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る人は多いですね」
ｄ 「そういう人はどういう理由

宗教は必要ないものと思ってい

ｌ「現代に宗教は必要かどうか。

のかもしれません」

般化しているのが日本の状況な

教は不必要だ〉という考えが一

けば済むのではないでしょうか」
ｄ「おっしゃるような点から〈宗

とか精神的なセラピーが行き届

というものも、カウンセリング

がありましたが、今は浄土に生

要するにイヤだなあという気分

しい、どこか暗い、何か不安、

を思うと、それまでは何かさび

ｌ「どう違ってきましたか」
ｄ 「一言ではいえませんが、死

います」

と日々の根本気分が違ってきて

なって終わり〉と思っていた時

前は〈死んだら無くなる。骨と

ています。そうすると、それ以

仏教で言えば我執・我愛をいか

ｌ 「エゴイズムの問題ですか」
ｄ 「ええ。利己主義や利己心、

問題です」

ｄ 「ええそうです。次にエゴの

ｌ「いわゆる死後の問題ですね」

か〉という問題意識が希薄です」

ろ、私は一体どうなっていくの

す。今の日本人は〈結局のとこ

発達しても残りつづける問題で

宗教 はなぜ必要
宗教はなぜ
はなぜ 必要か
必要 か

で不必要だというのでしょうか」
ｌ 「人が宗教に入る理由はよく

るようになってきたと思います」
ｄ 「争いはどうですか。家庭内

ぬ事を問題にしなくても生きれ

しなくてもよいようになり、死

死ぬということをそんなに意識

て〉というのが〈人のいのちは

においても、〈人のいのちは短く

くなりました。さらに死の問題

って生活が困窮することも少な

た。ですから病気で働けなくな

長生きができるようになりまし

健康保険も社会福祉も充実して、

気もけっこう治るようになり、

くなりましたね」
ｌ 「それに医学技術の発達で病

ｄ 「食うに困るという人は少な

減りました」

になりましたから貧の苦しみは

といわれますが、経済的に豊か

を信じることによって、死して

ｄ 「ええでも、私は弥陀の本願

わらないでしょう」

ｌ 「宗教を信じても死ぬのは変

ず死と死後の問題です」

めてお話したいと思います。ま

ｄ 「私における理由を短くまと

は何ですか」

さんにとって宗教が必要な理由

ｌ 「宗教はなぜそれほど必要な
のでしょうか。さしあたってｄ
ｄ

にはなくてならぬものです」

ｄ 「人はともかく少なくとも私

なのでしょうか」

ｌ 「宗教はそれほど必要なもの

のだと思います」

かぎり、それはなくてならぬも

いろですが、真実の宗教である

ますか」
ｄ 「ええ、宗教といってもいろ

ｌ 「宗教はやはり必要だと思い

リなどのヒンズー教徒は宗教に

タイなどの仏教徒、インドやバ

心なキリスト教徒、チベットや

ています。イスラムの人々、熱

るのか〉という問題意識をもっ

か〉〈私の永遠の行く末はどうな

ば〈私は一体どうなっていくの

人々の多くは死後の問題、いわ

ょうか」
ｄ 「世界的に見て宗教に熱心な

ｌ 「死後の問題はどうなんでし

におさめられていきます」

ん。起こるままナンマンダブツ

いという思いも邪魔になりませ

と思います。しかし死にたくな

くないという思いもかなり強い

ではありません。ただ、死にた

とだ〉と言えるのも決してウソ

ばしばです。〈死ぬことも良いこ

という気持ちが起こることもし

な気分が随分やわらぎ、有難い

せていただけるので、以前よう

まれさせていただくのだと思わ

い〉と他を責める、いわゆる自

という誇りとなり、他者にたい

いうことですか」
ｄ 「善行をすれば〈我なせり）

ですね」
ｌ 「中身は自我というのはどう

中身は自我が中心になりやすい

的な善行は出来ても、善を行う

の道徳だけでは、形として利他

服できないものです。また一般

です。それは科学や経済では克

て以来の、人に課せられた課題

心を克服することは人類始まっ

自我を超えて、自我に愛着する

にして克服するかです。小さな

貧乏・病気・争い（貧・病・争）

不和などは」
ｌ 「それも昔は家庭内不和の代

浄土に生まれて仏のさとりを開

大変熱心です。かれらの一番の

関心事は、こうした問題だと思

＊８月２２日の同朋会は
休みます。

して〈お前は行いができていな

表は嫁姑の不和でしたが、いま

くことを信じさせていただいて
います。かすかな信じようです

います。これはどれだけ科学が

午後２時より

けっこう長い〉となったせいで、

は核家族で別居しますから、そ
ういう問題は少なくなりました。

が、安楽浄土に生まれると信じ

８月１５日（水）

＊ 同朋の会（念佛寺）
２２日午後２時
…………………
＊聖典講座（浜屋西宮店）
第１土曜日午後３時
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また精神的な落ち込みとか不安
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生きる意味が分からないという

