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Ｄ「それは困ったですね」
Ｓ 「結婚に失敗し、子供とも離

さんとの 対話
Ｓ さんとの対話
Ｓ 「生きるのがイヤでもう死ん
ればなれ、お金もないし、私の

つら

ことを心配してくれる人もいな

でしまいたいんです」
Ｄ「死にたいほど辛いのですね」

ですね」

つけない方がいいといわれるの

は出来ない。けど、どうにもな

らないし過去のことはやり直し

みなお

実を、見直すことはできます」
Ｓ 「人生は変えることが出来な

みなお

らなくて不幸としか思えない現

せま

Ｄ 「ええそうです。人間はとか

く自分で思いこんで狭く決めつ

けてしまうのです。〈こうしかな

くても見直すことはできるとい

しば

い〉という風に。自分の思いに縛

われるのですね」
Ｄ 「ええそうです。私たちが人

に引き取られ、子供にも会えな

Ｓ 「離婚して子供二人も夫の側

Ｄ 「死ぬしかないと思うほどど

あとは死ぬしかない」

もう生きていても仕方がない、

Ｄ「孤独なのですね」
Ｓ 「ええ、ひとりぼっちです。

変わっていくのだと、もう少し

状態も時が過ぎてゆくに従って

ネルには出口があるように今の

も続くと決めつけないで、トン

しますと、その状態がどこまで

トンネルの真っ暗な中にいると

ったからもうダメだ〉という物

たといわれましたが、〈片手を失

と、たとえば事故で片手を失っ

Ｄ 「卑近なところから云います

かがわかりません」

的な見方しかできないからです」
Ｓ 「現実をどう見直せばいいの

生に行き詰まるのは往々にして

おうおう

られてしまうのですね」
Ｓ 「今の現実がすべてだと決め

物の見方が固定的あるいは一方

い」

うにもならないと感じておられ

ゆとりをもって考えて見てはど

だもう一方の手が使える〉とい

い」

つけないことなのですね」
Ｄ 「ええ。あなたの今の状態を

Ｄ「会えないというのは？」
ぎ ふ
Ｓ 「子供たちは岐阜県なので遠

るのですね」
Ｓ 「ええ何もかも失ったから」

うですか」
ぜつぼう
Ｓ 「私は、今の絶望の状態のま

う見方も出来ます」

こどく

側がいやがって合わせないんで

Ｄ 「何もかも失ったから死のう

まで生きるか、それとも死ぬか

Ｓ「ええ。もう何もかも失った」
Ｄ「何もなくしたというのは？」

す」
Ｄ 「子供さんに会えないのは大

とするか、逆にもう一度ゼロか

の二者択一のように考えている

く離れているのと、それに夫の

りこん

変さびしいですね。それで生活

ら生きてみようというのはどう

んでしょうね」
Ｄ 「ええ。私たちの苦しみの多

ですか。失ったものを嘆くより

わらない」

んじがらめになったところから

くは自分の狭い思いによってが

あっても体はまだ何かの仕事が

性もあるし、身体に一部障害が
こっこく

Ｄ 「現実は変わらないようで、

出来る可能性があるのじゃない
実は刻々と変わっています。去

いことばかりを考えるよりも今

なげ

起こります」

すが、あなたにはまだ若さも知

Ｓ「まあそうですね」
Ｄ 「何もかも失ったといわれま

の見方も、見方を変えれば〈ま

ひきん

は出来るんですか」

でしょうか」
Ｓ 「でもどうしたって現実は変

＊

も、まだ自分にあるものを見つ

いっしょ

ね。今はだれかと一緒に生活し

＊

Ｓ「ギリギリです」
りこん
もら
Ｄ 「離婚の時、お金を貰わなか

年のあなたの状態と今年のあな

Ｓ 「でも、どう思いを変えてみ

けてみてはどうですか。出来な

たくいつ

ったのですか」
もら
Ｓ「要求したけど貰えなかった。

たの状態では変わってきている

ても現実はそう変わらないと思

せま

今は生活保護を受けています」
Ｄ 「それでは生活が苦しいです

でしょう。昨日の状態と今日と

ていますか」

います。障 害のある体が元に戻

出来ることを考えて見る、これ

もど

るわけでないし、働けるわけで

Ｓ 「マイナス面ばかりを見てい

しょうがい

もない」
Ｄ 「確かに現実は簡単には変わ

ますが、プラス面を見るのです

はすでに変化しているのです。

りません」

ね」

Ｓ「いいえ一人です」
