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いな

身身身身 に つけ よ

ぜ んご ん く ど く

人生 はははは人人人人として生生生生まれるから人生ありと空海大師様 はお っしゃ いました。。。。そ こで問題にな る のが六道 のののの上上上上

ゆ

から 二番目にににに存在す る人間として 一生をををを終終終終 ることが でき るか否否否否 かです。。。。善 根功徳をををを積積積積む こと浅浅浅浅くくくく、、、、罪罪罪罪をををを重重重重ねねねね
ること深深深深 しししし、、、、それはははは自 己にににに甘甘甘甘くくくく、、、、罪罪罪罪 のののの認識 はははは浅浅浅浅 いいいいから です。。。。北原白秋もももも 「「「「
風吹けば吹吹吹吹くがまま、、、、我我我我 はただ揺揺揺揺
はる

か いて い

られ揺揺揺揺られ つ、、、、揺揺揺揺られ つつ、、、、そ の風風風風をまた、、、、我我我我がう しろ遥遥遥遥 かにおくる」」」」とととと言言言言 った。。。。人生 には大大大大きな転機がががが度 々

じ ゅう

訪訪訪訪れます。。。。吉川英治師もももも 「「「「
転機 はははは、、、、そ の岐路迷 いを、、、、 いかに勇気とととと賢明をも って選選選選びびびび、、、、そ の階 梯 をををを、、、、どう踏踏踏踏

ため

てんう ん

みみみみ登登登登 って来来来来たにせよ、、、、それは、、、、投投投投げられた運命 にににに動動動動 かされたにすぎな い。。。。自 己はははは 従従従従 である。」とととと 又又又又、、、、 こうも

しんぼ う

うそ

い つわ

ま こと

言言言言 って いる。「
。とととと。。。。天運がががが我我我我れに味方す る時時時時もあれば、、、、
自分が つく った転機 はははは、、、、自分がががが試試試試されたも のだ った」
くじ

しろ し ょうぞく

し ょう じ ょう む く

機運敗敗敗敗れる時時時時もある、、、、挫挫挫挫 けず に運気がががが上昇す るま で辛 抱す べし。。。。人生 この世世世世 のののの中中中中 でででで嘘嘘嘘嘘 ・・・・佯佯佯佯 りがきかな い 真真真真

したが

あか

あか

のののの現象 はははは生生生生まれたら必必必必ずずずず死死死死ぬと いう こと です。。。。赤赤赤赤 でででで生生生生まれ 白 装 束 でででで送送送送られる訳訳訳訳です。。。。我 々はははは 清 淨 無垢なななな

ぎ お ん し ょう じゃ

ぎ ょう じ ょう

そん

赤 子から、、、、成長す るに 従従従従 って、、、、内面外面にににに垢垢垢垢がががが積積積積も っていきます。。。。すぐ取取取取れる垢垢垢垢もあれば、、、、落落落落ちな い垢垢垢垢もももも身身身身

いや

ほこり

しんず い

にににに付付付付け てしま います。。。。祇園 精 舎 のののの鐘鐘鐘鐘 のののの音音音音 でででで始始始始まる平家物語 のののの 行 状 をををを忘忘忘忘れ てはならな いと思思思思 います。。。。損損損損だ ・
とく

かざ

ぜ いたく

しん つうふ か

たね

得得得得だ ・楽楽楽楽だ ・苦苦苦苦だ ・嫌嫌嫌嫌 だ ・好好好好きだと、、、、好好好好きききき勝手なななな行動がががが 埃埃埃埃 まみれ の中中中中 にににに身身身身をををを置置置置くくくく事事事事 にな り、、、、真 髄 をををを見失うううう

おろ

かつ

たけ

あ

ほど ほど

ことになります。。。。身身身身をををを飾飾飾飾 りりりり、、、、贅 沢をすれば、、、、我我我我がががが身身身身をををを重重重重くし、、、、心痛 深深深深くなり、、、、心配 のののの種種種種がががが増増増増え る のみです。。。。
。。。。とととと身身身身 のののの丈丈丈丈 にににに合合合合 った、、、、程 々でででで十分 でででですすすす。。。。信仰 はははは
教教教教え に 「「「「
愚愚愚愚 かかかか者者者者 よよよよ、、、、自分をををを自分 でででで担担担担 いで歩歩歩歩 こうと いう のか」」」」
そ んと く