があるのですね。その外に宗教

実行不可能という嘆きに帰する

考えないように自己防衛をして

るほど仏や神の救済がなくてな

愛にふれるのは宗教においてで

何とか生活しているのです。い

善他非の自我がどうしても世間

便利であり、多くの知識はもっ

す。仏というも神というもその

わゆる道徳にたいして鈍感にな

外なくなります。ですから私た

ており、しかもいっぱい面白い

中身は〈大いなる慈愛〉です。

るか、いつでも〈自分はそこそ

の必要性はありますか」

ものがあっても、それらは〈私

私たちはどこで心がいやされ

こ善人だ〉と自己肯定して、や

人たちは非常に多いですね」

ｌ 「外に宗教の必要性は------」
は一体何のために生きているの

るか。それはかぎりなき慈悲に

っと気楽になっているのです。

らぬものであることが知られま

ｄ 「まことの智慧を与えてくだ
か〉という問いには答えてくれ

よってです。人間同士の愛情は

ということは道徳は大事といい

の道徳にはついてまわります」

ら利他へということですね」
ｄ 「そうです。そのためには言
さるのが真の宗教だと思います」
ません」

うるわしいものですが、人が欲

ながら、実際は道徳を適当に軽

ちは知らず知らず道徳を真剣に

ってみれば、〈小さな我〉が破ら
ｌ「智慧とは何ですか」
ｄ 「ものごとを見るまことの眼

ｌ 「いわゆるニヒリズムの問題

求するほどの十分な愛情を人間

んじ、自己批判もできるだけ避

ｄ 「別して言えば、かぎりない

れねばなりませんが、それには
です。何が正しくて何が間違っ

ですね。宗教はこの問題に対し

同士で与えあうことはできませ

けなくては、気楽に生きられな

ｄ「ええ、経済的に豊かであり、

自我を超えて自我への固執（我
ているか。何が真実で何が虚偽

ん。ですからいつも愛情の欲求

いのが人間なのですね」

す」

執）を破るような働きに依らな
か、何が永遠で何が仮のものか、

てどうなんでしょうか」
ｄ「宗教とは本来、〈あるべき世

不満があります。また人間同士

ｌ 「なるほど。それと、利己心

ければ、我執を越えることは困
何が一番大事で何が二次的なも

界観・人生観〉を与えるもので

を克服するということは利己か

難だと思います」
ｌ 「我執を破る働きというのは
のか、人間の尊さとは何であり、

う自己矛盾を起こすのですね」
ｄ 「ええそうです。それで、己

神とか仏とかいわれるものです
ね」
正しく見る眼となるもの、これ

のです」

ています。どんなに華やかな生

の不道徳さを知ってこれを愧じ、

ｌ 「宗教無しの道徳だけで生き

ｄ 「そうです。私たち自我心を
は私たちにとって極めて大事な

ｌ 「仏教ではどうなんですか」
ｄ「仏教では、〈人生には誰もが

活をしても、愛を感じることの

しかも出来るだけ道徳を守って

の愛はいったんヒビが入ると容

越えていてしかもその自我の殻
もので、それを仏教では智慧と

心して求むべき真実まことがあ

ない生活は根本的にさびしく満

す。確かな世界観・人生観は人

を破ろうと働く働きが仏です。

いいます。智慧を身につけてい

る〉ことをあきらかにしていま

教から生まれてくると思います」

人間はなぜ平等かなど、ものを

仏に帰依することによって我執

く、そこに宗教の大事な意味が

す。人間はその真実（法）にで

たされないですね」
むけん
ｄ「仏に出会った人は〈大悲無倦

は

いこうという心情は、むしろ宗

る根拠を与えられ、我執を克服

できませんが、自我心を克服す

自我心を克服してしまうことは