Ｄ 「まだお若いようだから働か

うわけですか」
Ｄ 「ええ。だからあなたの今の

Ｓ 「変わらないとつい死にたい

な観点からも見直すことが出来

なども一つの見直しです」

状態がすべてであって、もう変

と思う。今となってはもう取り

＊
Ｄ 「そうですね。それに仏教的
って、片手が不自由になってる

状況は刻々と変化し通しです」
Ｓ 「毎日変わってきているとい
しまってるんです」

わらないと決めつけなくていい

返しがつかない」
Ｄ 「確かに現実は簡単には変わ

れたらどうですか」
Ｓ 「それが働けない体になって
Ｄ「どうしてですか」
Ｓ 「２年ほど前に交通事故にあ

んじゃあないですか」
Ｓ 「現実は変わらないと、決め
んです」

ます」
Ｓ「それはどういう見方ですか」
Ｄ「〈この世の気の毒は仏法の薬

は？」
Ｄ「〈もう生きられない〉と言っ
ている、そのことがすでに生き

Ｄ 「ええそうです。行き詰まる
のは心が行き詰まるのであって、
づ

ている証拠。〈生きられない〉と
きられます」

少なくとも死ぬまでは誰でも生

事実に行き詰まりはないのです。

言っていることそのことが、自
Ｓ 「確かにそうですね。ただ、

しょうこ

があります。この世の災難不幸
分の思いに関係ないところで、
死ぬまではどんな形でも生きら

なり〉という言葉を聞いたこと
というものにあうと気の毒なこ
いわば私の思いに先だって生き

にすぎません」
Ｄ 「だれでもそう思うのではな

無事に生活してゆけるのかいつ

も心配です」

Ｄ 「子供さんのことは当然心配

うのは凡夫の考えにすぎません」
Ｄ 「死んだら一巻の終わりと思

ですから何一つ母親らしいこと

子供と会うことを父親（夫）が

いですか」
Ｓ 「死んだらすべて終わりとい

う以外にどう思うのですか」
Ｓ 「私たち真宗門徒は浄土に生

が出来ません」

になるでしょうね」
Ｓ 「遠くに離れてますし、私が

れるにしても、私のように大事

まれると思わさせて頂いていま

Ｓ 「親として何もしてやれない

う仏の言葉も身にしみて感じら

りすると、〈人生は苦なり〉とい

ったり、人間関係が悪くなった

ども病気になったり、お金に困

として身にしみてこない。けれ

こらず、聞いても我が身のこと

仏法などは聞く気もなかなか起

言わざるを得ません」
Ｓ 「自分のいろいろな思いより

事ですから、生かされていると

す。それは私の努力以前の出来

よりも先に身が生きているので

現に生きているからですね」
Ｄ 「ええそうです。どう思うか

ても、そう思うておれることは

本当は阿弥陀仏とともにいるの

だぽつんと生きているようで、

Ｓ「そうなんです」
Ｄ 「それなんですが、人間はた

を感じながら生きたいのですね」

けではみじめだし空しい。幸せ

＊
Ｄ 「このまま単に生きているだ

ならないのが耐え難いです」

弥陀仏とともに生き、阿弥陀仏

きたもうのです。私の一生は阿

まします阿弥陀仏が浄土へと導

頂いてみると、私たちとともに

です。仏のみ言葉からお聞かせ

き死に〉の意味を見いだすから

Ｄ「仏の言葉にしたがって、〈生

です」
Ｓ「なぜですか」

に生まれると思わせて頂けるの

れないと言われましたが、お子

か。また、現在何もしてあげら

信頼してお任せしてはどうです

んのことは阿弥陀様のお導きに

導いていたもうのです。お子さ

がお子さんの幸せにかかわり、

にいたもう仏様です。阿弥陀様

陀仏は、同時に子供さんととも

「私とともにいてくださる阿弥

のが情けないんですね」
Ｄ「ええ」

なさ

いやがって許してくれません。

ている証拠。生かされているし

なものを多く失ったものにとっ

す。死ぬと思うのではなく浄土

さいなん

とだと人にも思われ、また自分
もその不幸を嘆きますが、仏法

てはみじめな姿で生きなければ

れ、〈世間を頼みにせず弥陀をタ

身の事実が先だってあるのです

です。阿弥陀とはこの上ない真

に導かれ、阿弥陀仏に励まされ、

さんの幸せを念じることは出来

しょうこ

からいうと法を聞くチャンスと

るしです」
Ｓ 「頭では生きられないと思っ

ノメ〉という仏のお心が知れて

実で、今ここの私のいる処につ

やがて阿弥陀仏の浄土に生まれ

