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新新新新 た な 心心心心 でででで

正月とは誠誠誠誠 にににに有難 いいいい風習 です。。。。心身 ともに 一年をををを振振振振 りりりり返返返返りりりり是正す る為為為為 にににに考考考考え る時間をををを与与与与えられた、、、、
じ っせん

休 日 のののの三日間 です。。。。先月号 でででで今 日 一日腹をををを立立立立 てな い事事事事 ・・・・今 日 一日嘘をををを言言言言わな い事事事事 ・・・・今 日 一日物をををを無駄
とり

いぬ

え と

ね んね ん ふ し ゃ し ゃ

にしな い事事事事。。。。 のののの三点をををを守守守守 って日 々のののの暮暮暮暮ら しを しましょうと、、、、提案 しま した。。。。現実 にににに実 践 できな か った
方 々もももも酉酉酉酉 から戌戌戌戌 へと干支がががが変変変変わりました。。。。今年 のののの目標 のののの 一一一一つとして実行 にににに移移移移 しま しょう。。。。「「「「
念 々不捨 々」」」」
です。。。。即即即即ちちちち、、、、肝肝肝肝 にににに銘銘銘銘 じて棒棒棒棒をををを折折折折 るるるる事無 くくくく初志貫徹 しま しょう。。。。
か つや く

犬犬犬犬 はははは動物 のののの中中中中 でも忠義 でででで、、、、主 人にににに尽尽尽尽くすとされ ています。。。。事事事事 のののの善善善善悪悪悪悪をををを教教教教え る童話 にににに 「「「「
はなさ かじ い
さ ん」」」」やややや 「「「「
桃太郎」」」」があります。。。。犬犬犬犬 のののの活 躍 でででで、、、、事事事事 のののの善悪がががが判判判判ります。。。。中中中中 でも いまだ に伝伝伝伝わ る私私私私もももも何度
かお参参参参 りしている寺寺寺寺 のののの霊験記にににに 「「「「
今今今今 よりおよそ

0
0
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年程もももも昔昔昔昔、、、、光前寺 にににに早太郎と いうた い へん強強強強 いいいい山山山山
い け にえ

犬犬犬犬がががが飼飼飼飼われ ておりま した。。。。 そ の頃頃頃頃、、、、遠州府中 （（（（
静岡県磐 田市））））見付 天神社 では田畑がががが荒荒荒荒らされな いよ
う にと、、、、毎年祭 り の日日日日にににに白羽 のののの矢矢矢矢 のののの立立立立 てられた家家家家 のののの娘娘娘娘をををを、、、、生生生生けけけけ贄贄贄贄 と して神様 にににに捧捧捧捧げ る人身御供と いう
悲悲悲悲 し い習習習習わ しがありました。。。。ある年年年年、、、、村村村村をををを通通通通りかか った旅旅旅旅 のののの僧僧僧僧 である 一実坊弁存 （（（（
いち じ つぼう べん
ぞん）））） はははは、、、、神様がそんな悪悪悪悪 いことをす るはずがな いと、、、、 そ の正体をみとどけることにしました。。。。祭祭祭祭 りりりり
のののの夜夜夜夜 にようすをう かが っていると、、、、大大大大きな怪物がががが現現現現れれれれ 『『『『
今宵、、、、 この場場場場 にににに居居居居 るま いな。。。。 早太郎 はははは居居居居 るま
いな。。。。信州信濃 のののの早太郎。。。。 早太郎 には知知知知られるな』』』』などと言言言言 いながら、、、、娘娘娘娘をさら っていきま した。。。。弁弁弁弁
存存存存 はすぐさま信州 へへへへ向向向向か い、、、、 ようやく光前寺 のののの早太郎をさが し当当当当 てると、、、、 早太郎をかり受受受受けけけけ てててて急急急急ぎぎぎぎ 見見見見
付村 へと帰帰帰帰 りま した。。。。次次次次 のののの祭祭祭祭 り の日日日日には、、、、 早太郎がががが娘娘娘娘 のののの代代代代わりとな って怪物とととと戦戦戦戦 いいいい、、、、それま で村 人をををを
苦苦苦苦 しめて いた怪物 （（（（
老老老老 ヒヒ））））をををを退治 しました。。。。 早太郎 はははは化化化化けけけけ物物物物と の戦戦戦戦 いで傷傷傷傷をををを負負負負 いま したが、、、、光前寺
ま でな んとか帰帰帰帰 りりりり着着着着 くと、、、、和尚さ んに怪物退治をををを知知知知らせるか のよう に 一声高くくくく吠吠吠吠え て息息息息を ひきと って
しま いました。。。。現在、、、、光前寺 のののの本堂 のののの横横横横 にににに、、、、早太郎 のお墓墓墓墓がま つられ ています。」 （（（（
光前寺寺寺寺 のホー ムペ
いぬを かう は

