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う形式的あるいは神秘的な行為

その功徳を死者に手向けるとい

することを呪文のように思って、

功徳と受けとられ、経典を読誦

とが、なにか呪術的・神秘的な

います。いかに修行している自

読誦する功徳は非常に限られて

た」
Ｄ 「僧侶の修行の力とかお経を

われていくように思っていまし

を読む功徳によって亡き人が救

Ｄ 「お経を上げて、お経の功徳

るのですが------」

からお経を上げていただいてい

るのですね」
Ｊ 「ええ。そのために住職さん

のだろうか、と心配しておられ

なるのか、本当に幸せになれる

のでしょうか------」
Ｄ 「お父さんが亡くなってどう

さん、父は今度は幸せになれる

幸せになってほしいです。住職

た人ですから、せめてあの世で

しいことや苦しいことが多かっ

ておられるのですね」
Ｊ 「ええ、父は生前中、随分悲

ます」
Ｄ 「お父さんのことを思い続け

ように〉と、心の中で祈ってい

うございます。ご住職にお経を

さんにお参りしていただき有難

Ｄ 「読経は功徳であるというこ

あります」

お願いしているような気持ちが

できない死者への橋渡しとして

う気持ちの中に、在家の者には

んで先祖供養をしてもらうとい

は間違いです」
Ｊ 「私たちは、お坊さんにたの

ときには霊能者のように見るの

て、僧侶を死者供養の専門家や

をお伝えするのが第一義であっ

真実を求め、また人々にも仏法

かし本来、僧侶とは自ら仏法の

きたのではないでしょうか。し

くれるのだと、一般に思われて

功徳を死者にふり向けて与えて

を読誦する時、僧侶は生者と死

追善の願いにしたがって、経典

めにお経を上げないのですか」
Ｄ 「思いますに、僧侶が遺族の

の追善供養をされませんでした」
Ｊ 「真宗ではなぜ追善供養のた

ども親鸞聖人はこういう意味で

なのですね」
Ｄ 「ええそうです。それがご先

の教えにあわせていただくため

にご縁を結ばせていただき、仏

だくのは、先ずは私自身が仏法

わせていただくのです」
Ｊ 「坊さんにお経を読んでいた

亡き人も僧侶もともに仏法にあ

縁であり、そのご縁において、

身が仏法に会わせていただくご

く儀礼であって、いわば自分自

にあい、仏法を敬い、仏法を聞

いただくことは自分自身が仏法

しかし本来、経典を読誦して

人のため〉とだけ思いがちです。

とっては読経はひとえに〈亡き

る間、後ろで聞いている遺族に

Ｄ 「しかも、僧侶が読経してい

だと思っていました」

父に回向していただいているの

いました。読経のご利益を亡き

利益がある呪文のように思って

がちです」
Ｊ 「私もお経を何か神秘的なご

なところ、気休め、慰めに堕し

尊の説法を再現し、釈尊の説法

すから、経典を読むことは、釈

のお経で、これらの経典には釈

土三部経といわれている三種類

Ｄ 「真宗で読誦される経典は浄

すか」

Ｊ 「では真宗のお坊さんがお経

ん」

で読経しているのではありませ

ではないし、またそういう意図

することなどとてもできるもの

っとよい境界に生まれるように

誦しその功徳で、お父さんがも

ら私がお父さんの前で経典を読

を痛感されたのでしょう。だか

おろか他者を救うことの無力さ

と思います。たんなる経典読誦

のことを痛切に感じられたのだ

十年の比叡山でのご修行で、こ

困難なことです。親鸞聖人は二

いわんや他者を救うことは大変

力の修行僧でも自分自身をすら

仏事 としての読経
仏事としての
としての 読経
あたかも仏教の中心であるかの

になってしまっています。正直

う、世間でいう追善供養ですね。

とは、間違いありません。なぜ

や亡き方が本当に喜ばれ、心休

を聞かせていただくことになる

む

Ｊ 「父が亡くなって一ヶ月あま
