通して、、、、あ る いは姿姿姿姿をををを通通通通 して、、、、教教教教えをうけると いう心心心心が でき ていな いから ではな いでしょ
う か。 「つまらな い」」」」などと いう のは、、、、自分 のののの心心心心 のののの 「「「「つまらなさ」」」」をををを告白 して いることにはならな いでしょ
う か。。。。〛〛〛〛とととと、、、、同調す るば っかりりりりがががが良良良良 いとは思思思思 いませんが我 田引水 のののの傾傾傾傾向向向向にある のは間違 いな いと思思思思 います。。。。

二十九年 二月 一日 善壽界善入院油掛地藏尊