るでしょう」

なります。凡夫は順調な時には、

きます。そのように辛いことや

ね」
Ｄ「ええそうです。だからこそ、

ねに働きかけてまします。その

る一生です。死ぬのではなくて

た

うっとうしいことは仏法を聞く

どうにもならぬままどうかなっ

阿弥陀仏にであうと、迷い子が
母親にであって抱き取られたよ

生まれるのです」
Ｓ 「そうすると、死ぬまではど

の幸せに導かれますように』と

Ｓ 「子供の幸せを念じるとは」
Ｄ「『阿弥陀様、子供たちが本当

しんらい

者にとって気付け薬のようなも

ていくのでしょうね人生は」

うな、ほのぼのとした安定感が

ういう形でも生きていけるし、

念じるのです。これは今のあな

だ

ので、苦しい状況は仏法には良

＊

生まれ、生きることに充実感が

生きていけなくなる（死ぬる）

きご縁になりやすい。ですから

Ｓ 「でも思い通りにならない」
Ｄ 「人生は自分の思い通りには

でてきます。人間は阿弥陀とい
う普遍的な真実にであうべく定

て浄土への生まれを意味するの

時、それは行き詰まりではなく

と思います」

る心は子供さんに通じるものだ

たに出来ることです。親の念じ

危機はチャンスで、現在のせっ

き

ぱづまった時がむしろ真実にで

ならないけど、思い通りになら

き

あう良き機会であるともいえま

ないままどうにかなっていくも

められた存在だと思います。阿

ですね。だから、死も閉塞では

づ

のです。むしろ自分の思い通り

弥陀にあわないと、大地から引

Ｓ 「そのように念じることは今

ふへん

す」

にしたいという心が悩みを生み

なく、新しい扉が開かれるよう

しても、いつも気がかりなのは

うございます」

（了）

の私に出来ることですね。有難

へいそく

＊
Ｓ 「そうなんでしょうが、人生

き抜かれた草木のようにいのち
か

出しているのではないですか。
いつでも行き詰まるのは自分の

づ

の先行きが見えないと、どうし
ても不安になります」

が枯れてしまいます」
Ｓ 「しかし阿弥陀仏にであって

Ｓ 「私自身のことは道がつくと

しょせん

なものだと言われるのですね」
Ｄ「そういうことです」
思惑や計画や願望などの思いで

れても、最後は所詮死ぬんじゃ

おもわく

Ｄ 「今は先行きが見えないでし

す」
Ｓ 「私の願望をかなえたいとい

おいてきた二人の子供のことで

＊
うその思いは行き詰まっても、

ないですか」
そうしつ
Ｓ 「死ぬことをすべての喪失だ

す。まだどちらも小学校です。

死ぬまではたとえ幸せに生きら

ょうが、今までどうにもならな

現実そのものは行き詰まらない

と思うのも私たちの一つの見方

いままでどうかなってきたんだ
し、今どうにもならないと言い

のですね」

づ

つつ今現にあなたは生きている」
Ｓ 「今現に生きているというの

歎異鈔 第十二章第五講
たとい諸門こぞりて、念仏はかいな
しゅう
きひとのためなり、その 宗 、あさし
いやしというとも、さらにあらそわず
げ こ ん
して、われらがごとく下根の凡夫、
いちもん
一文不通のものの、信ずればたすかる
よし、うけたまわりて信じそうらえば、
じょうこん
さらに上 根のひとのためにはいやし
くとも、われらがためには、最上の法
じ よ
にてまします。たとい自余の教法はす
ぐれたりとも、みずからがためには
きりょう
器量およばざれば、つとめがたし。
（歎
異抄第十二章より）
現代語訳――（たとえ他のさまざまな宗
派の人々が口をそろえて、「念仏は力のな
い人のためのものであり、その教えは浅
くてつまらない」といっても、少しもい
い争うことなく、「わたしどものように自
らさとる力もなく愚かであり、文字の一
つも知らないものでも、本願を信じるだ
けで救われるということを、お聞かせい
ただいて信じておりますので、能力のす
ぐれている人々にはまったくつまらない
ものであっても、わたしどもにとっては
この上ない教えなのです。たとえ他の教
えがすぐれていても、わたしにとっては
力が及ばないので修行することができま
せん。）
＊
ここで諸門とはさまざまな宗派の人た
ちであり、広げては諸宗教の人たちとい
ってもいいでしょう。そういう人たちが
「真宗は浅い教えであり、低級な宗教で