ように思われてきました。けれ

それは、親しい人と死別した人

功徳かというと、読経するとい

まることだといわれています。

た

りになりますが、その間、住職

の悲嘆の心の傷や、ああもして

うことは仏の説法を再現し、仏

要するに私自身を抜きにしてお

のです」
Ｊ「お経を上げるということは、

だ

あげたかった、こうもしてあげ

の言葉に生者も死者もともにで

仏事はないのです」

〈父があの世で幸せになります

えこう

を亡き人に廻向し、少しでもい
いところに生まれるようにとい

いや

ですね」

釈尊の説法を再現することなの

尊の説法が記されています。で

を読まれるのはどういう意味で

の功徳によっては、自分自身は

救うことは容易ではありません。

たかったと悔やむご遺族の心を

あい、仏のまことをいただく大

読んでいただいている間、私は

癒すという意味で行われてきた

事な機縁になるからです。とこ

者をつなぐ人と見られ、読経の

と思います。日本だけではなく

ろがややもすると、読経するこ

Ｊ 「私は今まで、坊さんのお経

中国でもずっと行われ、それが

聞いていることなのですね」

るということは、釈尊の説法を

なるのです」
Ｊ 「ですから読経中に後ろに座

尊に代わって説法をすることに

を付けて経典を読むことは、釈

いています。それで、袈裟・衣

袈裟は釈尊のおさとりの 印 と聞

侶は袈裟・衣を付けるのです。

Ｄ 「ええそうです。ですから僧

せん。

ぬことだというものではありま

くことは無意味だとか、つまら

を下げてお経を聞かせていただ

お経の意味が分からなくても頭
の内容にふれていくのです」

の説教を聞くことによって経典

どのお言葉を聞くことや、住職

読経の後で、拝読されるお文な

分かるように書かれています。

『お文』は経典の内容を聞いて

抄などのお聖教でも結構です。

ますが、『お文』でなくても歎異

は蓮如上人の『お文』が読まれ

を聞くことなのですね」
Ｄ 「ええそうです。万人を救い

とは、阿弥陀仏の本願力の働き

に説かれた釈尊の説法を聞くこ

Ｊ 「そうであれば、浄土の経典

土の経典です」

救済をお説きくださったのが浄

得された釈尊がその阿弥陀仏の

をしておられること、それを感

救済活動（阿弥陀仏の本願力）

ると、亡きお父さんはかえって

配しておられますが、目を転じ

くなられたお父さんのことを心

Ｄ 「ええそうです。あなたは亡

当てなのですね」

もまた阿弥陀仏のお救いのお目

父のことを心配している私自身

Ｊ 「亡き父ばかりではなくて、

た亡き方々、ご先祖もともに聞

なく、読んでいる私自身も、ま

後ろにおられるあなただけでは

す〉という仏法帰依の態度です。

の人生のまことのよりどころで

聞くという姿勢は、経典を〈私

経典の読誦を頭を下げて尊く

はなく、釈尊の説法を聞くので

して読経の功徳を回向するので

先ほど読経は、亡き父にたい

に戻します。

Ｊ 「分かりました。では話を元

て、迷い苦しむものを安らかな

のところに阿弥陀様はましまし

ちのところにも、あらゆる衆生

のところにも、生きている私た

を聞くのです。〈亡くなった人々

たもう阿弥陀仏のましますこと

ましたが、亡き父から私自身が

き父のことばかりを心配してい

うか」
Ｊ 「そうですね。私は今まで亡

安心できないのではないでしょ

たが助からなければお父さんも

かもしれません。ですからあな

あなたを案じてくださっている

しるし

Ｄ 「ええそうです。その説法は

いておられるということです。

あるといわれました。そういう

実の言葉として敬い尊ぶ、その

うと働きづめ、喚びつつ寄り添

仏の説法を、私の人生を導く真

それが亡き人々、ご先祖が最も
態度の表明です。仏陀の説法を

りがあるのですか」
Ｄ「先ほども申しましたように、

ていただくのです」
