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のでしょうか」

えが

幸せは遠い未来に夢として思い

けど、あんたも悪い点を改めた

あんまり言われると、〈そういう

うちはじっと聴いていますが、

ところがありますから、初めの

で責めてきます。私も反省する

が」
Ｆ「〈親が憎い〉と私たちを電話

いほどのこととも思われません

とですから、憎まれねばならな

ったのだと思います」
Ｄ 「そういうことはよくあるこ

とつい比較してしまうことがあ

勉強ができるものですから、兄

Ｄ「どんなことが反省点ですか」
Ｆ 「上に兄がいて、兄はもっと

はいますが」

らないか。いろいろと反省して

どうしてそんなに憎まれねばな

悪い、親が憎いというんです。

るんですが、何かにつけて親が

Ｄ「どういう悩みですか」
Ｆ 「息子からときどき電話があ

の息子のことで悩んでいます」

Ｆ 「東京に住んでいる二十七歳

あなた方にぶつけているのでは

に本人も気づかずに不満を親の

があって、それを軽減するため

きないほどのやりきれないもの

自身の中に自分でとても処理で

の場合、息子さんの怒りは自分

思えません。ですから息子さん

あなたの育て方が特に悪いとは

思います。お聴きしていますと

とが人間の成長のプロセスだと

取ってそこから対処していくこ

とです。自分の問題として受け

がなかったかを反省してみるこ

にする前にまず自分自身に問題

か不満を、他者や世の中のせい

いうのは」
Ｄ 「自分に起こってくる悩みと

として成 熟していきません」
せいじゅく
Ｆ「人間として成 熟していくと

の責任にしているかぎり、人間

分の苦しみや憤まんをいつも他

に受けとめてみることです。自

題があるのではないかと主体的

不満な思いはまず自分自身に問

るのではなく、自分の中にある

それをいつまでも親のせいにす

うまくいくようになると次に金

み始める、やっと子供の問題が

次に子供の事で問題が起きて悩

治ってやれやれと思っていても

しかしながら、たとえ病気が

べてこういった解決です。

解決、教育問題の解決などはす

治的解決、経済的解決、医療的

自然にやっていることです。政

を求めることはいわれなくても

大事なことです。そういう解決

たそういう解決を求めることも

ことが解決といわれますし、ま

解決といいますね」
Ｄ 「ええ、世間一般にそういう

いと勉強するようになることが

が解決であり、子供が勉強しな

困るとお金に困らなくなること

治すことが解決であり、お金に

味での解決ということでは」
Ｆ 「普通は病気になると病気を

一般に考えられているような意

Ｄ 「ええそう思います。ただし

決する教えではないのですか？」

います」
Ｆ 「真宗は人生上の諸問題を解

決するための教えではないと思

かってくる多くの問題を直接解

さまざまな問題、自分にふりか

仏したら病気が治るとも、お念

決から言うと、真宗では、お念

Ｄ 「そう思います。そういう解

ものという気持ちと似てますね」

ってみて、もし当たればもうけ

うのを聞いて、半信半疑でもや

のワクチンは効果があるとかい

この薬草を飲めばいいとか、こ

このキノコを食べれば治るとか、

いうことでしょうか」
Ｆ 「末期ガンにかかった人が、

思います。効果がなくて元々と

う切迫した気持ちで入るのだと

ょっとでも御利益があればとい

苦しくてたまらないときにはち

すがる思いでそうした現世利益

ますから、多くの人がワラをも

たえず強調され、宣伝されてい

やすいですし、多くの効験話が

ようというのですから、わかり

を表看板にしていますね」
Ｄ 「ストレートに問題を解決し

係が急によくなったりすること

たり、病気が治ったり、人間関

て商売がうまくいくようになっ

えたり、先祖供養をしたり、ご

教なり新宗教などは、題目を唱

Ｆ 「世の中のほとんどの新興宗

描くだけです」

ら〉とさとしたり、時には逆ギ

ないでしょうか」
Ｆ 「そうかもしれません。それ

銭面の困りごとが起こるという

仏したら家庭の争いはなくなる

Ｄ 「お念仏は、総じてこの世の

