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ｆ「何度も話し合うのですが、
嫁の考えは変わりません」
ｄ「自分の心や考えでもなか
なか変えることは難しいので
すから、いわんや人の心や考
えを変えることは実に難かし
いことです。
〈匹夫もそのここ
ろざしを奪うべからず〉とい
うじゃありませんか」
ｆ「そうですね。自分自身も
簡単には変えられないのに、
人の心や考えを変えるのは困
難なことですね」
ｄ「実際この問題に手軽な方
法は見つかりませんね。親鸞
聖人も息子の善鸞さんが真宗
の教をゆがめ、それを関東の
地で布教されていることに非
常に心を痛められましたが、
この頃のお手紙には〈ちから
およばず〉と自らの非力なこ
とを述べておられます。
また同行の方が聖人の仰せ
と相違した自力的な考えをも
っていることに対しても〈ち
からおよばず〉と述べておら
れます。例えばお弟子の随信
房に宛てたお手紙の中に〈御
同行のおおせられようは、こ
ころえずそうろう。それをば、
ちからおよばずそうろう〉と
申されています」
ｆ「親鸞聖人でもですか」
ｄ「ええそうです。師の法然
聖人もお手紙の中で〈縁なき
事は、わざと人のすすめ候に
だにも、
かなわぬ事にて候〉
（縁
のないことは、人がいくらす
すめてもかなわないことです）
と仰せられていますが、あの

ｆさんとの対話
ｆ「最近、孫の病気が縁で同
居の嫁が変な宗教に入って困
っています」
ｄ「どんなことを嫁さんは言
いますか」
ｆ「亡くなった祖母の霊が苦
しんでいて、この救われてな
い祖母の霊が家族の中で精神
的に弱い孫に現れて、孫が病
気になっている。祖母の霊が
救いを求めて孫にとりついて
いる。だから孫の病気を治そ
うと思えば、救われてない祖
母の霊を供養しなければなら
ない。祖母の霊を供養するこ
とによって祖母の霊も救われ
ると。こんな事を言うのです」
ｄ「あなたはそれを聞いてど
う思いましたか」
ｆ「ばかばかしくて話になら
ない。どうしてこんなまやか
しの宗教に入るのかと思って
なさけなくなります」
ｄ「ｆさんは日頃よく真宗の
教えを聴聞されているから、
死んだ霊がどうのタタリがど
うのという、そういう類の話
にはついていけないのですね」
ｆ「ええそうなんです。何と
かそんなまやかしの宗教をや
めて、真宗の教を聞くように
と何度も話すのですが、言う
ことを聞いてくれません。ほ
とほと嫌になって、毎日嫁と
顔を合わすのも辛いのです。
どうしたらいいのでしょうか」
ｄ「他者の考えや信念や信仰
を変えることは大変難しいこ
とですね」

法然聖人がお念仏をすすめて
も受けつけない人は沢山いた
のでしょうね」
ｆ「聖人様方も人の考えを改
めたり、正しい教に導くこと
は人間の力のおよばぬ事が多
いといわれるのですね」
ｄ「ええそうです。そして親
鸞聖人は〈そのところに、念
仏のひろまりそうらわんこと
も、仏天の御はからいにそう
ろうべし〉といわれ、その所
に念仏がひろまることは人間
のはからいではなく仏様のお
仕事だといわれるのです」
ｆ「仏法がひろまるのは仏様
のおはたらきなのだというこ
とですね」

ｄ「ええそうです。それに、
人の信仰を変えようとする時
に、私たちの心には人を正し
い信心にちょっとでも早く導
きたいと焦る気持ちがあるこ
とに気がつきます。焦りいら
だつところには自我心がある
といえます」
ｆ「どういうことですか」
ｄ「自我の心は、何事も自分
の願望や期待を出来るだけ早
く実現したいという気持ちに
かられてしまいます。自我心
は、落ち着いて事が熟するの
を静かに待つことがなかなか
できないのです。万事につい
てそうですね」
ｆ「私も待つことが苦手です。
望んだような結果をすぐにほ
しがります」
ｄ「分かり易くするためによ
く知られている歌で考えてみ
ましょう。
〈鳴かざれば 鳴かせてみ
せよう ホトトギス〉という
歌がありますが、自我の心が