ちと争うなといわれるのです。

ある」と非難してきても、そういう人た

市民権を得ることが出来ないというので

社会性を打ち出さねば、世の中で真宗の

願望を強く持つようになります。真宗の

に至らずフツフツした思いを持ち続ける

で、このコンプレックスを克服するまで

付ける社会的実践がなかなか表れないの

こくふく

＊

ようです。

真宗人たるものは社会の問題を担うよう

よ

陀の本願を聞かせて頂くのです。弥陀の

そういう私たちが今この場において弥

＊

しょう。そしてそういう真宗学徒から、

真宗とキリスト教とどちらが勝れてい
るかを比較したり、真宗と禅宗とどちら

でなければまことの真宗の念仏者ではな

にな

が質が高いかを比較しても、結局私がそ

いという主張さえ表れてきています。

ひかく

の宗教で救われなければ意味はありませ
それによって私自身が救われるかどうか

に〈社会性〉を掘り起こすことを努め、
「真

今日の真宗の研究者たちは真宗の中に

うあるべきだ」と言われても、「人はそう

業の身としての私は、人からいかに「こ

として喚ばれている人間であります。宿

よ

本願に喚びかけられている私は宿業の身

はその人自身の事です。たとえば臨済禅

宗にも社会倫理がある」ということを強

言うても、私はこうしか生きられない」

＊

などは随分レベルの高い宗教だといわれ

調しています。たとえば聖人がご消息の

ん。たとえレベルの高い宗教であっても

ています。それゆえ日本の禅は今や世界

なかに、「世のなか安穏なれ、仏法ひろま

でしか生きてみようがない〉という限界

という私です。〈どう言われてもこんな私

あんのん

れと、おぼしめすべしとぞおぼえそうろ

をもっている身であります。

の禅にまでなっています。しかし、私は
臨済禅についていけるかというと、レベ

う」と書かれていますが、この思し召し

りんざいぜん

ルは高いけど愚鈍で意志の弱い私には及

ご消息の中には「ともの同朋にもねんご

的な活動をしているかどうか」をも問い

あります。弥陀の本願は「あなたは社会

身を大悲し、救いたもう本願のみ言葉で

「我が名を称えよ」はこうした宿業の

は、真宗門徒も世界の平和を願って生き
め

びがたい、すなわち「教法はすぐれたり

おぼ

るべきものだとの思し召しであり、外の

れば、つとめがたし」であって、私自身

ろのこころのおわしましあわばこそ」と

たまわない。どうしてもみようのない私

とも、みずからがためには器量およばざ
の救いにはなりません。私のようなもの

仰せられていますが、これは他者への愛

どうほう

の救われる法は何かとなると、いろいろ
なものにはぴったりとはまってくださっ

縁がある中で、真宗のお念仏が私のよう

いし・かわら・つぶてのごとくなるわれ

うし・あき人、さまざまのものは、みな、

の倫理であるし、唯 信 鈔文意には「りょ

「上根のひとのためにはいやしくとも、

てまことの落ち着きが与えられるのです。

えてくださるのです。ここにおいて初め

のままで、この世に生きる最後の場を与

ゆいしんしょう も ん い

て、身にそった救いになってくださる。

らなり」とあって、真宗門徒はすべての

人と平等な連帯関係に生きるべきである

す」といわれる上根の人とは、厳しい仏

われらがためには、最上の法にてましま

＊
キリスト教神学者のＤ教授の著作に「真

と、指摘されています。確かにそうだと

れんたい