にであったからといってすぐに

いるというのですね」
ｄ 「ええそうです。ただ人は仏

不満のたまった若者が自暴自棄

の中で現状の生活や自分自身に

だらと日が過ぎ去って行く。そ

見いだせず、ただ何となくだら

ｄ 「そうですね、生きる意味が

す」

は何か〉ということだと思いま

利他といいます。そのように自

にも真実をお伝えする、それを

に導かれて生き、まわりの人々

ではなく、であった真実まこと

といいます。しかし、それだけ

のですね」
ｄ 「ええそうです。それを自利

ることが、この人生での眼目な

ます」
ｌ 「人間は真実に帰依して生き

しての責任を果たす〉というの

に迷惑をかけず人を助け、人と

ます。道徳とは言ってみれば〈人

良いということになってしまい

日々の行いの指針は道徳だけで

ｌ「外には」
ｄ 「宗教が無いということは、

きることが可能です」

実にゆたかな情けに包まれて生

ではありません」

ない〉というような苦痛の道徳

義務や責任から〈なさねばなら

する意欲になるのです。それは、

それが、喜んで道徳を守ろうと

いう心が自然に起こるのです。

仏の心にかなう生活をしたいと

私の全体を摂取してくださる大

めることが出来るのは、悪しき

ｌ「なぜ宗教からですか」
ｄ 「自分の不道徳さを素直に認

していくプロセスに入ることが

になって、犯罪に走るというケ

利し利他していくのがまことの

でしょう。けれども、もしこれ

となく我を照らしたもうという、

ようとすると、道徳を適当に無

を越えていく道に出るのだと存

あります。釈尊や親鸞聖人の生

あい、その真実によって生きる

常照我〉で、仏の大悲はうむこ

間に生きる意味を与えるものな

じます。日常的な私（自我）か

涯をたどりますと、智慧が輝い

べく生まれてきたといわれてい

視しなくては生きられないとい

らでは我執を越えることはでき

ています」
ｌ 「今日、特に何が不透明かと

易に憎しみに変わります」
ｌ 「私も心の底に何を求めてい

ないと思います」
ｌ 「そういう点で、宗教はエゴ

いうと〈人が生きる本当の意味

るかというと〈愛情〉だと感じ

イズムを克服する原理をもって

恵まれます。

ースが増えているようです」
ｌ 「この前、東京で高校生２人

人生であると教えられています」

なさ

に深くてしぶといものです。自

が〈死ぬ理由はないけど、生き

を真面目に実行しようとすると

大変な重荷となりますし、また

ｌ「ほかに宗教の必要性は」

しかも仏の大悲心にふれた人は

悲の仏心に照らされて可能です。

分の修養努力ぐらいで何とかな

る理由もない〉といってビルか

人間の我執・我愛の煩悩は実

るような底の浅いものではない

ら飛び降りて自殺しましたが、

ｌ 「人生にはそうした尊い意味

と身にしみて感じてくると、な

を支えとする生き方は、必ず大

ません。ですからそういうもの

常転変して、どうなるか分かり

となのです。しかしこれらは無

やつれ合いなどを支えにするこ

いわば健康や財産や才能や子供

のものを支えとして生きるとは、

て極めて重要な問題に答えよう

の支えの問題など、人生にとっ

道徳の根拠の問題、動乱の人生

観の問題、ニヒリズムの問題、

問題、愛の問題、世界観・人生

死後の問題、利己心という罪の

お話くださったのですが、死・

ｌ 「宗教はなぜ必要かについて

た。家の者はあっけにとらわれ

屋のお内仏で御礼をし始めまし

のそばを通り過ぎて、隣りの部

庄松同行、家に上がると、病人

んがやってきました。ところが

ことにしました。そこで庄松さ