Ｊ 「私たちが亡き父を助けよう

いたもう阿弥陀仏の本願を知ら

心配されている身であることに

喜んでくださることでありまし
尊崇する態度を儀礼的に表現し

私たち凡夫のなす読経の功徳や

としてもそれは不可能に近いの

せていただき、あなたもお父さ

さとりの境界（浄土）へ導きた

ょう。そういうことが本当の先

た行為が、ご法事などで読経を

善行などでは自分自身も他者も

ですね。

ことが亡き父の幸せとどう関わ

祖供養になるのでありましょう」

頭を下げて聞かせていただく姿

本当に救うことは極めて難しい

もうておられる〉ことを聞かせ

Ｊ 「しかし、お経を上げていた

なのです。例えば、仏を合掌礼

は気がつきませんでした」
Ｄ 「自分も亡き人もともに救お

だき、聞かせていただいていて

（了）

んも阿弥陀仏の大悲のお助けに

われることをお任せさせていた

そうするのではなくて、父を

なりますと、恩になった亡き父

だこうと、このように受けとら

拝することは、心から仏を敬う

がどこかで迷っているのではな

も、読経の声を聞いているだけ

いかとか、本当に安らかな浄土

せていただいたのですが」
Ｄ 「ええ、そう受けとっていた

お任せしてお念仏申させていた

Ｊ 「分かりました。合掌礼拝し

へ生まれるのだろうかという不

だいたらいいと思います。そし

救いたもうのは阿弥陀仏にてま

たり、読経を、頭を下げて聞く

安は残ってしまいます」

て、阿弥陀仏はあなたのお父さ

ことです」
Ｊ 「生きている私たちの力には

という儀礼を通して仏法に育て

Ｄ 「実は、浄土の経典に説かれ

んばかりか、あなたご自身のと

態度を表明した姿であるように。

らね。ご希望なら漢文を現代文

られていくのですね。

ているのは、そういう人間の苦

ころにも寄り添ってくださり、

では何が説かれているか全然分

に口語訳したものを読んでもか

では儀礼なら、お経に何が書

悩をあらかじめ知りたもう大慈

あなたに南無阿弥陀仏と喚びか

だきたいことです」

まいません。経典も現代語訳さ

いてあるのかは一切分からなく

大悲の仏のましますこと、その

けてくださって救おうとしてお

します。その阿弥陀仏に父の救

れていますから」
Ｊ 「現代語訳の経典を聞いても

ていいのですか」

仏を阿弥陀仏といい、阿弥陀仏

られます。そこに気がつかせて

大きな限界があるということに

何か味気ないし、聞いたからと

Ｄ 「いいえ。浄土の経典の内容

はすべての生者・死者をともに

いただくことがまた大事なこと

仏法に入るためにはこうした

いってすぐに分かりそうもない

を分かりやすく説いてくださっ

平等に救おうと大慈悲心より立

です」

儀礼が大事なのですね」

ですね」
Ｄ 「ともいえますね。ただ、そ

た善知識の言葉を読経の後で住

ち上がってくださり、今も現に

かりませんね」
Ｄ 「ええ、昔から読経の習わし

れじゃあ読経の声を聞くだけで

職が拝読します。それは一般に

（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。

として漢文を棒読みにしますか

いいのかというお尋ねですが、

【 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

真宗聖典講座
ゆ や く

「念仏もうしそうらえども、踊躍歓喜
のこころおろそかにそうろうこと、ま
たいそぎ浄土へまいりたきこころのそ
うらわぬは、いかにとそうろうべきこ
とにてそうろうやらん」と、もうしい
れてそうらいしかば、「親鸞もこの不
審ありつるに、唯円房おなじこころに
てありけり」
（歎異抄弟九章の一節）

（現代語訳ーー「念佛を申していますが、
喜びの心は薄く、天におどり地におどる
ほどの喜びが湧いてまいりませんし、ま
た急いで淨土へまいりたいと思う心が起
こってこないのはどういうわけでしょう

