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つま ず く なななな
な

あと残残残残すと ころ 一一一一ヶヶヶヶ月月月月 です。。。。元旦にににに 一年 のののの計計計計をををを立立立立 てられたと思思思思 いますが、、、、為為為為す べき ことが出来 てい

さ

ます か。。。。選挙もももも終終終終わり、、、、教育 のののの問題がががが取取取取りりりり上上上上げられま したがががが、、、、無料化 のののの問題ば かりがががが大大大大きく取取取取りりりり上上上上げら

もち ろん

こ

れれれれ、、、、教育 のののの内容がががが論議されませんでした。。。。昔昔昔昔 から、、、、三歩下下下下が って師師師師 のののの影影影影をををを踏踏踏踏 まず、、、、とととと言言言言うううう言葉がががが御座 いいいい

しせ い

ましたが。。。。
勿 論、、、、
師師師師 のののの影影影影をををを踏踏踏踏 まずとは教教教教えを乞乞乞乞うわけ です から同同同同じじじじ位置 にににに立立立立 つわけには いかな いのです。。。。
ぶん

ど う

分分分分をわきまえた中中中中 でででで、、、、教教教教え て頂頂頂頂くくくく のです。。。。私私私私 はこれが教教教教え て頂頂頂頂くくくく姿勢だと思思思思 っています。 「
主客転導」」」」

から

にににに成成成成 ってしまわな いよう に心心心心がけた いも のです。。。。現状 はははは如何な って います か、、、、守守守守られ ていることと存存存存 じじじじ

け お

ゆがんだ社会構造 のののの仕組 みから、、、、親親親親 はははは子供 のののの教育をををを金金金金 にににに絡絡絡絡 ませガリ
ます。。。。美輪明宏氏 はははは著書 のののの中中中中 でででで、 「
ベ ンをさ せ 一流 のののの大学 にににに入学さ せようとす る。。。。そ の為為為為 には他人をををを蹴落としてもかまわな い。。。。勉強 ・・・・
勉強 ・・・・

か ち か ん

そんとくかんじ ょう

勉強 しな いと良良良良 いいいい学校 にににに入入入入れな いし、、、、良良良良 いいいいと ころに就職 できな いし、、、、良良良良 いいいい給料がもらえな い。。。。全全全全 ての目目目目

なげ

そんけ い

きよ

的的的的 はははは金金金金 ・・・・
金金金金とととと動機とととと価値観がががが金金金金 にな っている」」」」とととと、、、、地位やややや名誉をををを求求求求 めめめめ損得 勘 定 のみで動動動動くくくく人間にな る。。。。
無慈悲 のののの姿姿姿姿 をををを嘆嘆嘆嘆 かれ。。。。 そう ではなく、、、、 人人人人さまから尊 敬され る、、、、強強強強くやさ しく明明明明るく正正正正しく清清清清ら かで、、、、

し ゅら

思思思思 いや り のあ る人間にににに育育育育 てなさ いと。。。。教育 のののの原点 にににに立立立立ちちちち返返返返るよう に忠告され てててて いいいいます。。。。即即即即ちちちち、、、、大事な の
ちく し ょう

い ったん

にな

はははは 畜 生 ・・・・修羅 にににに堕堕堕堕ち る事無 くくくく、、、、内 面もももも外 面もももも人間 であれとととと言言言言うううう事事事事 です。。。。善 入院 にににに所属す る檀信徒 のののの

ぶ っき ょう こ う ざ

小学生をををを対象 にににに、、、、 そ の 一端をををを担担担担う べき寺 子屋塾をををを十 二月より開講 します。。。。希望す る方方方方 はははは申申申申 しししし出出出出 てててて下下下下ささささ

ご か いち ょう

え にし

いいいい。。。。大 人をををを対象 にににに 仏 教 講座 もももも準備がががが調調調調えば随時 開塾 しししして いきた いと思思思思 って います。。。。 五十年 にににに 一度 のののの
御開帳がががが出 石寺様 でででで開開開開かれま した。。。。縁縁縁縁 のののの深深深深さを感感感感 じました。。。。深山には自然 のののの霊気がみなぎ っています。。。。