に事情を言って家に来てもらう

かということになり、庄松さん

のお話をしてもらおうではない

「オレが聞かせて助けるような

しい〉と申した時に、庄松同行

さんに〈早く病人に話をして欲

てしまったものですから、庄松

と、さっさとお内仏の前に座っ

そして、庄松同行が家に着く

たことになります。

実を庄松さんは身の行いで示し

阿弥陀様ばかりであるという真

これは、我や人を助けるのは

まいます。だからそれを自分が

上にこの世の宝を重大視してし

ことになりかねません。必要以

と云うことで匙を投げられまし

んからもう手の打ちようがない

る同行が大病になり、お医者さ

讃岐の国、木田郡植田村のあ

響き、「ああそうであったか」と

いた病人の耳に突き刺すように

した。この一言が隣りで臥して

これでも不足なのか」と言いま

こに正覚取ってあるじゃないか、

らぬと誓いをたてた仏が、今こ

こと。それは「汝は助かるぞ、

いて仏になっておられるという

お方が、すでに永劫の修行にお

たら仏にならない」と誓われた

「衆生（汝）を助けられなかっ

表れてくださっていることは、

南無阿弥陀仏とお念仏となって

しお勤めをしようとされた点で

さる。もうオレやお前さんの救

こに正覚取った阿弥陀様がいな

ズバリ、救いのかなめを言い放

（了）

つ一言がこの病人の心底に届い

たのでした。

信心・靖国問題などを語り合う。

していた。総勢四名の座談会。念仏・

ブルとのこと。サーモスタットも故障

外機は周囲があまり高温になるとトラ

座談。どうやら古い型のクーラーの室

でお勤め。後、別室に移動して、信仰

ーラーが故障。うだるような暑さの中

＊七月二十一日。念仏座談会当日。ク

過疎地の寺の後継者問題は深刻である。

抱えているお寺がごまんとあり、特に

の喜びであった。全国に跡継ぎ問題を

に一件落着された。住職ご夫妻も安堵

ご養子が入寺され、長年の跡継ぎ問題

＊七月十四日。Ｈ寺の法話に。Ｈ寺に

朝起きは願えども来たらず。

して起きづらい。スカッとさわやかな

である。朝起きると身体がぐったりと

例年よりも早く猛暑がやって来た感じ

つれづれ日 誌 〉
〈 住 職 つれづれ日

＊どなたでもご自由にお参
りください。

の合掌であり勤行でした。

きな不安を抱えています。それ
としているのが宗教なのだとい

て「庄松さん、庄松さん、今日

言い放ちました。これがはなは

得ると誇り、失うと失望する。

た。このお同行さん、日頃熱心

大変喜ばれた、ということです。

さて、そんなことでこのお同

す。それは「阿弥陀様、私ども

いはすでに仕上がっているじゃ

午後２時より

まで来ていただいて病人に信心

に対して仏を支えにする人は、
うことが少し分かってきました」

ん「己（お）らが本願つくった

だ有難いところです。真宗の信

また他者が得ると妬み、無いと

に聞法し、自分の信心は大丈夫

証拠が南無阿弥陀仏であるぞ」

あい、仏のお浄土を我が帰る故

行さん、〈これではどうしよう、

のような者をお助けくださいま

あないか。これでも不足なのか」

９月２２日（土）

ｄ 「最後になりますが、この世

仏は永遠不変の真実ですから、

い、阿弥陀様を示して「己（お）

ものは何ももっていない」と言

御礼のお勤めをしてもらうため

らやお前を生まれさせずば、正

お前さまに来てもらったのは、

どれほど動乱しても、揺るがな

ではない。病人が後生の問題で

覚取らぬと誓いをたてた仏が、

（了）

い支えをもって生きることがで

苦しんでいるので、どうか病人

