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暗暗暗暗））））然然然然 として 銷銷銷銷 魂魂魂魂す るも のは別別別別れ のみ 君独りりりり何為 れぞ此此此此 にににに至至至至
中国 のののの古詩 にににに 「「「「
人生 千里とととと万里とととと 黯黯黯黯 （（（（
るるるる 山山山山はははは山山山山にににに非非非非ずずずず 水水水水 はははは水水水水 にににに非非非非ずずずず ・・・・・」」」」人生 はははは色 々、、、、様 々ですが悲悲悲悲 しく て心心心心がががが塞塞塞塞がれ、、、、魂魂魂魂 もももも消消消消え るよ
うな体験 はははは決別 のののの時時時時 でしょう。。。。君君君君はどう してこのような運命 にな った のか、、、、山山山山やややや 川川川川 でさえも姿姿姿姿をををを変変変変え ていいいい

い

つ

くから （（（（
ま して人間ならば当然な のか）
。有為転変 はこの世世世世 のののの習習習習 いです。。。。当山 のののの御本尊様 はははは越後 （（（（
新潟県））））
高 田 のののの城主が お祀祀祀祀りして見見見見え ま したが 天下 はははは不動 のも のでなく何時滅滅滅滅 び てしまう のか想像 も つかな い。。。。

つと

かゆ

そ こを思思思思 いいいい悩悩悩悩みみみみ寺院 にて安置供養す る のが佛佛佛佛 のののの為為為為とととと、、、、 おおおお考考考考え に成成成成られ善 入院 でででで御安置す る事事事事 にににに成成成成 った ので
みほとけ

すすすす。。。。当山 のののの七草法要がががが 二月 二十 一日日日日 （（（（
旧暦 一月六日））））にににに勤勤勤勤まります。。。。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、、、、

し

七草 はははは 一光三尊善光寺如来 のののの御縁 日でもあります。。。。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 る御 仏

ひと と

やみ

ち ょうち ん

様様様様 です。。。。寒気身 にににに沁沁沁沁みる季節 ではありますが、、、、御御御御都合をををを付付付付け て頂頂頂頂きききき佛縁をををを頂頂頂頂 かれたらと念願 して います。。。。
信心はははは何何何何 にな るかと人人人人問問問問 へば 一寸先 のののの闇闇闇闇 のののの提 灯 」」」」とととと申申申申 します。。。。縁縁縁縁 はははは自分 でででで引引引引きききき寄寄寄寄 せてくださ い。。。。
「「「「
たか つかさ せ いぎ ょく

鷹 司 誓誓誓誓 玉玉玉玉 上人はははは仏様 にににに合掌礼拝す るは、、、、佛様 のののの大大大大 いな る智恵とととと慈悲 のののの御徳をををを仰仰仰仰ぎぎぎぎ、、、、迷迷迷迷 いいいい多多多多きききき人間がやが

て のひら

て い つかはお浄土にににに至至至至らせていただきた いと願願願願うううう姿姿姿姿 であ るとお っしゃ ってみえます。。。。迷迷迷迷うううう人人人人 のののの心心心心をををを詠詠詠詠 った

まず

おおおお釈迦様 のののの最後 のののの説法がががが 「「「「
佛遺教経」」」」です。。。。 一一一一つの

詩詩詩詩 にににに 「「「「
光光光光りりりり輝輝輝輝くくくく 掌掌掌掌 にににに、、、、金金金金 のののの佛佛佛佛ぞおはすなれ。。。。光輝くくくく掌掌掌掌 には っと思思思思えば佛佛佛佛な し。。。。光輝くくくく掌掌掌掌をををを うち かえ して

た

ぞぞぞぞ 日日日日もすがら」」」」 一日中繰 りりりり返返返返すと ころが面白 いいいい。。。。

戒戒戒戒めとして、、、、 「「「「
欲望 のののの多多多多 いいいい人人人人はははは足足足足るるるる事事事事を しりません。。。。実際 はははは富富富富んでいても、、、、心心心心はははは貧貧貧貧 し い。。。。欲望 のののの少少少少な い人人人人はははは
足足足足るるるる事事事事をををを知知知知 って いるから実際 はははは貧貧貧貧 しく ても心心心心はははは豊豊豊豊 かであ る。」とととと、、、、佛佛佛佛 はははは何事 にににに於於於於 いても正正正正しさを求求求求 めます。。。。