現れています。また〈鳴かざ
れば 鳴くまで待とう ホト
トギス〉というのは現実に随
順しつつ、願いを持ち続けて、
時が来るのをじっと待ってい
るという歌ですね。これは自
我を立てるのではなく、現実
に順う柔らかな心だと思いま
す。逆に、
〈鳴かざれば 殺し
てしまえ ホトトギス〉とい
うのは非常に強い自我の現れ
だと思います」
ｆ「では私の場合、どうした
らいいのでしょうか」
ｄ「相手が間違った考えや信
念を離れてくれることに努力
するにしても、焦らず無理強
いせず、彼女が誤った考えを
離れてくれることをじっと念
じつつ、邪見をひるがえす時
がくるのを待ちながら今を生
きていくことではないでしょ
うか」

ｆ「常に念じながら待つので
すね」
ｄ「ええそう思います。正し
い道理に基づくようにと念じ
つつ、見守りつつ、待ちつつ、
しかもいろんな縁を通して正
しい道理を彼女に示していく
ことだと思います」
ｆ「〈どうか嫁がよこしまな教
を離れて正しい教に帰依する
ように阿弥陀様よろしくお導
き下さいませ〉と念じつつ、
縁あれば話し合うのですね」

ｄ「ええそう思います。念じ
るといえば、私が念仏に帰依
することになったのも阿弥陀
仏が私に念仏を届けたいと、
長い間念じ続け待ち続けて下
さったからだと思っています」
ｆ「私がナムアミダブツとお

念仏することになるには、長
い間私を助けたいと念じて下
さる阿弥陀様のご念力がかか
っていればこそなのですか」
ｄ「ええそうです。池山栄吉
さんの歌に〈久遠この方 子
ゆえの回向 私ひとりを片お
もい〉というのがありますが、
久遠劫来私を片想いに想って
下さる阿弥陀様が、南無阿弥
陀仏を与えたいと思い続けて
下さる、その想いが届いて、
私が念仏させていただけるの
です。それほどまでに私を待
ち続けて下さったのです」
ｆ「人をなんとかしようと焦
っているけど、私自身が仏様
に待ち続けられてきた身なの
ですね」
ｄ「ええ、ですから、それを
思って、私たちも人が真実に
帰するのを念じつつ待ち続け
たいことです」
ｆ「そうですね」
ｄ「それともう一つあなたの
お話から感ぜられることは、
彼女が誤った信仰に入ってい
ることに耐えられないあなた
がいるのです。彼女が間違い
をひるがえして欲しいという
のも本当でしょうが、しかし
それによって〈苦しい自分が
早く楽になりたい〉というあ
なた自身の都合が困っている、
そのようにも感じるのですが」
ｆ「そう言われてみれば、確
かに私の都合が困っているこ
とも事実だと思います」
ｄ「自分を楽にしたいために
相手の考えを自分の願い通り
に変えたいと思う、そこにや
はり自我心が出ているように
思ったのです。
あやしげな宗教に迷ってい

る嫁と一緒にいるのがやりき
れない、耐えられない、その
自分の心に苦しんでいる。い
わば嫁に苦しまされているよ
りは自分の心に苦しんでいる。
嫁に期待をかけて焦っている
心が自分を苦しめているので
はないかと、自分を省みるこ
とも大切だと思います」
ｆ「そうですね。私は嫁の考
えを変えようと、嫁ばかりを
見て腹を立てていましたが、
焦っている自分の心を振り返
ることが大事なのですね」
ｄ「ええ、自分の中の自我心
が返って、真宗が周りの人へ
伝わる邪魔をする場合がよく
あるものです」
ｆ「私は熱心に仏法を人々に
伝えて、人の誤りを正そうと
するのだけど、私の中の自我
心が頭をもたげてくると、返
って仏法がひろまる妨げにな
るのですね」
ｄ「熱心が何時のまにか、こ
だわりになり、相手を圧迫し
てしまうことになります。そ
うなると、相手は敬遠したく
なってきます。蓮如上人が『御
一代記聞書』に〈たとい正義
たりとも、しげからんことを
ば、停止すべき由候う〉とい
われ、たとえ正しいことでも、
それをしつこく相手に主張す
ることは止めよといわれてい
ます。それは自我を張ること
になるからだと思います」
ｆ「そうですね。私が私の力
で早く何とかして落ち着こう
と焦っていたように思います。
これからは、どこまでも如來
様を中心に、如來さまのお導
きを主にしたいと思います」
（了）