僧都という方がいて、彼に師事した念仏

名利を離れて高潔な生活をしていた明遍

えによって念仏の教えに帰し、高野山で

での蓮華谷聖というのは、法然聖人の教

ておられます。それによりますと、ここ

いました。これらの念仏者の生き様は、

世者〉として世の人たちの尊敬を受けて

たちのすさまじい生き方は〈仏法者〉〈後

にのみ目的を一途に定めて生きる念仏者

欲望を離れ、来世に浄土に生まれること

の悲願は、かくのごときのわれらがため

凡夫とおおせられたることなれば、他力

るに仏かねてしろしめして、煩悩具足の

ろこばせざるは、煩悩の所為なり。しか

り。よろこぶべきこころをおさえて、よ

よいよ往生は一定とおもいたまうべきな

きょうぶつ

唯円房にも耳に入っていたと思います。

ひたち

者たちのことです。その中に「常陸の敬 仏

快方に向かうと、死なずにすむのではな

ならってきたおかげで、この病気も少し

ないという道理を、長年にわたって好み

「浄土を願う者は、死をおそれてはなら

葉に（以下は現代語訳）

通して知ることができます。敬仏房の言

す。彼らの言行は『一言芳談』の言葉を

がいました。親鸞聖人と同時代の方々で

房」とか「松 陰の顕性房」という人たち

とであろうか、ひょっとしたら私の信心

思う〉など、これはいったいどうしたこ

にでもかかれば死ぬのでないかと心細く

が起こらない〉とか、〈ちょっとした病気

〈いそいで浄土へ生まれたいという思い

だいたのに、それを喜ぶ心が薄い〉とか

うか。〈私は浄土に生まれる身にしていた

きなとまどいを感じたのではないでしょ

円房は自分の有様をかえりみたとき、大

こういう蓮華谷の念仏者に比べて、唯

悩のしわざです。しかるに仏は、このよ

る心をおさえとどめて喜ばないのは、煩

尊いおみのりをいただいて、喜ぼうとす

あると思います。というのは、喜ぶべき

につけても、いよいよ往生は一定の身で

とを、そのように喜ばないわが身を思う

どり地におどるほど喜ばねばならないこ

ったか。よくよく考えてみると、天にお

ていたが、唯円房、そなたも同じ心であ

現代語訳「親鸞もそれをいぶかしく思っ

なりけり」

かろうかと、肝のつぶれるほど切なく感

は間違っているのではなかろうか、とい

しょういん

ずる。ーーーだから浄土を願うほどのも

りすてて、世間に背いて出家したときか

「世俗の地位や名誉や財産への執着をふ

と。あるいは顕性房の言葉に

当にこの世をいとう思いがなく、浄土を

しました。聖人から「それはそなたが本

て親鸞聖人に自分の正直な胸の内を告白

過ごしていたのですが、ある日思い切っ

唯円房はこうした不審を抱えて日々を

本当に有り難かったに違いありません。

この聖人のお答えは唯円房にとっては

めでありました」と。

悲願は、このように浅ましい私どものた

おおせられていることですから、他力の

うな私であることをかねてからお見とお

まど

ら、一刻も早く浄土へ生まれたいと思い、

願う心がおろそかだからだ」とか「その

唯円房をしかるどころか、「私もあなたと

うような惑いが唯円房の胸に起こってき

〈早く死にたいものだ〉と思えるほどに

ようなことでは信心をいただいたとはい

同じ不審をもっていたのだよ」と同座し

のは、是非とも、常にこの煩悩の身をい

なろうと修行してきた。そればかりを三

えない」とでもいわれるのではないかと

てくださり、しかも「そなたや私のよう

しのうえで、煩悩具足の凡夫を救おうと

唯円房は、親鸞聖人に、〈私には、信心

十余年のあいだ思いつづけてきたおかげ

唯円房は内心おそれていたかもしれませ

な喜びの乏しい煩悩具足の凡夫なればこ

たのではないでしょうか。

が初めて起こった時のような喜びが今は

で、いまでは片時も自分の〈死〉を忘れ

ん。蓮華谷の敬仏房とか顕性房でしたら、

そ」と如来の深い大悲をお伝え下さった

とい憎んで死をも好み願うほどの心がま

湧いてきませんし、急いで浄土に生まれ

ることもなく、すみやかに死んで浄土へ