きた

い

つ

足足足足るは 口口口口をををを止止止止めるとととと言言言言うううう字字字字 です。。。。欲望 のののの入 口 ・・・・欲欲欲欲望望望望 のののの出 口、、、、所作全 てにアクセ ルとブ レーキ の踏踏踏踏 みみみみ間違 いいいい
仰仰仰仰げば尊尊尊尊 しししし 吾吾吾吾がががが師師師師 のののの恩恩恩恩」」」」とととと何時 しか自自自自
がががが無無無無 いよう に心身をををを鍛鍛鍛鍛えましょう。。。。 卒業式 のののの季節 になります。 「
分分分分もももも師師師師とな って社会 のののの為為為為 にににに貢献 します。。。。踏踏踏踏 みみみみ間違 いを起起起起 こさな い、、、、人間として巣立 って いく のです。。。。
この世世世世 はははは諸行無常 です。。。。変化 のののの無無無無 いいいい者者者者 はありません。。。。還暦をををを過過過過ぎ たら余生をををを趣味娯楽 にと走走走走 るも結構 でででで
すが、、、、少少少少しは佛縁 にににに比重をお いてほし いも ののののです。。。。 死死死死にににに急急急急ぐも急急急急がな いも自分 のののの自由 にはなりません。。。。
与与与与 へへへへらえれた命命命命 はははは、、、、返返返返すすすす 日日日日がががが必必必必ずずずず訪訪訪訪れれれれます。。。。在 原業平はははは 「「「「つひに行行行行くくくく道道道道 とは かね てきき しかど き のう今今今今
日日日日とは 思思思思 はざ りしを」」」」とととと詠詠詠詠 いいいい、、、、 おや おや 「「「「
今 日もももも事故 でででで九歳 のののの子子子子がががが死死死死にににに」
、福 田行誡上人はははは 「「「「
あわれと て

み ょう じ ゅう

こころ てんどう

見送 るるるる我我我我もももも やが てまた あわれと人人人人にににに 送送送送られる身身身身ぞぞぞぞ」」」」とととと、、、、町内 にににに今 日もももも回回回回るか通夜 のののの触触触触れれれれ。。。。 一日 一生 ここ

なお

にあり。。。。 命 終 のののの時時時時 にににに往往往往くくくく人人人人もももも残残残残るるるる人人人人もももも、、、、 心心心心 顛倒 しな いよう に願願願願 います。。。。

ふ しぶ し

人生 はははは通通通通りりりり直直直直 しが出来な い道道道道 をををを歩歩歩歩 んで行行行行きます。。。。再再再再トライは出来ますが同同同同じじじじ道道道道 ではありません。。。。時時時時をををを止止止止めめめめ
るるるる事事事事がががが出来ません。。。。 不幸 にして、、、、節 々でででで失敗 した人人人人 でも社会貢献 して見見見見え る方 々がががが大勢見えます。。。。失敗をををを
成功 のののの種種種種 になさ った のでしょう。。。。或或或或 はははは見見見見えな い力力力力がががが働働働働きききき、、、、自分 でででで思思思思 いいいい描描描描 いた道道道道 よりも こちら の道道道道をををを行行行行きな
さ いとととと、、、、先祖 から受受受受けけけけ継継継継 いで来来来来たたたた血血血血 のののの導導導導ききききもありま しょう。。。。ある いは御仏 のののの御加護もありましょう。。。。世世世世 のののの
為為為為とととと思思思思うううう心心心心にににに花花花花がががが咲咲咲咲 いた のだと思思思思 います。。。。 「「「「
ああああ」」」」はははは赤 子でででで生生生生まれ て人人人人として の 一生
あ いうえ お」」」」 のののの人生。 「

油掛地藏尊

がががが始始始始まります。。。。有難 いいいい。。。。 「「「「
いいいい」」」」色 々苦労もありますが、、、、苦苦苦苦 はははは関所、、、、 これが娑婆だだだだとととと思思思思う べし。。。。後後後後 はははは次回にににに
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