第第第第 二 二 一号号号号 過 去 をををを 今今今今

にににに

さ っせ い

か わ

え

米国とととと北朝鮮がががが手手手手をををを結結結結 びま した。。。。大大大大きな ニ ュー スですすすす。。。。今後 のののの進展 に ついては分分分分 かりません
がががが平和 にににに向向向向 か って進進進進 んで い ってほし いも のです。。。。 「「「「
水清ければ大魚な し、、、、察察察察政政政政なれば 下和をををを得得得得
ずずずず」
、と の明言在 りりりり。。。。 下下下下 のののの者者者者とととと調和をををを取取取取りながら上手くや って いける党首とととと違違違違 いいいい、、、、米国もももも北朝
ごうまん

す

鮮鮮鮮鮮 もももも同同同同じようなタイプ の党首とととと思思思思 います ので今後 のののの進展 にににに目目目目がががが離離離離 せません。。。。おおおお釈迦様 はははは怒怒怒怒りと
ら ち

錨錨錨錨））））をををを下下下下ろしま しょう。。。。そして万民がががが平和 にににに暮暮暮暮ら し
傲慢をををを捨捨捨捨 てろとお っしゃ いました。。。。怒怒怒怒りりりり （（（（
もちき

ま しょう。。。。 日本 にお いては拉致問題がががが解決 しししし多多多多 く の拉致された方 々がががが帰国されればばばば幸幸幸幸 いです。。。。
け いい

時時時時 はははは今今今今、、、、この問題 から離離離離れれれれ日本 のメデ ィアはサ ッカー の日本代表がががが ＷＷＷＷ杯杯杯杯 でででで活躍す る話題 でででで持切
りです。。。。世界中 でででで活躍される日本人にににに敬意をををを表表表表 します。。。。
佐藤愛 子女史 のお母様 はははは教教教教えとして、、、、人人人人として 「「「「
いざ と いう時時時時 にににに役役役役 にににに立立立立 てば いい ・・・」」」」とととと
はんざ つ

そぼ く

子供 にににに教教教教えたそう です。。。。そ の著著著著 のののの中中中中 でででで 「「「「
機会 はははは合 理的生活をををを女女女女 にもたら し、、、、女女女女をををを肉体 のののの疲労やややや
家事 のののの煩雑さ からあ る程度解放 した。。。。・・・だがそ の時時時時、、、、私私私私たち は素朴なななな女女女女 のののの喜喜喜喜びを失失失失 ってし
まう。。。。代 々のののの子供 のののの心心心心 のののの中中中中 にににに最最最最もももも素朴なななな形形形形 でででで生生生生き て来来来来たお母母母母さん のイメージも消滅 してしまう
とう ひ

のであ る」」」」とととと。。。。今今今今 のののの母親 がががが世世世世 のののの為 人 のののの為為為為 にな る我我我我がががが 子子子子をど のような方法 でででで導導導導 いて いく のか、、、、
こしゅう

身体がががが大大大大きく成長 しても心心心心はははは貧弱 でででで社会 のせ いにして逃避 しししし誰誰誰誰 でも良良良良 か ったとか、、、、親親親親 ・・・・兄弟 ・・・・
肉親をををを殺害 してみたり、、、、育育育育 てててて方方方方 のののの失敗としか思思思思えな いのです。。。。全全全全 ての目的がががが金金金金 にににに固執す る育育育育 てててて
にな

方方方方 では赤 子 のののの清浄な る心心心心がががが黒黒黒黒くくくく染染染染 ま ってしま います。。。。黒黒黒黒くくくく染染染染ま った心心心心をををを白白白白くす る のは容易 では
こう よう

ありません。。。。不可能 にににに近近近近 いのです。。。。生活 のののの中中中中 でででで音音音音 はははは重要なななな役割をををを担担担担 って います。。。。音音音音、、、、音階 はははは我 々
のののの気持ちを時時時時 にににに静静静静 めめめめ時時時時 にににに高揚さ せます。。。。おおおお母母母母さんが台所 でででで料理をををを作作作作 るるるる時時時時 にににに出出出出るるるる音音音音 はははは子供 にと っ
も てあそ

てててて大切なななな思思思思 いいいい出出出出となります し、、、、仕事 のののの種類 によ って様 々なななな音音音音 にににに接接接接 しますと、、、、音音音音 のののの響響響響きが物物物物 のののの形形形形
し ょう み ょう

とうす い

成成成成をををを導導導導きききき出出出出 します。。。。音楽 はははは人間 のののの心心心心をををを 弄弄弄弄 びびびびます。。。。上手下手もももも当然ありますが楽器 のののの種類やややや多多多多
つら

ささささもありま しょう。。。。手前味噌 ですが大勢 のののの坊坊坊坊さ んがががが称称称称え る読経やややや 聲聲聲聲 明明明明 もももも皆様をををを陶酔さ せます。。。。
生生生生き る事事事事 のののの辛辛辛辛ささささ苦苦苦苦 しさ に疲疲疲疲れれれれ自殺をす る人人人人が いる。。。。
佐藤愛 子女史 はははは心霊体験 のあ る方方方方 です。。。。〔
「
何何何何もかもなくな ってしまう無無無無 のののの世界 へへへへ行行行行きた いと思思思思 って死死死死をををを選選選選ぶぶぶぶ。。。。しかし死死死死んでも何何何何もかもな
れ いば い

くな ると いうわけには いかな いのであ る。。。。彼彼彼彼がががが引引引引きず っている情念がががが浄化されな い限限限限りりりり苦苦苦苦 しみ
ひょう い

は つづく。。。。苦苦苦苦 しく てたまらな いので、、、、もう 一度 死にににに直直直直そうとす る。。。。そ こえ霊媒体質 のののの人人人人がや っ
じ ば く れい

てててて来来来来 るとそ の人人人人にににに憑依 して電車 にににに飛飛飛飛びびびび込込込込ませる。。。。 一緒 にもう 一度 死ぬ つもりな のである。。。。自殺
たびたび

魔魔魔魔 のののの踏 切」 「
魔魔魔魔
者者者者 のののの霊霊霊霊 はははは二人にな って次次次次 のののの犠牲者をををを引引引引 っっっっ張張張張 るるるる。。。。それが増増増増え て地縛霊霊霊霊団団団団となり、 「
のののの淵淵淵淵」」」」などと いわれるよう にな って いくと いう こと であ るるるる〕〕〕〕
。。。。度 々私私私私 はははは同同同同じような説明をををを檀信
とうぜ ん り か い

徒徒徒徒 のののの方方方方 にします。。。。特特特特 にににに事故自殺等 のののの起起起起きた場所 にはな るべく近近近近づかな いよう にしま しょう。。。。とととと、、、、
引引引引 っっっっ張張張張られる可能性があ るから です。。。。当然 理解 でき る人人人人とととと、、、、できな い人人人人にににに分分分分 かれますが霊霊霊霊 のののの供供供供

善壽界善入院油掛地藏尊

養養養養をす る立場 のののの者者者者として説明を しています。。。。結縁盆施餓鬼法要 二十六日九時～～～～
三十年七月 一日