レしてしまいます。そうすると

で、いろいろ息子にアドバイス

ように、一難去ってまた一難と

とか、お念仏したらお金に困ら

念仏 の 解決
お 念仏の

もっと激しく怒ってきます」

したりするのですが、それが返

いうのが人生の実際です。もし

なくなるとか言いませんから、

き

けいげん

せっぱく

なお

なお

を強調する宗教に入るのですね。

こうけん

祈祷をしたりして、それによっ

きとう

Ｄ 「二十七歳でしたら、もう親

って反発されてしまいどうにも

それらの問題がすべて解決した

なかなか人は寄って来ないのか

ふん

から精神的に自立していてもい

なりません。どうしたらいいで

後に幸せがあるとなら、いつま

もしれません」

せいじゅく

い年令ですね」
Ｆ 「精神的に自立するというの

しょうか。お念仏ではこうした

でたっても幸せは来ないですね。

たいしょ

は？」
Ｄ 「たとえ子供の頃、親の育て

問題にどう解決を与えてくれる

しょり

方が少々まずかったとしても、

Ｆ 「お念仏を申しても効験はな
波のことで、大難小難を大波小

Ｄ 「いわゆる私どもの人生の荒

とえですか」
足を見つけ出すことができるよ

り、また自分の人生にすぐに満

息子さんがご両親を憎まなくな

ませんが、お話によって少し楽

沸いてくるのです」
Ｆ 「まだ十分理解したとはいえ

ロウソクも線香も焼香もしてはいけな

五月四日。甲子園の都ホテルで法事。

代わりに献花となった。以前、芦屋の

れば、船中で重い荷物を担いで

う制約はなかったが、都ホテルでは厳

竹園ホテルで法事をしたときはこうい

いとのホテル側の要請があり、焼香の

うになるというわけではありま

になりました」
Ｄ 「ちょうど阿弥陀丸の船に乗

住職 つれづれ日誌
【 住職つれづれ
つれづれ日誌】
日誌】

いし、また効験を期待してお念

こうけん

仏申すわけではないとしたら、
波の波に譬えたのです」
Ｆ 「経済状態が悪化するとか病

いる人はいません。荷物をおろ

しい制限があり法事をしている雰囲気

お念仏の救いというのはどんな
せんね」
Ｆ 「では、具体的にお念仏はど

して、自分のできることに精を

しんせき

ホテルに行ったが、このホテルでは法

で耐えていけるというのですね」

見せてもらった。ホテルでの法要は便

事用の部屋を用意しているとのことで

にはなりにくかった。先日、宝塚観光

だしていけばいいのです」
Ｆ 「そうすると問題があるまま

かつ

するとか親戚同士の仲が悪くな

ういう意味なのですか」
Ｄ 「お念仏を聞くというのは、

気になるとか子供がひどく反発

Ｄ 「お念仏をいただくことによ
るとかいう、大小様々なさわり

ものなのでしょうか」
って、さまざまなこの世の問題

阿弥陀仏が私たちとともにまし
なんぎ

主であること。ということは息

Ｄ 「ええ、どうにもならぬ現実

利で、施主も楽であり、食事も美味な

Ｄ 「さまざまな難儀なことを解
消しようというのは、個人的な

子さんの場合もあなた自身の場

に随順しつつ善処していくので

まして、阿弥陀仏が私の救いの

のことですね」

た

に耐えていき、ひがまず、いた
なんぎ

ずらに落ち込まず、いろんな難儀
なことに善処しつつ、問題があ
問題だけではなく、政治経済や

合も、人間を真実に導き、まこ

ものが用意される反面、宗教的・仏教

た

るままで充実して生きていける、
科学技術や医療などの領域でも

す。ところが私どもの自我は今

的な精神性が乏しい。どちらかといえ

ぜんしょ

そのような智慧であり力となっ

との幸せを恵みたもうお方は阿

すぐに解決したいとあせるので

ンになっている。

仏が人生のまことをいっそう深
実施なども同じです。

ふくし

同じです。食料の確保や治安の

弥陀仏であることを聞くのです」

す」
Ｆ 「そうですね。時がくるのを

五月二十八日。幸田昌山師が逝去され

こんきゅう

てくださる。しかも、さまざま
維持や経済的困 窮者への福祉や

Ｆ「ということは」
Ｄ 「阿弥陀仏が〈汝の力では今

じっと待てないのですね」

われるのですね」
Ｄ 「ええ、人生には問題がいろ

