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婦とは

世世世世 のののの中中中中 には目目目目がががが 二二二二 つつつつ、、、、 口口口口はははは 一一一一つと言言言言うよう に、、、、調和 のののの取取取取れる形形形形がががが御座 います。。。。 人生 はははは調和がががが
大切 です。。。。持持持持 って生生生生まれたも のも御座 いますが築築築築 いていくも のも沢山ある訳訳訳訳です。。。。
どう よう

六月はジ ュン ・ブ ライドと言言言言 いいいい。。。。 二人 のののの新新新新 し い生活がががが始始始始まります。。。。 イ ンド最古 のののの典籍と いわれる
男男男男 にして妻妻妻妻 をををを得得得得ざ るは半分な り。。。。童幼 のののの群群群群 れおらざ る家家家家 はははは墓地 のごと し」」」」とととと、、、、
ヴ ェーダ の中中中中 にににに 「「「「
妻妻妻妻 とととと 子息 あ ってこそ、、、、初初初初 め て完全なななな 人人人人とととと称称称称さ れた のです。。。。 皇室 では秋篠宮家 のののの長女眞 子さ まが
わさび

小室 圭圭圭圭さんと婚約されました。。。。おめでた い事事事事 です。。。。合縁奇縁、、、、縁縁縁縁 はははは不思議なも のです。。。。何処 のののの誰誰誰誰
にににに赤赤赤赤 いいいい糸糸糸糸がががが結結結結ば れ ている のか分分分分 かりません。「
縁縁縁縁 はははは異異異異なも の山川超え て山葵 はははは刺身 のツ マにな る」
。

かたち

ふ るま い

のり

したが

こうき ょう してふどう にしたがえ

容 止 順 其 猷 」」」」

よう しそ ののりにじ ゅんなれよ

夫婦 のののの結結結結 びびびび付付付付き の話話話話 です。。。。要要要要す るに離離離離れた山山山山とととと海海海海がががが結結結結ば れ て、、、、 おおおお互互互互 いいいいのののの働働働働きが価値をををを高高高高 めめめめ味味味味わ い
まも

もももも深深深深めた のです。。。。当当当当 にににに合合合合縁縁縁縁奇縁な りと。。。。韋応物 のののの詩詩詩詩 にににに妻妻妻妻 はははは 「「「「孝 恭 遵 婦 道
孝孝孝孝とととと恭恭恭恭とを以以以以 って、、、、婦婦婦婦 のののの道道道道 をををを遵遵遵遵 りなさ い。。。。 容容容容 とととと 止止止止 とは其其其其れれれれ猷猷猷猷 にににに 順順順順 え よ、、、、とととと。。。。
なか

はくき ょ い

結婚すればやが て子供 にににに恵恵恵恵 まれます。。。。男男男男 のののの子子子子でも女女女女 のののの子子子子でも仏仏仏仏 のののの子子子子と して誕生す る訳訳訳訳 です から、、、、
しん

どうけ つ

ちり

な

ゆうわ

男男男男 をををを生生生生 み ても喜喜喜喜 ぶぶぶぶ勿勿勿勿 れれれれ、、、、 女女女女 のののの子子子子た りと も悲悲悲悲 しむ勿勿勿勿 れ です。。。。 夫 婦 のののの生 活 はははは白白白白居居居居易易易易 によれば 妻妻妻妻 はははは
「「「「
生生生生き ては同室 のののの親親親親とな り、、、、 死死死死しては洞穴 のののの塵塵塵塵とととと為為為為らん」」」」とととと言言言言 って います。。。。妻妻妻妻 はははは親族 のののの中中中中 にににに融和
せき ぼ くおう

しししし、、、、最後 はははは同同同同じじじじ墓墓墓墓 にににに眠眠眠眠りま しょう。。。。現在、、、、 おおおお墓事情 もももも変変変変わりま したが私私私私 はははは家族をををを 一一一一つの単位 にににに考考考考
さ か のぼ

