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求求求求 め る 縁縁縁縁

中 日新聞 のののの運勢判断にににに器用なななな者者者者 はははは骨折り の機会がががが多多多多 くくくく、、、、知能 のののの秀秀秀秀 でし者者者者 はははは心配がががが多多多多 いいいいとありまし
たたたた。。。。全全全全くくくく穿穿穿穿 った話話話話 です。。。。日本 のののの人 口はははは二十七年後 にににに二千 万人減 るそう です。。。。人 口がががが減減減減 ると言言言言うううう事事事事 はははは全全全全
てに影響がががが出出出出、、、、先細 りです。。。。補助制度がががが出来 てから の人 口増加率とととと補助 のな い時代 のののの人 口増加率 はははは大大大大
ききききなななな違違違違 いいいいがあ ると思思思思 います。。。。高校ま での学費 はそんな に掛掛掛掛 かるも のでは無無無無くくくく、、、、子供 にににに掛掛掛掛ける費用はははは自自自自
己選択なななな訳訳訳訳です ので、、、、無 理にににに子供 にににに金金金金をををを掛掛掛掛ける必要はな い訳訳訳訳です。。。。減減減減 りはじめた 一一一一つの原因はははは女性がががが
仕事 にににに出出出出なく ては食食食食 べて いけな い家庭生活 にあ る のではな いでしょう か。。。。今今今今やややや嫁嫁嫁嫁さ ん 一人分 のののの給料
はははは借金返済 にににに消消消消え て いく でしょう。。。。借金があ るから働働働働けると思思思思 っている方方方方もももも見見見見え るとは思思思思 いますがががが、、、、
借金 しなければ生活 できな い処処処処 にににに問題 はあ ると思思思思 って います。。。。政府 のののの言言言言うううう事事事事がががが全全全全 てててて正正正正し いと は限限限限りりりり

ぎ ょ き ほう よう

ご んしゅ

ません。。。。 日本 には日本 のののの風土仕組 みがある のは当然 のこと で、、、、無 理にににに背伸びす る必要 はありません。。。。

そうご ん か

げ んしゅく

ふ ん いき

つつ

四月 二十 日、、、、京都 のののの知恩院 にて御忌法要がががが厳厳厳厳修修修修されま した。。。。善 入院 からもバ スで団参 いたしま し

とな

どき ょう

し ょう み ょう

す ば

たま し い

ひび

けちえ ん

たたたた。。。。式式式式 はははは荘厳且且且且 つつつつ厳 粛 なななな雰囲気 にににに包包包包 まれる中中中中 でででで行行行行われま した。。。。出勤された僧侶 のののの方 々がががが約 二百名、、、、

いただ

かたがた

二百名余余余余 のののの僧侶がががが称称称称え る読経やややや 聲聲聲聲 明明明明 はははは素晴ら しく、、、、参列者 のののの 魂魂魂魂 にににに響響響響きききき渡渡渡渡りま した。。。。 これぞ結縁

とき

もど

こ き ん わ かしゅう

す

された者者者者 のののの特権 です。。。。佛佛佛佛縁縁縁縁をををを 頂頂頂頂 けた方 々しか此此此此 のののの実感をををを肌肌肌肌でででで感感感感 じじじじ取取取取 るるるる事事事事がががが出来ません。。。。 しま ったと

す

花花花花 のごと 世世世世 のののの常常常常ならば 過過過過ぐしてし 昔昔昔昔 はははは又又又又もももも
思思思思 っても時時時時をををを戻戻戻戻す ことはできません。。。。古今和歌集 にににに 「「「「

しゃば

もど

じ んう じ ん か い し じ

いち ご いち え

帰帰帰帰 りきなま し」」」」とととと、、、、 「「「「
年 々歳 々美 しく花花花花がががが咲咲咲咲く のと同同同同じよう に、、、、過過過過ぎぎぎぎ去去去去 ってしま った良良良良きききき昔昔昔昔がががが今今今今 にににに帰帰帰帰