このように云っておしかりになったので

のです。

が、唯円房、そなたも同じ心であったか」）

歎異鈔第九章第三講〉
〈歎異鈔第九章第三講〉

えをもつべきである」

たいと願ってやまないような心が起って

生まれたいと思っている。だから病気が

はないでしょうか。

か」、とおたずね申しあげたところ、聖人

きませんが、どうしたものでしょうか〉

よくなって、死が少しでもさきへのびる

は、「親鸞もそれをいぶかしく思っていた

とお尋ねになっているのです。

人の「念仏をいただいて称える人はすべ

どこどこまでも凡夫に寄り添ってくだ
思う」とか

した。

て御同朋・御同行」と見たもうお姿に感

ようだと、胸がつぶれるほど、わびしく

は、経文に「踊躍歓喜」とあるお言葉に

「早く死にたいものだと常に思うのは、

「親鸞もこの不審ありつるに、唯円房お

動されたとうかがいます。

このような問題が唯円房に起こったの
照らしてというだけではなく、当時、同

来世が救われるための第一のたすけにな

なじこころにてありけり。よくよく案じ

（了）

さる仏心の深さに驚くと同時に、親鸞聖

じ法然聖人の流れをくんで浄土を願って

るものだ」

ところが親鸞聖人のお答えは予想外で

生きた念仏者の中に蓮華谷聖（ひじり）

みれば、天におどり地におどるほどによ

ろこぶべきことを、よろこばぬにて、い

とあります。
敬仏房や顕性房などのように、世間の

とよばれた人々のことが唯円房の念頭に
あったのではないかと梯實圓師は指摘し

国から参詣者がたえず、門前に宿屋がな

師がいました。師のご縁に会うために全

博多の万行寺に七里仰順という真宗の名

を凡夫がするというものである。凡夫に

夫が考えたら如來さまの受け持ちの仕事

夫の案じることではない。もしそれを凡

、、、、、、、、、、、、、、、、、
お浄土に参れるか参れないかは、如來
、、、、、、、、、、、、
様の心配してくださることであって、凡

ではない。

ても参れるに間違いないと思われるもの

お浄土に参れるか参れないかを思うてみ

おきたいことです。

います。このことを私たちは再確認して

の本願を信じる信心」であると云われて

たいしてのことで、真宗の信心は「弥陀

しかし師は、信疑は「弥陀の本願」に

とかをよく言っています。

そういうことで〈信じるとか信じない〉

じるとか信じないとかーーー

んな出来事は仏の計らいであることを信

して私たちに喚びかけられています。「助

阿弥陀仏の本願というのは端的な仰せと

安心するのである」と言われています。

最後に「如來様のお喚び声に向かって

仰せ通りに受け入れるだけです。

でにハッキリとしている本願の仰せを、

この心にハッキリさせるのではなく、す

チがあかぬ」と言われてきた通りです。

信仰夜話

らぶほどでした。
はいらぬ心配である。参れるか参れぬか

も心が判然といたしません。それゆえこ

んが、今死ぬと取りつめてみると、どう

「私は如来のご本願をウソとは思いませ

り、師に申しました。

私たちを喚んでくださるのである。凡夫

束で必ず参らせてやるのに間違いないと、

参れる筈のないものなれども、本願の約

は如來様が五劫の間お考えくださって、

に信じること」が真宗の信心であるとい

としてはそういえますが、「こういうよう

をよく聞きますが、本人の信心の味わい

あると信じています」というようなこと

「私の生活がそのまま仏の働きの中で

られるとおり、真宗の信心は仏の言葉を

葉を目的に信じるばかりである」と仰せ

ばかりです。「凡夫の方ではただそのお言

下さる如来の勅命（おおせ）に信順する

よ」の仰せであります。ハッキリと仰せ

けるぞ」「引き受けるぞ」「我が名を称え

ある人が安心の定まらないのが苦にな

れでは信心をいただいたといえないと思

うと間違ってきます。

と思うのを信心と思うているのか？」

みなさい。そうすると何時思ってみても

助けくださるかくだされないかを思うて

参れるか参れぬかを案じるよりも、お

らです。凡夫の思いはどうとでも思えて、