宗は社会的な倫理性がない」と批判され

道修行の出来る人たちあるいは個人的社

うるお

あんのん

時、おのずから社会や世界の苦しみに無

しかしお念仏の大悲に 潤 さ れていく

＊

のことともいえるでしょう。

会的に倫理的実践が出来るような人たち

私も思います。

は表現されてこなかった、他者や社会へ

このように一時代昔の真宗教義の中で

ています。Ｄ教授に限らずキリスト教か
ら真宗を批判される場合、「真宗には社会
倫理が希薄である」という点がよく指摘

の親鸞聖人の視座を発掘する教学的 営 み

してき

されます。こういう批判は社会活動家な

は現代教学の成果であり、それは大変大

きはく

どからも、よく聞かされる真宗批判です。

事な指摘であります。

いとな

真宗の教えからは社会を改革する行動原

仏法ひろまれ」と願い、「ともの同朋にも

関心ではいられず、「世のなか安穏なれ、

ただ、こうした視座を学んで、真宗人

ねんごろのこころのおわしましあわばこ

＊

として、「真宗は社会性がない」というコ

そ」という聖人の思し召しに心底から同

理が出てこないというのです。
こういう批判をしばしば受ける真宗学

ンプレックスから解放されたいと思うの

意し、そのように願うて生きることが自

＊
の学徒たちは「真宗には社会倫理がない」

ですが、教学的に社会倫理を積極的に基

然な勢いとなるのでありましょう。

め

というコンプレックスを持ち、「真宗の社

礎づける原理を発掘出来ても、それを裏

おぼ

会性を何とかして打ち出したい」という

信仰夜話
きちぞう
たず

三河に吉藏という妙好人がいた。三田
たんば

てもすぐ近くである。手伝うことはないかと思っ

＊七月三日。娘夫婦の引っ越し。引っ越しといっ

たとえば「阿弥陀仏は無量なる寿 命と智

て行くが、引っ越し屋さんから何人も来ていて手

はなは

慧と慈悲のはたらきである」と言われて、

際よくスピーディに運んでいるので、力の弱い私

といえば 甚 だおぼつかないものである。

行はまず
ねてきて 下 された。
された 。 しかし他力
しかし 他力
「よく
よく尋
よく 尋 ねてきて下

一応なるほどと思う。けれどもどこまで

などがうろうろしていると却って邪魔になるとい

も条件がうまくかみ合わないと善にならない。善

じゅみょう

ということは
もわからぬか 。 おれ
ということは、
、 お 前 もわからぬか。
もわからぬ
もわからぬ」

本当にわかっているのかとみずからに問

うことであきらめた。人の役に立ちたいと思って

助ける」（若 不 生 者不取正 覚）という仰

はお陰様あってさせていただくものであろう。

いちおう

と答えられた。意外な返事が返ってきた

うてみるとほんの表面だけの気がする。

重ねて、他力をいただかねばならぬ」と

せ一つは変わらぬ。またそれだけで充足

＊真夏はなかなか寝付きが悪く睡眠時間がどうし

も、慣れないことの場合、無理にしようとすると

か「今はわからぬだろうが、よくよく聞

しているのである。

ても少なくなる。しかも忙しい日が多いので一日

＊

のである。三田さんは最初はびっくりし
たかもしれない。普通なら「お前さんは

「私
私 はいかほどお
はいかほどお知
知らせをいただいても
らせをいただいても、
、
他力 ということがわかりませぬ。
他力ということがわかりませぬ
ということがわかりませぬ 。 どうぞ
法していけばかならずわかる時がくる」