れた人とか、辛抱強い人が修
行を長期間していけばあえる
かもしれませんが、それは極
く限られた人だけのことです。
その他無数の人たちはあうこ
とはとても不可能なのです」
ｑ「なぜ私たち普通の者は不
可能なのですか」
ｄ「無明煩悩が深く盛んであ
って、心弱く放逸でしかも極
めて愚かだからです。ですか
ら私の方から阿弥陀仏を探し
求めてあおうとするのは、丁
度目の見えない子が幼い頃に
分かれた母親にあいたくて、
〈母をたずねて三千里〉あい
に行くようなものです。目が
見えませんし愚かですから、
ただうろうろするばかりです」
ｑ「なるほど、愚かだから仏
の真実をさとることができな
い。いわば真理を見る心の眼
がつぶれているわけですね」
ｄ「ええ、親鸞聖人の和讚に
も私どものことを〈世の盲冥〉
といわれています」
ｑ「心の眼がつぶれて真理を
見ることの出来ないものとい
う意味ですね。だから凡夫の
方から阿弥陀仏にあおうとし
てもあえないわけですね」
ｄ「ええそうです」
ｑ「じゃあ、阿弥陀仏にあう
道はないのでしょうか」
ｄ「そこなんです。だから阿
弥陀仏はご自分の方から凡夫
の私たちにあおうとされたの
です」
ｑ「なるほど、阿弥陀仏の方
からあいにこられるのですね。
ではどのようにしてあいにこ

真宗問答（二）
ｑ「前回の真宗問答一で、宗
教は有限無限の一致であり、
真宗では阿弥陀仏と私のであ
いであるといわれました。で
はどうしたら私は阿弥陀仏に
であうのでしょうか」
ｄ「実はどうしたら人は阿弥
陀仏にであうことが出来るの
かを長い間思案されたのは、
凡夫の方ではなく、阿弥陀仏
の方でした。この思案を阿弥
陀仏の五劫思惟と申します」
ｑ「五劫とはどういうことで
すか」
ｄ「一劫はとても長い時間を
表しています。それには幾つ
かのたとえがあります。例え
ば、四十里四方の大きな石が
あるとして、その石を百年に
一度天女が天からおりてきて
す
その衣で摺る、そうすると極
くわずかであるがすり減る。
百年に一度の割で続けて、こ
まめつ
の巨大な石が全て摩滅するほ
どの長さを一劫というのであ
る、と。まあ気の遠くなるよ
うな話です。五劫は一劫の五
倍の長さです」
ｑ「どうしてそれほど長く考
えなくてはならないのですか」
ｄ「それは、凡夫の力では阿
弥陀仏にあうことが極めて困
難だという理由が、一つには
あるのです」
ｆ「阿弥陀仏にあうために、
私たちの側から行う修行は極
めて難しいのですね」
ｄ「そういう修行を難行とい
います。この難行を長期間続
けることは誰にでも出来るこ
とではありません。よほど優