なる智慧、それがお念仏だとい

によってなお深く生きるように

に生きる支えとなり、またそれ

りは問題があってもその中で真

ださるのがお念仏です。金子大

感じつつ生きる智慧となってく

れらの問題があるままに幸せを

だらけの中で安定し充実し、そ

しようと善処しながらも、問題

さまざまな問題をなんとか解決

を解消していく方法ではなく、

が引き受けるから我をたのめ〉

であります。南無阿弥陀仏は〈私

を私にゆだねてよい〉との仰せ

していけばいい。汝の重い荷物

汝のできることを息子のために

は弥陀が受け持って導く。汝は

の息子を本当に幸せにする責任

いと計らうのです」
Ｆ 「今すぐ何とかしようとして

ことから解放されて楽になりた

います。すぐにでもやっかいな

なかなか待てずにあせってしま

ありますが、私たちの自我心は

また道が開けてくることがよく

Ｄ 「時が 熟 し状況が変われば、

ができ、私も三度ほど寄せていただい

の指導に当たられた。毎朝誰でも参禅

を金光 明 庵と名づけて解放し、坐禅

年発心して禅修行をされ、鳴尾の自宅

阪市で会社を経営されていた方で、後

たとの報を聞く。幸田師はもとは東大

ば法要そのものより、後のお 斎 がメイ

とき

な困った問題を縁として、お念
鉄道や道路を造るなどの対策と

はどうすることもできない、汝

いろあってもかまわないし、問

栄先生は〈お念仏はこの世を救

との大悲です」
Ｆ 「じゃあ私は何もせんでもい

ところがお念仏は難儀な問題

く教えてくださる」
Ｆ 「諸問題が解決するというよ

題だらけの人生を精神的に安定

う教ではない。この世から救わ

じゅく

して生きる支えとなるのがお念

れて、この世を救うことに善処

ことがよくありますね」
Ｄ 「自我というのは何ごとも自

っては腹を立ててケンカをする

無理をし、うまくいかないと言

人が自由に集い、仏教にふれていただ

の道場として解放して、そこに縁ある

に心を寄せる人があれば、僧俗を問わ

因は、師のお姿からである。真に仏教

興の可能性を期待するようになった一

た。私が「草庵仏教」に現代の仏教復

みょう

仏ではないでしょうか。親鸞聖

ぬことは一つもありません。阿

分の思い通りにしたい根性です

く。その中からまた自宅を仏教の教え

なんし

ぐぜい

なんど

〈難思の弘誓は難度海を度する

続と拡散の中から日本仏教が再生され

していく教である〉との趣旨を

議にもご恩に応えてご用を勤め

ていけばというドリームを私はもって

にな

たいという喜ばしい思いが沸い

いる。

うな人が誕生していくという、その連

を伝える道場として解放する、そのよ

ず、規模の大小を問わず、自宅を仏教

申されています」

弥陀仏が苦悩しているあなたの

からね。自我こそ苦しみの元と

いんですか」
Ｄ 「どうしてもしなければなら
、、、、、
Ｆ 「この世から救われるのがお

重い荷物を担ってくださるので

いえましょう」

しゅし

大船〉

念仏だといわれるのですね」

す。しかし、その阿弥陀仏の大

人のお言葉では、

とお示しになっています。お念

Ｄ 「ええそうです。この言葉は

悲のご恩が知られてくると不思

ど

仏は、荒海を渡す大きな船のよ

非常に深い意味がありますね」

てきます。如來の大悲から、何

（了）

うなもので、海が大波小波で荒

Ｆ 「では息子の問題などはどう

かさせいただこうという願いが

こた

けつつ乗りこえしめるようなも

なんでしょうか」
Ｄ 「お念仏を申したら、すぐに

れていても、その荒れる波を受
のです」
Ｆ 「大波小波というのは何のた

歎異鈔 第十二章第三講
みょうもん り よ う

「あやまって、学問して、名 聞利養の
じゅんじ
おもいに住するひと、順次の往生、い
かがあらんずらんという証文もそう
ろうぞかし。」
（歎異鈔第十二章
より）

（現代語訳―――学問をしても、それに
よって名誉や利益を得ようという誤った
思いをいだく人は、この世の命を終えて
浄土に往生することができるかどうか疑
わしいということの証拠となる文もある
はずです）
この一節について、今回は聞思したい
と思います。
みょうもん り よ う