イメージであって、漠然としたものだか

う場合、その多くは私たち凡夫の想像や

というのは私たちが「仏の働き」とい

そ」とハッキリと自分の心に確認をした

リバティ大阪」を見学。

＊二十日。妻と大阪市浪速区の「人権センター・

現代的意味を発表された。

＊十九日。「朋友会」の学習会。林師が四十八願の

別の起こる根源がある。

葉を通して無意識に実体視してしまうところに差

のことながら実体的にいるはずもない。ただ、言

とのこと。夜は会館で座談会。「部落民」は、当然

ることを実感。
「現代は差別が見えなくなってきた」

現地の人たちと交流。環境が大きく改善されてい

大阪市のＡ地区を訪ねて、お話を聞き、昼食をし、

ことで出席者が九十余人という多数。十四日には

を受講。内容は同和研修。今回は現地研修という

＊二月十三日から十五日。同朋会館で教導研修会

なっているのも一因ではなかろうか。

現代は生命の危機感も自己批判の心も大変乏しく

終了。法話の内容のお粗末さが主因であろうが、

かれる。法話をしても通じないもどかしさのまま

山された三十数人ほどの奉仕団を担当。三班に分

＊二月十日～十二日。同朋会館へ。滋賀県から上

〈 住 職 つれづれ日
つれづれ日 誌 〉

信じる信心であります。（了）

、、、、、、、、、、
の方ではただそのお言葉を目的に信じる
、、、
ばかりである。

い、安心ができません」

ある人「そうでございます」

如來様のお約束は、〈そのまま助ける〉の

師「はっきりと浄土参りに間違いがない

師「それが間違いである。よく水際を聞

当てにはなりません。

次に「全体、凡夫は心のボンヤリした

仰せの外はないゆえ、何時思ってみても

ものである」「凡夫は心のボンヤリとした

かねばならぬ。お浄土参りに間違いがな

心は浄土に向かって参れるに違いないと

のが本性」と七里師は仰せられます。こ

お助けの間違わさぬことは思われる。安
、、、、、、、、
安心するのではない、如來様のお喚び声
、、、、、、、、、
に向かって安心するのである。
〈助けてや

れも大事なことでしょう。私たちはとか

いと思うのが信心ではない。信心という
、、、、、、、、、、、
のは、本願を疑わないのが信心である。
か心がどのようであっても大事はない」

る、参ることを引き受けてやる〉という

く、ハッキリと浄土に生まれると思いた

そこで本願に疑いさえなければ、そのほ
ある人「それなら今死ぬるとしてみた時、

お喚び声に安心するのである。」

いとか、如来をハッキリと感得したいと

か、自分の罪業の深さをハッキリと自覚

師は「信心というのは、本願を疑わな

いと思うのですが、「凡夫は心のボンヤリ

したいとか、すべては如来のお計らいで

心の判然としないにつけても、〈これでこ

いのが信心である」と言われています。

としたのが本性」でいつまでたってもボ

真宗の聞法をする中で、方向違いをし

ーーーーーーーーーーー

今井昇道「病中感謝録」より。

心がボンヤリとしていても、よろしうご
ざいますか」
師「そうじゃ。心がボンヤリとしていて
も、それなりを如來様が引き受けて参ら

そ凡夫である。凡夫を助けてくださるの

私たちはーーー

ンヤリしたままです。大体、自分の心に

あるとハッキリと目覚めたいというよう

が如來様の約束なれば、私こそいよいよ

仏様がおられることを信じるとか信じな

ハッキリしたものを確認しようというの

やすい大事な点を明確に七里師はここで

お助けにあずかるに間違いはない〉と喜

いとか、浄土があるかどうかを信じると

がすでに自分の心を買いかぶっている証

に、「これだ」「これでよし」「これでこ

びなさい。

か信じないとか、今が仏の働きの中であ

拠です。昔から「この心に相談するとラ

指摘されています。

また凡夫は心のボンヤリとしたのが本

ることを信じるとか信じないとか、いろ

、、、、、、、
せてくださるのである。全体、凡夫は心
、、、、、、、、、
のボンヤリしたものである。
それよりは、

性だから、今死ぬるという時にいよいよ