人間 一人 のののの身体 にににに、、、、どれだけ の先祖 のののの
え ています。。。。何故ならば、、、、関関関関 牧牧牧牧翁翁翁翁禅師 のののの言葉をををを借借借借 りれば 「「「「
血血血血がががが入入入入 って いるか。。。。親親親親 でででで二人、、、、祖 父母 でででで四人、、、、と いうよう に二十代代代代もももも 遡遡遡遡 ると百萬 人 のののの素質がががが、、、、
私私私私とととと言言言言うううう、、、、 この身体 にににに入入入入 って いる事事事事がががが解解解解 るでしょう」」」」とととと、、、、私私私私もももも前前前前 にににに説明 しま したが自分をををを知知知知 ると
言言言言うううう事事事事 はははは並大抵 のののの事事事事 ではありません。。。。我 々のののの肉体 はははは佛佛佛佛よりあたえられたも のであり。。。。粘土 でででで作作作作 っっっっ
たたたた物物物物 でも、、、、細胞をををを組組組組 みみみみ合合合合わ せて親親親親がががが造造造造 った物物物物 でも無無無無 しししし、、、、ま してや魂魂魂魂をををを入入入入れ て動動動動くよう にした人人人人はははは
だれ 一人 いません。。。。 この世世世世 にににに生生生生まれ て、、、、ごごごご先祖 のののの無無無無 いいいい方方方方もありません。。。。故故故故 にににに、、、、ごごごご先祖 ほど大切なななな
も のはあ りま せん。。。。ごごごご先祖 をな いが しろ にして正常なななな 人生街道 をををを歩歩歩歩 みゆく こと は不可能 です。。。。
結婚とは両家 のののの血統、、、、両家 のののの血血血血をををを混混混混ぜぜぜぜ合合合合わ せて相続をををを作作作作 って いく のです。。。。 人人人人はははは煩悩 のののの中中中中 にににに生生生生き て
います。。。。欲望をす べて満満満満たさな いと幸幸幸幸 せでは無無無無 いと、、、、 おおおお考考考考えならば、、、、 それは不幸 のののの始始始始まりとな り
ます。。。。次次次次 から次次次次 へと湧湧湧湧きききき出出出出るるるる煩煩煩煩悩悩悩悩 にににに押押押押 し つぶされ、、、、幸福感をををを味味味味わう事事事事がががが出来なくな ってしまう か
ら です。。。。大応禅師 のののの崇福禅寺語録 にににに 「「「「
光陰矢 のののの如如如如くくくく、、、、 日月はははは流流流流 るるるる ゝゝゝゝ如如如如 しししし。。。。事物 はまたたく間間間間 にににに過過過過
ぎぎぎぎ行行行行きききき、、、、 い つしか頭頭頭頭 には白髪をををを加加加加え る。。。。寒暑 にににに左右されず、、、、世縁 にこだわらな いには、、、、ど の様様様様 にににに
ま いしん

真如 のののの風光とととと連絡をををを通通通通じたらよ いか。。。。初冬もももも仲冬もももも、、、、無事安泰」」」」とととと、、、、悪行もももも千里を はしるなら、、、、
いんよう

こうた い

善行もももも千里はしるなり、、、、吾吾吾吾がががが身身身身をををを修修修修 め て、、、、仏道 にににに邁進す るが良良良良 かろう。。。。さすれば無事安泰なりと
じ ね ん ほう に

「「「「
天天天天はははは万物をおお い、、、、地地地地 はははは万物を のせ、、、、 日月はははは下界をををを照照照照らす。。。。陰陽 のののの交替、、、、 四季 のののの推移、、、、折 々にににに
むじ ょう じんじん み ょ う

咲咲咲咲くくくく花花花花 ・・・・・す べてわが家家家家 のののの真実 のののの機縁、、、、 いささ か のまざ りも のもな い」」」」
。。。。全全全全くくくく自然法爾爾爾爾 のののの姿姿姿姿

善壽界善入院油掛地藏尊

無 上甚深深深深微妙 のののの法法法法 です。。。。精進 はははは夫婦相和 しししし、、、、家族相和 しししし出立ち かな。。。。
二十九年 六月 一日