〈学問して名 聞利養のおもいに住する〉
とはどういうことでしょうか。
まど

仏教の学問をすることは、仏法の道理
を深く理解し、仏法に惑うている人に仏
法の真実性を明確にすることによって、
仏法に帰入していただく、そのための仏
教の学問であります。ところが学問をす
ることによって名聞利養を求める、ある
いはそういう方向へ流されていく、こう
いう人たちをここで〈学問して名聞利養
のおもいに住する〉人と仰せられている
のでしょう。
このことは仏教に限らず、学問研究者
けんさん

が学問をしていく中で、ただ純粋に真理
を求めたり技術の革新のために研鑽して

にんし

小慈小悲もなけれども名利に人師をこの

みょうり

めているのが仏法。その仏法を学ぶ者が

むなり」

いるかというと、研究を行うその人は煩

名聞利養を求めるのは大変浅ましいこと

ぐそく

悩具足の凡夫ですから、自分の学問が多

とあり、小さな愛情すら無いのに、人の

欲望の代表的な五欲の中に名誉欲が入っ

欲です。色欲は性愛の欲望のことです。

五欲は財欲、色欲、食欲、名誉欲、睡眠

しかるに煩悩を超えていく仏教の教えを

ることを願って生きる者であるはずです。

煩悩を超えた清浄なさとりの領域へいた

者は自分と他者がともに煩悩を悲しみ、

イントが置かれていると「順次の往生は

によって名声や利養を得ることに心のポ

聞こうとせず、浄土の学問を修めること

遇いながら、我が身の助かる道を真剣に

さてここでは、せっかく浄土の教えに

実に厳しい自己批判をしておられます。

師となって名利を求める私であるという

です。

仏法は自我への愛執を離れ、我欲を浄

くの人に認められて自分の名を高めたい
と願うことはよくあることで、こういう

ぶつだ

化して、清

ていることは、名誉欲が外の四つの欲望

学ぶ者が、名誉や利得のために仏教の学

いかがであろうか」、すなわち来世に浄土

浄真実の仏陀になることを

欲望を名聞の欲いわゆる名誉欲といって、

理想としているのであって、仏道を歩む

しょうじょう

仏教でいう五欲の一つです。

に負けず劣らず強い欲求であることを表

問をするのは道をはずれたよこしまなあ

に生まれることはおぼつかないといわれ

ずいみん

しています。

り方といわねばなりません。

名誉欲というのは、日常生活のレベル

これは親鸞聖人の時代だけのことでは

という証文」はどういうご文かというこ

この「順次の往生、いかがあらんずらん

じゅんじ

るのです。

たい、悪く言われたくない、悪く思われ

ありません。昔も今も仏教学を修める者

でも「人に良く言われたい、良く思われ
たくない」という意識として始終起こっ

が一番 陥 りやすい誘惑は、仏教を学んで

手紙をさしているといわれています。そ

とですが、これは聖人八十八歳の時のお

おちい

てきます。我執我愛の自我意識が名声を

名聞利養を得ようとすることです。

ひざもと

求める心となっているのでしょう。

巣くっているのが利養を求める心です。

しかも名聞（名声）を求める心の底に

て救われたいという純粋な心で学んでい

を学んでいましたが、自分が真実にあっ

修行に励んでいた頃、多くの僧侶が仏教

てえませたまいしをみまいらせ候いき。

りたるを御覧じては、往生必定すべしと

「ものもおぼえぬあさましき人々のまい

る日、法然聖人が

の中で、法然聖人のお膝元におられたあ

利養というのは「利欲をむさぼって自分

る人はむしろ少数者だったように思いま

聖人が比叡山で天台宗の修行僧として

の身をこやすこと」です。

取ることも可能となります。芸術・学術

あちこちから招かれて高額の報酬を受け

すいものです。たとえば、有名になると、

名声が高まると、高収入につながりや

ても十分あり得ることです。だから今日、

からずいたようです。これは現代におい

ようという野心で学問していた人が少な

れによって経済的な豊かさや権力をも得