たとえば、新大阪駅から東京へ行くの

中身体がだるく感ぜられる。歳を取っていくと、

源七さんが丹波から吉藏同行を訪ねて、

他力ということを
他力 ということを、
ということを 、 一言お
一言 お 知 らせくださ
い」
とでも言われそうであるが、そうではな

に新幹線に乗る。「お前は新幹線に乗って

若い時のように一気に寝るのでなく、少し寝ると

幹線がどのような材料で出来ていて、ど

なるといわれているが確かにそうかも知れない。

すい。しかも歳を取ると慢性疲労のような状態に

しょうがく

ういう構造で、なぜ高速が出るのかなど、

＊七月の半ばを過ぎると、鹿の子百合が小さな庭

にゃくふしょうじゃ

ほとんど何もわかっていない。新幹線の

に咲く。甑島瀬々の浦のＮ・Ｔさんが球根を贈っ

却って邪魔してしまうことが結構ある。善いこと

と問うた。私たちも本願他力とか絶対他

かった。吉藏さんは「お前もわからぬか、

安心しているが、どれだけ新幹線のこと

目が覚め、また少し寝るというような風になりや

そういうわからぬだらけの中で「汝を

力とかをしばしば聴かせて頂くが、ムネ
わしもわからぬ」と言い放つ。

がわかっているのか」と問われたら、新

ちょうもん

に手を当てて「お前は他力と言うことが
＊

まだ他力がわからないか。もっと聴 聞を

本当にわかっているか」と問うてみると、

列車のことはほとんどわからないままに

てくださって、それを植えたもので、もう十年以

何やらぼんやりしている。わかっている

よが
しいナムアミダブツ 、 ナムアミダ
よが嬉
嬉 しいナムアミダブツ、
ブツ
ブツ」

乗っていて、それで不足はないのである。

上にもなるが毎年美しく咲く。Ｎ・Ｔさんはすで

しかしその後で、
つじゃによって 、 来 い
「ただわからぬ
ただわからぬ一
ただわからぬ 一 つじゃによって、

やりしている。わかったとはとてもいえ

と答えられた。この答えは実にありがた

安心して乗っているのである。なぜか。

を心の中でイメージしているだけでぼん

つもりでも、深く反省してみると、
「他力」

ない。

い。弥陀の本願じかづけの言葉である。

それは車 掌さんの「この列車は東京へ参

偲ぶことである。

にこの世におられないが百合の花にＮ・Ｔさんを

三田さんはそれが気になって、これで

吉藏同行は「わからぬままで来いよ」と

ります。お乗りください」という言葉（仰

しゃしょう

よいのであろうかと疑問をもたれたので

の弥陀の仰せそのものをお取り次ぎなさ

こうぞう

あろう。そこで吉蔵同行を訪ね、思い切

せ）を信じているからである。列車の構造

や性能を知ったからではない。人の言葉

せいのう

ったのである。この仰せすなわち仏のみ
言葉を信じる外に別の子細はないのであ

しさい

って質問をしたのである。「いかほど聞い
ても他力が分かりません」と。

を信じて乗って、安心しているのである。
＊

＊８月２２日の同朋会は

る。
だいたい仏樣というても、明 瞭に知ら

しかもこのことは仏や浄土のことをも

午後２時より

三田さんのように自分に正直であるこ
とが尊い。私たちはともすると、何かひ

れるものではない。ただ「我をタノメ」

っともっと詳しく知りたいという要求を

８月１６日（金）

めいりょう

っかかっていながらわかったことにして

の仰せの言葉がまことと響いているので

さまたげない。仏や浄土のことを学んで

ひび

しまっている。またわかったつもりにな

あり、またそれだけで満足なのである。

ないからといってうろたえはない。まこ

のである。ただし、それらがハッキリし

を了 解できるし、教法の伝達に役立つも

りょうかい

いくことは、より厳密により正確に真宗

げんみつ

っている。わかったことにして早く楽に

＊
阿弥陀仏やお浄土はどういうものであ
くわ

るかはもちろん出来るだけ詳しく学び、

とに「ただわからぬ一つじゃによって、

休みます。

なろうとする。「本当にお前は他力がわか
っているのか」という内心からのささや
ふた

きが気になっても蓋をしてすませている。
だから口に出して問うことをしないので、

できるだけ明 瞭にしたい。そういう要求

来いよが嬉しいナムアミダブツ」である。

めいりょう

何時までも蒸し焼きのようにモヤモヤが

は大事なことである。深く知っていくこ

む

残り続ける。

つれづれ雑感 〉
〈 住 職 つれづれ雑感
ってみても、どこまで本当にわかったか

とは尊いことである。しかしどこまで知

＊
この三田さんの問いに対して、吉藏同
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