今ここに正覚取ってあるじゃな

この世の良きもの美しきものが

きましょう。このような人生の

に後生助かる話をしてやってお

でなし、助けてやるものを持っ

心はこの一点に気がつくことと

いか、これでも不足なのか」と

ているでなし、何も聴かせるよ

いっても過言ではありません。

くれ」と言いましたら、庄松さ

帰依処の問題は宗教の第一の領
域です。

妙好人で名高い庄松同行（１

うなものはない、己（お）らや

すでに阿弥陀仏となっておられ、

信仰夜話

的地位・職業や学歴や家柄や美

７９９～１８７１）の逸話に次

お前を生まれさせずば、正覚取

それで、この世の宝すなわち

貌などの価値を支えにした世間

のような話が伝えられています。

健康や財産や子供や才能や社会

的な生き方は、こうした世間の

軽蔑したり差別したりします。

と思っていましが、重い病にな
この話に妙味があるのは、ま

とお知らせ下さり、喚びかけて

さまざまな宝に過度に執着する

人間に対する差別の原因の一つ

り余命幾ばくもないとなった時、

ず庄松さんが病人のそばに行か

下さるおすがたであります。「こ

郷と知らされて生きる人は、こ

どうしょう〉と大変苦しみまし

すことまことに有難うございま

と庄松同行は仰せられるのです。

ふ

には、この世の価値だけにとら

確かと思いこんでいた信心が壊

ず、阿弥陀仏の前に座って合掌

の世の価値や宝に過度に執着す

た。家族の者が心配して、これ

す」という御礼の心を表すため

ねた

われるところにあります。まこ

れてしまいました。

ることから自由であることを許

はひとつ厚信の庄松さんにここ

助けるぞ、間違いないぞ、その

との尊き永遠の宝である仏にで

されていると思います」

【秋季彼岸会法要
秋季彼岸会法要 】

歎異鈔
もん

第十一章第一講

一文不通 のともがらの念仏
一文不通のともがらの
のともがらの 念仏もうすに
念仏もうすに
おうて 、「 なんじは誓願不思議
なんじは 誓願不思議を
おうて、
誓願不思議 を 信 じ
念仏 もうすか、
また 名号不思議を
て 念仏もうすか
もうすか、 また名号不思議
名号不思議を 信
ずるか 」 と 、 いいおどろかして、
いいおどろかして 、 ふた
ずるか」
ふんみょう
つの不思議
つの 不思議の
不思議 の 子細をも
子細 をも分
をも 分 明にいいひら
明 にいいひら
かずして
かずして、
、 ひとのこころをまどわすこ
と 、 この
この条
条 、 かえすがえすもこころを
とどめて 、 おもいわくべきことなり。
おもいわくべきことなり 。
とどめて、
（歎異鈔第十一章より）
（現代語訳ーーー文字の一つも知らずに
念仏している人に向かって、「おまえは阿
弥陀仏の誓願の不可思議なはたらきを信
じて念仏しているのか、それとも名号の
不可思議なはたらきを信じて念仏してい
るのか」といって相手をおどろかし、こ
の二つの不可思議について、その詳しい
内容をはっきりと説き明かすこともなく、
相手の心を迷わせるということについて。
ーーーこのことはよくよく気をつけて考
えなければなりません）
浄土の教を聞いて素直に念仏している
人たちに向かって、浄土の教を少し専門
的に学んだことを誇りに思っている人が
「お前たちは弥陀の本願で助かると思っ
ているか、それとも称える念仏で助かる
と思っているのか」と、さも自分たちは
分かっているつもりになって、無知な人
たちに問題をふっかけて驚かす。そうい
うかしこぶった人たちこそ、本願と念仏
とは離れないものであるのに別なものに
誤って受けとり、不可思議な本願と念仏