釈し、講師や人師となって名声を得、そ

す。学問を研鑽にして多くの人の前で講

たちの往生はいかがなものであろうか」

賢こぶる人たちをご覧になって「あの人

りにして、浄土の法文の学問沙汰をして

す。我が身の往生を定めることをなおざ

と仰せられたことを記しておられるので

りたるをば、往生はいかがあらんずらん」

ふみざたして、さかさかしきひとのまい

けんさん

・芸能・スポーツ関係などでは特に顕著

仏教学は非常に盛んですが、仏法そのも

と仰せられたことを書いておられます。

すなわち名声には利得がともないます

まね

です。

のは盛んにならないといわれます。

から、名誉を求める心には利養を求める

も素直に本願を信じて念仏を喜んでいる

この聖人のお言葉を、学問は無いけれど

また、ひとたび真実にであって救われ

人たちに対して「淨土の経典やその解釈

心がつきものです。その姿を「名聞利養

た身になっても、名聞利養を求める煩悩

を学ばない者は往生は定まらない」とい

のおもいに住する」というのであります。

はひつこくついて回ります。親鸞聖人は

おさ

仏法以外の世間の学問を修める者が名

いおどろかす学問沙汰の人たちを批判さ

ましょう。

（了）

れる、その証拠の文とされたのだといえ

この心をじっと凝視しておられ、この煩
「是非しらず邪 正もわかぬこのみなり

じゃしょう

悩を慚愧されていました。お言葉に

ざんき

声を望み利益を求めることは、それも煩
いまし

悩ですからできるだけ避けねばなりませ
きび

んが、名聞利養を求めることを厳しく 戒

三河の七三郎
江戸時代後期に、三河（名古屋地方）

こまで訪ねてきておりながら、居眠りを

が苦になり一大事のおもいで遠方からこ

同行の居眠りをしている姿を見て「後生

をはじめました。そばにいた人がこのお

るとそのお同行、こくりこくりと居眠り

ところにあるのです。七三郎さんの聞法

て、どんな人の心の中にもその一番深い

た宗教心は、釈尊だけにある心ではなく

力を捨て、家族からも離れて真実を求め

の身分でありながら城を離れ、財産や権

行こうという心であります。釈尊が王子

しても、世界の果てまでも真実を求めて

す。

びも省みていかねばならぬものでありま

生心しておかねばならない、またいくた

かぶりが生まれます。これが聞法者が一

が分かるようになった」というおごりた

深くなった」「心が純粋になった」「道理

以前の自分より「仏法者になった」「信心

てしまいます。また、長年聞法すると、

にお念仏を称え続けていました。そうす

するとは」と、その聞法姿勢にたいして

の姿勢にこの宗教心の発動を感じます。

すると七三郎、居眠りをしているお同行

さて、加賀についた七三郎、さっそく

批判されました。仏法はどこまでも自己

にか仏法が鉄砲になってしまう」と自己

いねむ

いねむ

批判めいたことを七三郎に語りました。

に七三郎という厚信のお同行さんがいま
を批判するようなことは少しも申されま

香樹院師を宿に訪ねて「七三郎はまだそ

否定の道です。ところが聞法に励んでい

し上げたところ、師は姿勢を正し 厳 かな

す。自分を打つ仏法が逆に人を打つ鉄砲

他者の批判をする道具にしてしまうので

くと、いつの間にか学んだ仏法でもって

先人が、「仏法を聞いているといつの間

した。妙好人として多くの聞法者から敬
せんでした。ただ「私も昔はそうであっ

んなところにいるか、との仰せはどのよ

こうしん

われていた方です。日頃、香樹院徳龍師
た」と話されたのでした。

め

うな思し召しでございましょうか」と申

おぼ

に親しくご教示を受けていました。
いつわ

その七三郎に次のような逸話が残って
さあ七三郎のこの一言が何かの縁で師

になってしまうのです。よくよく気をつ

おごそ

の香樹院師の耳に入りました。この七三

、、、、、、 、、、、