何事もももも事 足りすぎ て事足らず德德德德
損得 のののの得得得得 でなく、、、、人徳 のののの德德德德をををを求求求求 めて行動 してほしとととと思思思思 います。。。。 二宮尊徳もももも 「「「「
むく

にににに報報報報 いる道道道道 のののの見見見見えねば」」」」とととと。。。。良良良良 いで止止止止めめめめ、、、、も っと良良良良くは望望望望まぬ こと です。。。。
例例例例えば商売繁盛 のののの祈願をす ると します。。。。欲望 のののの度合 いにもよると思思思思 います し、、、、な にはさ ておき第 一にににに、、、、人人人人

え

ち からぞ

間間間間はははは心身 のののの健康 です。。。。健康 にににに感謝 した後後後後 にににに、、、、 日 々のののの生活がががが不自由なく過過過過ご せるだけ の利益をををを、、、、 おおおお願願願願 いして頂頂頂頂

おさ

くくくくとととと言言言言う こと です。。。。楽楽楽楽をす るため の金金金金をををを得得得得ようとすれば佛佛佛佛 はははは力 添えをしてくれな いと思思思思 います。。。。思思思思うううう様様様様なななな御御御御
おも しろ

みさ か い

ぶ っそう

金金金金」」」」でででで解決出来な いことがあるから面白 いのであ って、、、、人生全 てててて金金金金 でことが収収収収
利益 はははは頂頂頂頂けません。。。。世世世世 のののの中中中中 「「「「

金金金金」」」」にににに目目目目がくら み、、、、金金金金 のののの病病病病をををを拾拾拾拾 いいいい、、、、善悪 のののの見境 もももも無無無無くなり、、、、物 騒なななな社社社社
ま ってしまう のであれば、、、、ますます 「「「「
会会会会 にににに成成成成 ってしまうと、、、、思思思思われます。。。。 人間はははは浅浅浅浅はかなも ので病気 にににに成成成成 って初初初初めて健康 のののの大切さを学学学学ぶぶぶぶ、、、、健脚 でででで
あ ったかたが、、、、足足足足がががが思思思思うよう にならず、、、、歩歩歩歩けなくな ってはじめて、、、、足足足足 のありがたみが分分分分 かるようなも のです。。。。

ぼ うき ゃく

友達が いなく成成成成 って友友友友 のののの大切さを学学学学びびびび、、、、両親が いなく成成成成 って親親親親 のありがたみが解解解解 りりりり、、、、と いうよう に身身身身 にににに痛痛痛痛 みみみみ
世世世世 のののの人人人人にににに欲欲欲欲をををを捨捨捨捨 てよと教教教教 へつつ、、、、あとより拾拾拾拾うううう寺寺寺寺 のののの住住住住
をををを感感感感 じるま で感謝す る事事事事なく 忘 却 している のです。。。。 「「「「

なご り

職職職職」」」」もももも、、、、 いるかも。。。。 そうならな いよう にクワバラクワバラ。。。。
秋 田長持唄 にににに 「「「「
さあさお立立立立ちだ おおおお名残おしや 今度 ナー来来来来 るるるる時時時時 孫孫孫孫 つれ て ・・・故郷 恋恋恋恋 しと 想想想想うな娘娘娘娘 故故故故
。。。。良良良良 いか悪悪悪悪 いか判断はははは夫 々ですが現在結婚す る年齢がががが上上上上が ってきました。。。。親鸞聖人もももも四十歳
郷当座 のののの仮仮仮仮 のののの宿宿宿宿」」」」
く じ ょう かねざ ね

でででで九条兼実実実実 のののの娘娘娘娘とととと結婚しししし、、、、七人 のののの子子子子をををを授授授授 かりました。。。。親鸞 はははは九十歳ま で子供をををを育育育育 てながら布教 にににに精進されま
した。。。。 しかしながら、、、、サラリー マンは定年がござ います。。。。 子供 のののの成長 にににに合合合合わせて金銭 のののの負担もももも増増増増え るわけ で
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すすすす。。。。生活設計もももも含含含含 めて逆算 しししし結婚したほうが良良良良 いかも。。。。少子化はははは大大大大きな問題 です。。。。
十 二月中 にににに煩悩をををを消消消消 しししし新新新新 し い年年年年をををを迎迎迎迎えましょう。。。。