といっても、なんら矛盾はありません。

ってもいいし、お念仏によって救われる

拠でしょう。本願によって救われるとい

弥陀の本願を本当にいただいていない証

て助かるか」などと考えることがすでに、

あるいは不可思議な名号（念仏）によっ

「不可思議な本願によって助かるか、

と、そういうように著者の唯円房は申

はよくよく考えてみなければならない。

たずらに人々を迷わしている。このこと

に人々に正確に説き示すことをせず、い

の正しく詳しい内容を知らず、それゆえ

録』は五十年も昔の講話ですが、このご

と述べられています。この『歎異鈔聞思

思います」

ようとするところにあるのではないかと

べてこれは念仏を申さないで本願を論じ

ところは一体どこにあるかというと、す

どに当然でありまして、その由って来る

こういうふうに論ずるのは当然過ぎるほ

世に実現することになるのである〉と、

に本願を信ずることによって浄土がこの

のがこの世へ実現するのである。要する

会的に弘めることによって浄土というも

本願というものは、それをわれわれが社

は一つの実現思想となってくる。如来の

相というも一つである。それは社会的に

険な思想になってしまいます。

社会秩序を乱し、倫理道徳を破壊する危

となりかねません。そうなると、それは

れる」

悪も許され、どんな悪をおかしても救わ

かる。どんな悪人でも救われる。どんな

「弥陀の本願はどんな悪を為そうとも助

想として、人間の側から主張されると

もなりえます。すなわち弥陀の本願を思

そして悪くすると、本願は危険思想に

は無くてもかまわないとなります。

なります。弥陀の本願は大事だが、念仏

助けられる」必要はなく、念仏も無用に

そこにはもはや「弥陀の本願に自己が

されるのでありましょう。

両方は無理なく一つにいただけるもので

指摘は現代にも通じます。

身の上に聞かせていただく時、大悲の深

弥陀の本願は仏のお言葉として、我が

す。それが何か別のように思うのは、弥
陀の本願を信じないで、本願を知識的に

と分からないということは、本当は「本

です。ところがお念仏がそのままお助け、

仏がお助けであることは分からないもの

る」ということは分かるけれども、お念

しまうと「阿弥陀仏の誓願不思議で助か

て受けとって、それで分かった事にして

大体、弥陀の本願を思想的に知識とし

はなく自分の本当の願いである本願に生

本心の願いに目覚め、我欲に生きるので

弥陀仏の本願を知ることによって自分の

うとして己を害し他者を害している。阿

本願を見失って、自我の欲望をかなえよ

る。私たちは自分の中にあるこの純粋な

間の心の中にある純粋な本心の願いであ

「阿弥陀仏の本願というのは要するに人

なるのでしょうか。

の仰せとして、我らが身の上に〈お聞か

主張する思想ではなくて、どこまでも仏

弥陀の本願は、人間が人間に向かって

す。

時、大悲が身にしみて有難く感じられま

と。この仏のお言葉を聞かせていただく

必ず助ける、我をタノメ」

罪はいかほど深くとも、汝を見捨てない。

「汝、極重の悪人よ、我が名を称えよ。

仰せとして聞かせていただく時、

さに頭が下がります。弥陀の本願を仏の

願によって助かる」ことも分かっていな

きるようにしなければならない」

せいただく〉ものです。

例えば弥陀の本願を思想化するとどう

いのです。ただ知的に頭で理解している、

という理想主義になったり、更には

頭で受けとっているだけだからでしょう。

つまり本願を思想化しているのです。

「その結果はどういうことになるかとい

ころで

異鈔聞思録』の中の歎異鈔第十一章のと

とになるかについて、金子大栄師の『歎

弥陀の本願を思想化するとどういうこ

というような、「世直しの論理」に、弥陀

ならない」

れている。一人一人が弥陀の本願に生き、
、、、、、
この本願にそって社会を変革しなければ

な共同体としての交わりをなすべく願わ

存在であり、人間はお互いに自由で平等

される如く、念仏を抜きにして本願を受

の大きな理由の一つは、金子大栄師が申

魔説となってしまいます。

理想主義になったり、世直しの思想にな

このように弥陀の本願を思想化すると

「弥陀の本願には、人間は平等なる尊い

えば、〈弥陀の本願が分かってくれば分か

の本願がなってしまいます。

なぜ本願が思想化してしまうのか。そ

ったり、悪くすると人倫道徳を破壊する

った時に即ち仏である。往相というも還

けとろうとするからでありましょう。お
念仏を申すことをしないで本願を論じ、
（了）

頭だけで観念的に弥陀の本願を受けとる
からです。