声で「七三郎、今はどうじゃ、今はどう
、、
じゃ」と仰せられました。これを聞いた

います。

郎さんの「私も昔はそうであった」とい

ごしょう

七三郎がいた当時のことです。後生が

これについてですが、とかく「自覚が

けたいことです。

大事である、自覚せよ」と迫る思し召し

七三郎、初めてその思し召しに気がつき、

いのは昔のことと思いましたが、今もや

は、「自分は自覚できた」という信心にな

う言葉を聞かれた香樹院師が、かたわら

この香樹院師の言葉がまた伝えられて

はり後生知らずの邪見な者はこの七三郎

りやすく、そうなると他者に対して「汝

苦になって熱心に真宗の教を聞くように

七三郎の耳に入りました。七三郎は非常

でございます」と心の底からあやまりは

はまだ自覚が足りぬ。自覚ができていな

冷や汗を流しておそれ入るばかりでした。

に驚き、「七三郎はまだそんなところにい

てました。そして「香樹院樣なればこそ、

い」と批判することになりかねません。

の人に「七三郎はまだそんなところにい

るのか」と師が言われたのはよほど深い

ようこそ私の誤りをお知らせくださりま

大谷派の同朋会運動の中でこういう傾向

なった一人のお同行さんがいました。死

〈後生の一大事〉という言葉ですが、

わけがあると思い、早速三河から京都に

した」と感謝して三河に帰られたとのこ

が現れたことも事実です。「私は自覚がで

だら地獄に堕ちるのではなかろうかとい
う心配から、聞法を始めたようです。
ごしょう

よって七三郎は自分が知らず知らず高上

言は実に厳しい言葉ですが、この言葉に

この香樹院師の「今はどうじゃ」の一

りぬ、自覚ができておらぬ」と高みより

なった」であり、「あなたはまだ自覚が足

自覚ができていなかったが今は自覚者に

きました」という信心は、「昔の私はまだ

おぼ

これは死後の自分の生まれ先の問題とい

おられた師を訪ねました。ところがあい

とです。

そして「後生の大事の気持ちのかからな

うことが直接的な意味でしょうが、要す

にく師は加賀の国へ出張しておられまし

るのか」と仰せられました。

るに「大切な自分自身はいったいついに

た。それを聞くや七三郎、すぐその足で

んでから先自分はどこえ行くのか、死ん

はどうなるのか」「自分自身はいったいど

加賀まで香樹院師を訪ねて行きました。

お

こへゆくのか「自分の永遠のゆくすえは
どうなるのか」という、我が身の未来永

ふしん

不審が起これば、苦労をいとわずどこ

がりをしていた我慢・ 憍 慢の自分を知ら

どこまでいっても「私は自覚ができま

遠を問題する大事のことです。

までもお聞かせていただきたいという七

されたのです。貪欲や瞋恚に比べ、憍慢

した」とはいえない。「どこまでも自覚も
欲求です。財産をつぶしてもこのこと一

は人の知らぬことを知っており、人のせ

聞法をしていくと、いつの間にか自分

南無阿弥陀仏が全てであります。

るほかなき身であります。私の方はゼロ、

す」という、徹頭徹尾、弥陀に助けられ

てっとうてつび

人を批判しかねません。
三郎の燃えるような聞法の志に心を打た

や高上がりの煩悩は自覚されにくいもの

できない、あいもかわらぬ無自覚な私で

きょうまん

このお同行は後生が苦になって真剣に

れます。まことに純粋な宗教心は人間の

です。

る時、七三郎に教えを請うため訪ねてい

つを聞き開かずにはおかないという心で

ぬ殊勝なことをしており、人よりも何か

（了）

しんに

聞法にこころざし、遠近各地の名師や妙

内奧からわき起こるもっとも深くて強い

ったところ、七三郎はただナムアミダブ

あり、腕を失い目を失ってもこのことを

値打ちがついたように知らず知らず思っ

とんよく

好人を訪ねて聞法していたようです。あ

ツ、ナムアミダブツとお念仏ばかりを称

聞き開かずにはおかない心であり、野宿

こ

えていました。そこでこのお同行も一緒