られるのですか」
ｄ「阿弥陀仏はもともと色も
なく形もない救いの働きその
ものです」
ｑ「色もない形もないいのち
と慈悲と智慧かぎりなき働き
であると先回いわれましたね」
ｄ「阿弥陀仏は、愚かで煩悩
深く、小さなものである人間
にご自身を知らせたいと思い、
言葉となって私たちに名のり
よ
喚ぶことによって私たちにあ
おうとされたのです。それが
南無阿弥陀仏のお名号です」
ｑ「お聖教にはどのようにい
われてますか」
ｑ「正信偈に〈重誓名声聞十
方〉
（重ねて誓うらくは、名声
十方に聞こえんと）とありま
す。如来法蔵様は誓いを重ね
て、名声をすべてのところの
衆生に聞かせたいと誓われま
した。
名声とは名のりの声という
意味でしょう。すなわち〈阿
弥陀仏の名のりの声〉であり
ます。それが南無阿弥陀仏の
名号です。
阿弥陀仏が名のる声が南無
阿弥陀仏のお念仏の声。です
から私たちはお念仏において
阿弥陀仏とであうのです。い
わば如来法藏様は南無阿弥陀
仏の名となり声となって私た
ちの上にご自身を現されるの
です。それが、私たちが称え
るお念仏の姿です」
ｑ「私たちの称えているお念
仏は阿弥陀仏ご自身の名のり
であり、私への喚び声である、
それが念仏の本義なのですね」
ｄ「そうです」 （了）
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諸善 もおよぶことなきゆえに」
今回は「諸善もおよぶことなきゆえに
もおよぶことなきゆえに」 を読ん
でみたいと思います。
諸善というのはここでは人間（凡夫）の側から為
すもろもろの善行、善根の意味と言ってよいのでし
ょう。凡夫の行う善はおよそ有漏の善といって、煩
悩が混じっているから、善には違いがなくても不純
な善です。
たとえば、大変だろうからと思って友人の引っ越
しを手伝ったとします。そうするととかく「彼にし
てあげた」という恩着せがましい思いがくっつきま
す。これが元になって、将来その友人が助けてくれ
なかったら「あの時引っ越しの手伝いをしてあげた
のに恩知らずな奴だ」と腹を立てる縁になりかねま
せん。善をしたけれども、善に煩悩〈してあげたと
いう自我心〉が伴う不純な善ゆえ、それが元になっ
てまた将来煩悩（ここでは腹を立てる）を起こす縁
になります。
そういうような凡夫の善は、〈俺がした〉という自
我心が大なり小なりひっつきます。こういう善を有
漏の善といいます。私たちが行うもろもろの善はこ
の有漏善であります。
一方念仏は、無漏の善であります。親鸞聖人は念
仏を「円融至徳の嘉号」あるいは「真如一実の功徳
の宝海」と言われています。ということはお念仏の
すなわち南無阿弥陀仏の名号は、仏の完全な真実の
功徳です。念仏は仏の純粋な善であり功徳ですから、
この大善大功徳の名号をいただけば、それが私を正
しく浄土に生まれしめる因となって下さいます。正
信偈にも「本願名号正定業」（本願の名号は正定の業
なり）とありますが、本願の念仏は私を正しく浄土

かごう

に生まれしめる業因となって下さるのです。いわば
念仏は私を仏に成す因となって下さるほどの大きな
善なのです。なぜなら念仏の本質は仏徳そのもので
あり仏そのものだからです。だから、念仏をいただ
く人は仏になるのです。
それに比して諸の人間的な有漏の善は、私どもを
浄土に生まれさせる因には到底なりえません。ただ
その善なりの楽を結果するといわれています。
えんゆう

また念仏は「円融至徳の嘉号は悪を転じて徳を成
す正智」（教行信證総序）といわれています。
過ぎた欲が起これば起こる心で念仏し、腹立ち心
ねた
が起これば起こるなりに念仏し、嫉む心が起これば
南無阿弥陀仏とお念仏する。そうするとお念仏の心
に照らされて、我が身の浅ましさ、醜さが照らし出
され、知らされてきます。
「おはずかしいこと、あさ
ざ
んき
ましいこと」と我が身が慚愧せしめられて、悪につ
っ走る我が身がセーブされてきます。そして、この
浅ましき我が身を大悲したまい、見捨て給わぬ仏心
を念仏の上に感じさせていただくのです。こうした
念仏の徳を転悪成徳と申します。
いわみ

江戸の末期、石見の国（今の島根県）に善太郎（一
七八二年―一八五六年）という妙好人がいました。
ある日暮れ、一日の畑仕事がおわり、泥まみれにな
り疲れてやっと家に帰ってみると、嫁が風呂も夕飯
の支度もしていませんでした。カッとなった善太郎
はそこにあった薪を取って嫁を打とうとしました。
その時善太郎の口からナムアミダブツとお念仏が出
ました。その念仏に照らされて「ああ鬼のような我
が心よ」と、身をひるがえしてお内仏にお参りし、
仏前に薪を置いて慚愧の涙をこぼした、と伝えられ
ています。
金子大栄師が「念仏は自我崩壊の音である」とい
われましたが、この話はそのような念仏のいわれを
よく表していると思います。
日常生活の上で、ムッとするようなことを含めて、
善太郎が腹を立てるような出来事は大なり小なりよ
くあるものです。そういう煩悩悪業が湧いてくる時、
南無阿弥陀仏のお念仏が出てくださると、ふっと心
の眼が我が身に向き、自分の醜さ、お粗末さが照ら
し出されることがよくあります。
すなわちお念仏は、念仏をいただいている人に、
その人の悪を知らせ、悪を慚愧せしめて、悪にブレ
ーキをかけ、更には悪をして弥陀大悲の恩徳をます

