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我 々はははは二重人格な のか、、、、 三重人格な のか分分分分 かりませんが物事些細なななな事事事事 でも行動す るには自分
のののの中中中中 でででで自分がががが決定権をををを持持持持 って居居居居 ると思思思思 って いますが、、、、ど の自分がががが決決決決定定定定をををを下下下下した のか解解解解 りません。。。。
例例例例えば汚汚汚汚された公衆便所 ではすぐ敬遠 しししし、、、、次次次次な る便所をををを探探探探 しま しょう。。。。迷迷迷迷わなければ自分 はははは 一人
だと言言言言えますすすす。。。。私私私私 のののの小小小小さ い頃頃頃頃よく聞聞聞聞 いた話話話話 ですが子供をををを孕孕孕孕んで いる時時時時 にににに公衆便所 のののの掃除をす ると

もち ろ ん

難難難難がががが無無無無くくくく心心心心 のののの綺麗なななな子子子子がががが生生生生まれ てくると聞聞聞聞 かされました。。。。我我我我がががが家家家家 にあ ってなら、、、、家族あ る いは自自自自
分分分分がががが気持ちよく用用用用をををを足足足足すために、、、、ピカピカに便器をををを磨磨磨磨きききき上上上上げ る事事事事 でしょう。。。。汚汚汚汚 いから勿 論掃除をををを
す る分分分分け ですが、、、、時時時時 にににに悩悩悩悩む のは拒否反応をををを起起起起 こす自分も いる事事事事 です。。。。色 々のののの場面 でででで行行行行 こか、、、、や め
あら そ い

よか、、、、や るか、、、、や めよよよよかかかか。。。。決断 のののの 戦戦戦戦 があります。。。。自分 のののの中中中中 にににに自分がががが何人も いるから です。。。。人間
がががが楽楽楽楽とととと効率をををを追求 しししし、、、、多多多多 くを機械化した結果やが て機会 にににに浸食され多多多多 く の人間がががが不要 にな ってし

のぞ み

まままま いいいい失職 しししした のです。。。。子供をををを産産産産んでも将来 にににに希望がががが見見見見えなければ 子供をををを生生生生 みみみみ育育育育 てようとはしませ
んんんん。。。。 子供 はははは授授授授 かるから作作作作 るるるるにににに変変変変わりま したから。。。。職職職職もももも天職 から転職 にににに変変変変わ る、、、、事事事事 にににに 希希希希 、、、、何 人かかかか

くや

のののの自分 でででで協議す る事事事事 にににに成成成成 ります。。。。縁縁縁縁をををを頂頂頂頂く のか、、、、縁縁縁縁をををを切切切切る のか、、、、 そ の判断がががが自分 でででで出来ます か、、、、
佛佛佛佛 のののの加護 はははは必要な いです か。。。。 悔悔悔悔むむむむ事無きききき様様様様 にににに。。。。佛佛佛佛様様様様 のののの目的 はははは衆生済度、、、、悩悩悩悩むむむむ凡夫 のののの救済 です。。。。
寺 田 透氏訳 のののの道 元にににに 「「「「
大自然とととと人間とは 一体 でででで、、、、す べてが この世世世世 では つながりあ って いる。。。。
鼻鼻鼻鼻がががが眼眼眼眼 のののの仏教的教化にににに当当当当たり、、、、眼眼眼眼がががが耳耳耳耳 のののの仏教的教化にににに当当当当 るるるる。。。。人間 のののの六根 （（（（
五五五五 つの知覚 とととと 一一一一つの精精精精
神機能））））がががが相互にににに活用 ししししあ い、、、、それにてそれら の対象 たる現実がががが落落落落ち こぼ れなく全部現実化され
るるるる」」」」とととと、、、、六根とは眼眼眼眼 ・・・・鼻鼻鼻鼻 ・・・・耳耳耳耳 ・・・・舌舌舌舌 ・・・・身身身身 ・・・・意意意意 のこと です。。。。自然現象 には元来意識 はな いのだ。。。。とととと

わか

い っき い ち ゆ う

おおおお経経経経 にににに 「「「「
不増 不減」」」」とあります。。。。増増増増やさず、、、、減減減減らさずが 一番大切と いう事事事事 です。。。。血圧やややや血糖値
でででで見見見見ればすぐ判判判判ります。。。。上上上上が った、、、、下下下下が ったと 一喜 一憂 です。。。。身体、、、、即即即即ちちちち、、、、健康状態をををを良良良良 にににに保保保保 つつつつ

おだ

おさ

い か

そう ぐう

不増 不減」」」」でででで無無無無 く てはならな いのです。。。。人生街道、、、、波荒 れるも長長長長くくくく続続続続 かず。。。。強風
には心身 共にににに 「「「「

先祖供養 のののの時期 にににに望望望望 みみみみ思思思思 います のは、、、、終焉 のののの式場選びは特特特特 にににに

吹吹吹吹 くも長長長長くは続続続続 かず。。。。必必必必ずずずず穏穏穏穏や かに収収収収まるも のです。。。。如何な る事態 にににに遭遇す るも、、、、時時時時をををを失失失失す る事事事事
なき様様様様 にと願願願願うば かりです。。。。

大切にしてほし いのです。。。。葬儀 のや り直直直直 しはできな いから です。。。。選選選選んでほしくな い葬儀社もあり
ます ので事前 にお問問問問 いいいい合合合合わ せ下下下下さ い。。。。葬儀社 はははは場所 のののの提供だけ で儀式 のののの口出 しはできまままません。。。。
最近 では家族葬がががが増増増増え てま いりましたが儀式 には弔問者 のののの人数 はははは関係ありませんし、、、、儀式 のののの略式

松原泰道師師師師 はははは人生をををを送送送送 るるるる発想をををを

ま つば ら た いどう

もありません。。。。儀式 ははははごごごご本尊様 にににに対対対対して新霊をををを極楽 にににに迎迎迎迎え て頂頂頂頂くくくく為為為為 にににに致致致致 します。。。。です から、、、、葬儀
式式式式 はははは 寺寺寺寺 のののの本尊様 のののの前前前前 でさ せて頂頂頂頂くくくく のが最最最最もももも良良良良 いいいい形形形形 です。。。。
さ んけ い

七月 一日

善入院油掛地藏尊

３３３３ＫＫＫＫ 「「「「
希望 ・・・・工夫 ・・・・感動」」」」とととと決決決決めると良良良良 いと示示示示されました、、、、 一計 です。。。。

盆大施餓鬼法要はははは二十六 日です 。。。。