ひゃくぶ ん

し
さず

この身身身身 にににに受受受受け て御利益をををを頂頂頂頂くくくく。。。。各霊場にはそれぞれ の御利益があり、、、、感銘もありますすすす。。。。それが身身身身 にににに付付付付くくくく

さそ

もんこ

みず か

德德德德と いうも のです。「百 聞 はははは 一見にににに如如如如 かず」」」」佛縁 はははは簡単 にににに頂頂頂頂 かかかかるも、、、、手手手手をををを差差差差 しししし伸伸伸伸 べべべべ心心心心をををを運運運運ぶぶぶぶ人間がががが少少少少なななな

ほ っしん

はかな

いだけ です。。。。仏道 はははは強制 して行動 にににに移移移移すも のではありません。。。。誘誘誘誘 いいいい水水水水、、、、門戸はははは常常常常 にににに開開開開 かれ ています。。。。自自自自

らが発心 して励励励励むも のです。。。。 マス コミに踊踊踊踊 ってしまう 儚儚儚儚 ささささ、、、、独自 のののの信仰信念をををを持持持持 った人人人人がががが少少少少な いのも
悩悩悩悩 み の種種種種 です。。。。信仰 はははは直接 目にす る機会 もももも大大大大 いにあ る のですが自分 のののの目目目目でででで確 認 でき る範囲 でしか信用

い か ほど

しな い人間もももも多多多多 く います。。。。目違 いを起起起起 こしやす いのです。。。。視 野にににに入入入入るるるる事事事事 のののの少少少少なさ に気付 かな いのでしょ

かげ

う か。。。。 一日 のののの生活 のののの中中中中 でででで信仰 にににに使使使使われる時間はははは如何程程程程 でしょう か。。。。少少少少なさ に驚驚驚驚 くくくく事事事事 でしょう。。。。佛佛佛佛 には南南南南

とき と

むじ ょう じんそく

無 不可思議光とととと言言言言 って我 々のののの目目目目には見見見見えな い光光光光 でででで信 心堅固な る我 々をををを導導導導 きききき守守守守 って下下下下さ います。。。。 おおおお蔭蔭蔭蔭 はははは
のち のち

ば っ く よ らく

ひた

い

後 々気付くも のです。 「
光陰矢 のののの如如如如 しししし」」」」 です。。。。時時時時 止止止止まる事事事事な し、、、、無常 迅速なり、、、、我我我我らが命終 はははは自分 でででで時時時時

ごと

をををを選選選選 べず。。。。早早早早くくくく信仰 のののの道道道道 にににに入入入入 ったも のが 「「「「
抜抜抜抜苦苦苦苦与与与与楽楽楽楽」」」」のののの世界 にににに浸浸浸浸 ることが出来ます。。。。極楽 ・・・・極楽 へへへへ往往往往 かかかか

たくわ

ねばな るま い。。。。雨雨雨雨だれ で石石石石にににに穴穴穴穴がががが開開開開くくくく如如如如きききき、、、、 一日 一日 のののの積積積積 みみみみ重重重重ねが大切 です。。。。佛佛佛佛 のののの教教教教え により、、、、人間もももも
そ の生生生生きざ まに於於於於 いて正正正正しければ佛佛佛佛 にも成成成成 れるわけ です。。。。私私私私もももも人助けが でき る力力力力をををを 蓄蓄蓄蓄 えねばと思思思思 って

二十九年十 一月 一日

善壽界善入院油掛地藏尊

います。。。。来世には佛佛佛佛とな って佛佛佛佛 のあとを継継継継ぐにきま った菩薩 のののの生生生生まれ出出出出るるるる世界があります。。。。我我我我らも ここ
にににに住住住住もう でわな いか。。。。