もとも ってかんをふ せぐな り

かん

ージ より抜粋））））
。。。。我我我我らも霊犬 のののの如如如如くくくく悪悪悪悪をををを断断断断ちちちち切切切切りりりり、、、、善善善善 のののの道道道道 をををを進進進進 みましょう。。。。
中国 のののの古典 にも 「「「「畜畜畜畜 犬犬犬犬 、、、、 本 以 防 姦 」」」」とととと言言言言うううう言葉ががががああああ ります。。。。姦姦姦姦 はははは悪 人とととと言言言言うううう意味 ですが、、、、
こま いぬ

事事事事がががが起起起起き てから では遅遅遅遅 いいいい、、、、役役役役 にににに立立立立 つつつつ人材 はははは常常常常 にににに用意 しておく べきだ」」」」とととと言言言言うううう意味 です。。。。
文章 のののの本意 はははは 「「「「
あ

うん

若者 のののの出会 いいいい待合 のののの場所 にににに渋谷駅 のののの忠犬 ハチ コウが いますが、、、、神社 にににに行行行行くと本殿前 にににに狛犬 がががが出迎え て
あ

ん

下下下下さ います。。。。狛犬 はははは御神体及びびびび境内をををを守護 して いる のです。。。。 口口口口をををを開開開開けた阿阿阿阿とととと 口口口口をををを閉閉閉閉 じた吽吽吽吽 と の二匹 でででで
守守守守 って います。。。。 阿吽 はははは人間 のののの 一生をををを表表表表 して いま して、、、、阿阿阿阿 でででで生生生生まれ吽吽吽吽 でででで死死死死んでいく のです。。。。寺寺寺寺 のののの山門 にににに
あうん

それぞれ

眼眼眼眼をををを光光光光らせすご い形相 でででで我 々をををを出迎え て下下下下さ る仁 王様様様様も この狛犬とととと同同同同じで御本尊様及びびびび境内地をををを守守守守 っっっっ
し ょさ

てててて見見見見えます。。。。仁 王様がががが阿吽 のののの呼吸をををを見守 ってみえ る のです。。。。
我 々のののの所作、、、、我 々がががが動動動動くたびにににに 一一一一つつつつ 一一一一つの縁縁縁縁をををを生生生生 じます。。。。縁縁縁縁をををを結結結結 んでいく のは個 々夫 々です。。。。結結結結 んんんん
だだだだ縁縁縁縁 でででで仕方がががが無無無無 いいいい、、、、結結結結ばばばば無無無無 か った縁縁縁縁 でででで仕方がががが無無無無 いいいい。。。。 「「「「
仕方がががが無無無無 いいいい、、、、仕方がががが無無無無 いいいい」」」」のののの人生程 つまらな いも
のはな い。。。。我 々はははは縁縁縁縁をををを結結結結ぶぶぶぶ前前前前 にににに縁縁縁縁 のののの善善善善 しししし悪悪悪悪 しを適格 にににに判断 できるか出来な いかによ って大大大大きく差差差差がががが出出出出
来来来来 てしまう のです。「一寸先 はははは闇闇闇闇 のののの」」」」たとえ通通通通りりりり我 々はははは誰誰誰誰 しも明明明明る い未来をををを進進進進 めるも のではありません。。。。

%%%%

先行き の事事事事 はははは誰誰誰誰もももも百百百百 セ ント のののの見通しは不可能 です。。。。そ こで、、、、佛縁をををを頂頂頂頂く ことをお勧勧勧勧 めします。。。。佛縁をををを
頂頂頂頂きききき結結結結ぶぶぶぶ事事事事 によ って、、、、未来をををを照照照照らす ことが でき る、、、、佛佛佛佛 のののの光明 でででで闇闇闇闇をををを照照照照ら して頂頂頂頂きながら前進 して行行行行くくくく
かよ

べき です。。。。少少少少しず つでも佛佛佛佛 のののの力添えを得得得得 てててて、、、、仕方がががが無無無無 いと諦諦諦諦 める事柄をををを減減減減ら して行行行行きた いも のです。。。。
も てあそ

う しな

ちな みに当山 のののの御詠歌 はははは 「「「「
老松 のののの風風風風 のしら べも良良良良きききき道道道道 にににに 入入入入れと教教教教ふる声声声声 にににに通通通通え り」」」」来来来来たる者拒 まず。。。。
希望をををを抱抱抱抱 いて、、、、願望がががが成就されます様様様様 にににに御祈念申 しししし上上上上げ ます。。。。 古事 にににに 「「「「
人人人人をををを 玩玩玩玩 べば徳徳徳徳をををを 喪喪喪喪 いいいい、、、、
三十年 一月 一日

善壽界善入院油掛地藏尊

物物物物をををを玩玩玩玩べば志志志志をををを喪喪喪喪うううう」」」」とあります。。。。実践す べき教教教教え であ ると思思思思 います。。。。相 手をををを敬敬敬敬うううう事事事事 でででで、、、、我我我我がががが德德德德もももも増増増増
え る。。。。德德德德 はははは命命命命とととと知知知知 るべし。。。。