ます知らしめる縁に変えて下さいます。
お念仏にはこのような徳があり智慧があります。
ただ私たちは念仏の智徳のいただきようが乏しいの
で、念仏の智徳が生活の上に十分に現れないのです。

転悪成徳の働きがある念仏に較べて、普通私たち
の行う諸善には悪を転じる徳はありません。むしろ
悪に妨害されてしまうのです。
生活に困った人に金銭を施そうという善なる心が
起こると、次には「いやいや、このお金が無いと買
いたい物が買えなくなる」との惜しみ心の煩悩が起
こって、せっかく善心が起こってもそれを妨害して、
善をなさしめないのです。いわば悪は人間の行おう
とする善に対立し、善を妨げるものです。

さらに諸善が念仏におよばない理由として、念仏
が「善本」といわれるように、善を生み出す本とい
う意味があります。枝葉が諸善とすると、枝葉を生
み出す根のような関係です。しかも念仏から生み出
されたもろもろの善はより浄らかな善だと思います。
念仏は善を生み出す本というのは、仏説無量寿経
に「この光に遇えば、三垢消滅し、身意柔軟にして、
歓喜踊躍し善心をここに生ず」とあって、阿弥陀仏
の光（念仏の光）にあえば善心が生まれるのです。
阿弥陀仏のご恩にふれると、喜んで「お役に立ちた
い」という善き思いが自ずから湧いてきます。これ
が善の本という意味だと思います。
念仏から出る「喜んでさせていただく善」は「仏
のご恩にこたえたい」という満足心から生まれいず
る性質のものです。ところが普通の諸善は己の修行
のためや義務や責任感からの場合が多く、「しなけれ
ばならぬ」という善であり、時には見栄や名声や自
己防衛ーー人にうしろ指さされないようにーーから
する善でもあります。こういう点においても、念仏
と諸善の優劣の相違を知るのです。
（了）

松並松五郎さんの歌
かど

たせた乞食さえ
門に 立たせた乞食
乞食さえ
たせば気
永 く待 たせば気
か の毒や
久遠劫来待ち 兼ねる
久遠劫来待ち
れと思 わんか
親を 哀れと思
れと思 うなら
親を 哀れと思
ああじゃこうじゃを 振りすてて
ああじゃこうじゃを振
南無阿弥陀仏となきゃさんせ
南無阿弥陀仏となきゃさんせ
かる 子も楽 や
親 も助 かる子
（「松五郎念仏の歌」より）
松並さんは多くの念仏の歌を残されました。その
中でも私が最も心を打たれる歌の一つがこの歌です。
こういう歌に解説じみたことを言うのは蛇足ですが、
あえて感想のつもりで以下に述べてみます。
「門に立たせた乞食さえ 永く待たせば気の毒や」。
昔、家の門のところに乞食がやってきて施しを求め
て手を差し出している光景を見たことがあります。
汚れた衣服をまとい、雨の中をカサもささずに家の
前にたたずんでいる姿です。今でも、ときたま施し
を求めて訪れる人がいます。そういう人に少しでも
施しをしようと家の奥に入りますが、そういう場合
はなかなか誰も急がないものです。わずかなお金を
あげるのですが、出し急ぎはしない。随分またせて
やっと小銭を差し出すだけなのです。いかに乞食と
はいってもながながと外でつっ立って待ち続けるこ
とは辛いものです。
雨の中、ずぶぬれになってじっと待ち続け、立ち
続けている乞食。その姿を見て、松並さんは阿弥陀
様の姿を思って涙を流されているのだと思います。
なおここには、松並さんの、恵まれない人に対す
る温かいまなざしがあることも同時に感じられます。
松並さんは身よりのない子を何人も引き取って面倒
をみられたお方でもありました。
さて、家の玄関先でじっと立ちん坊で待ち続けて
いる乞食、その姿は阿弥陀様が久遠劫来、私たちに
あいたい、私を助けたいとてナムアミダブツと寄り
添いたまい、喚びつつけたまい、待ち続けて下さっ
ている姿に重なります。私たちは、
「お前にあいたい、
助けたい」と憶い続けて下さっている阿弥陀仏を待