あら

いのち

ってき てほし いも のだ」」」」とととと。。。。くど いよう ですが娑婆 のののの時間 はははは戻戻戻戻りません。。。。尽有 尽界時 々、、、、 一期 一会、、、、

せ いき ょ

じせき

命命命命 のののの運運運運びは今今今今 しかな いのです。。。。寿命 はははは自身 のののの裁量 にににに非非非非ずずずず。。。。余談 ですが本来 命命命命 はははは自分 のののの思思思思 いで誕生

ち ん し も っこう

え ん ま だ いおう

しししし、、、、逝去 でき るも のではありません。。。。世世世世 のののの中中中中、、、、あくま でも気持ち の運運運運び で事績がががが残残残残ります。。。。開開開開かれ

そく せき

たたたた扉扉扉扉 にににに入入入入りりりり沈思黙考す る のも信仰 のののの目目目目をををを開開開開くくくく事事事事 にににに成成成成 りりりりま しょう。。。。佛縁なき人人人人はははは閻魔大 王様様様様 にどんな

め ぶ

言言言言 いいいい訳訳訳訳をしても通用 しな いのです。。。。生生生生まれた時時時時 から の足跡がががが白道 にににに全部残され ている のです から。。。。

け いち ょう

とど

い っし ょう

人生金金金金がががが 目的ならば心定まりにくく、、、、心心心心 のののの充実がががが目的なれば信仰 のののの芽吹 きききき でででで心心心心にににに安安安安らぎ が得得得得られま

あら

ち そく

すすすす。。。。義理やややや 人情軽くくくく押押押押 し のけ、、、、事事事事 のののの軽 重 心心心心にににに留留留留めず 流流流流れれれれ流流流流され ててててのののの 一生 にににに成成成成 ってしまう か。。。。尾崎

せんしん

人人人人をそしる心心心心をす てて豆豆豆豆 のののの皮皮皮皮をむく」」」」やややや 「「「「
足足足足 のうら洗洗洗洗 へば白白白白くな る」」」」とととと。。。。知知知知 足足足足とととと言言言言 いま
放哉 のののの詠詠詠詠 にににに 「「「「
して、、、、智恵 のののの啓発がががが身身身身 のののの丈丈丈丈 にににに合合合合 った行動 にににに導導導導きます。。。。洗洗洗洗心心心心がががが身身身身をををを清清清清くす ると言言言言うううう事事事事 でしょう。。。。神社仏

くち

わざ わ い

てれん てくだ

いま し

閣閣閣閣にお参参参参 りしますと、、、、境内 のののの入入入入りりりり 口口口口にににに手手手手とととと 口口口口をををを清清清清める場所がががが設設設設け てあります。。。。手手手手とととと 口口口口がががが 一番罪をををを造造造造りりりり
やす いから でしょう。。。。 足足足足はははは 口口口口をををを止止止止めると書書書書きます。。。。 口口口口はははは 禍禍禍禍 のののの元元元元、、、、 手練 手管、、、、とととと 戒戒戒戒 め の言葉があ

ります。。。。 人様と の出会 いを大切にしま しょう。。。。
中 日新聞 のののの 「「「「
将来子供 はははは欲欲欲欲 し い。。。。 メー ルで募集中」」」」
。。。。ネ ットで何何何何 でも手手手手
もう〇〇はははは古古古古 いいいい」」」」 のののの中中中中 にににに 「「「「
にににに入入入入るるるる時代 ではありますが、、、、心配 です。。。。便利 になりすぎ て思考力がががが衰衰衰衰え ては大変なななな事事事事 です。。。。ど こかで
営利 にににに繋繋繋繋が るネ ットに頼頼頼頼りすぎ は いけな いと思思思思 います。。。。例例例例えば料理 でも百万 の ユーザ ーが利用すれ

三十年 五月 一日

善壽界善入院油掛地藏尊

ばばばば 百万人以上がそ の味味味味 になり、、、、それぞれ の家庭 にににに合合合合 った味味味味がががが無無無無 くなります。。。。手順だけ学学学学 べば良良良良 いかと
思思思思 います。。。。ネ ットも使使使使 いいいい方方方方 でしょう。。。。