たせ続けてきて、今もなお待たせているのです。そ
の仏が私とともに常にいます。その大悲の親のやる
か
せなきお心を思えば「久遠劫来待ち兼ねる 親を哀
れと思わんか」と歌われるのです。阿弥陀様は私に
寄り添って喚びかけ、念じ続けていながら、私たち
は一向に知らぬ顔です。振り向きもせずに親を無視
し見捨て続けている。それが私の久遠劫来の姿です。
その様な私たちをあきれもせず見限りもせずに大
悲をそそぎたもう。そんな慈悲の親がましますと聞
いて、その「親を哀れと思うなら ああじゃこうじ
ゃを振りすてて 南無阿弥陀仏となきゃさんせ」と
仰せられるのです。
「ああじゃこうじゃを振りすてて」とは、闇の底
に沈んでいる我たちを久遠劫来「助けるぞたのめ」
と喚びかけたもう大悲の親の仰せを聞かせていただ
くなら、もはや親を泣かせるようなダダをこねず、
いらざるこざかしい我が計らいをさしおいて、素直
に「有難う、阿弥陀様なればこそ」と弥陀をたのみ、
ナムアミダブツナムアミダブツと親の名を称える。
「南無阿弥陀仏となきゃさんせ」
。称えることが鳴く
こと。鳴くというのは念仏申すことですが、同時に
内心は親の大悲に泣いているのです。
こちらが求める前、気がつく前からずっと私を心
配し、私の苦悩を大悲して、
「助けん」と立ち上がっ
て下さった阿弥陀仏。その阿弥陀仏にようやくであ
って、
「阿弥陀様ようこそ、こんな私のために」と、
ナムアミダブツと親の名をよび、ナムアミダブツと
親の名を聞く。親子の名のりをし、親の心と子の心
が通い合う。阿弥陀仏は「ようこそ、私に気がつい
てくれた、ようこそ助かってくれた。私も嬉しい」
と。阿弥陀様にであって一番喜び給うのは阿弥陀仏
ご自身でありましょう。「やれやれやっとまことの親
に気がついてくれたか」と、ここに「親も助かる子
も楽や」となるのでしょう。
（了）

【住職
住職つれづれ
住職つれづれ日誌
つれづれ日誌】
日誌
九月に入りオリンピック放送が衛星放送などで詳しく報道
されるとついついテレビに釘付けになって、寺報の原稿作
りも遅れがちである。勝ち負けのメダル獲得競争は見てい
ても疲れる。身を入れて見てしまい、結構興奮するからで

あろう。ただ痛感するの
は、勝ち負けの世界は面
白いに違いないが、心の
安らぐ世界ではない。
日本は女性選手の活躍
が目立つ。高橋尚子選手
などを見ていると、近年
沈んでいる日本の活力は
女性から起こるのではな
いかとさえ思わされ、こ
れからの日本文化の将来
も日本女性に期待する思
いが強い。
＊九月三日韓国旅行から
帰る。慶州の石窟庵の石仏に感動。韓国の人が世界一の仏
像と誇るだけのものであった。今の韓国は経済状態は依然
良くないようだが、人々の生活に活気があり、南北統一の
希望も夢ではなくなって来たこともあって表情は明るかっ
た。
＊九月四日。大阪教区の所長巡回。大阪教区の教化体制の
組み替え・阪神大震災七回忌の法要の事・本願寺の瓦の吹
き替えの寄付などが話題に上った。
＊九月十七日。日曜日であるが法務が無いので、久しぶり
に芦屋会館へ聴聞に行く。梯師の「悪人正機の源流」とい
うお話で、新しい資料が紹介され興味をそそられた。
＊九月二十二日。念佛寺彼岸会。定例の二十二日のお参り
に、遠近各地から初めて来てくださった方が四名もあった。
しかも、皆さん聞法に非常に熱心なお方ばかりである。私
の方が「しっかり聞法せよ」とご催促を受ける思いである。
金子先生が、法話は諸仏に領解を聞いていただくことだと
言われたのを思い出す。
＊九月二十三日。法友との勉強会発足に誘われていたが、
このところのお参りの忙しさでいささか疲れがたまり、欠
席させていただく。五十も半ばになるとなかなか疲れがと
（了）
れない。

【 電 話 相 談 室 】
（秘密厳守・匿名可・無料）
（時間）
午前８時より午後１０時まで
（電話）
０７９８ｰ４１ｰ５３４６
（相談内容）
人生上のいろいろな悩み・
信仰上の相談・仏事の相談
＊相談員が留守の時がありま
すので予めご承知ください。

