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こうろ

葬儀前後 の 迷信
葬儀前後の
まくらべ

ます。気が充実しているのを元

影響から来たのだと言われてい

当ですか」

いけないと世間で言いますが本

気といい、気力があるといい、病

Ｇ「友引の日にお葬式をすると、

Ｄ「単純な迷信です」

やま

っているのを病気といいますね」

Ｇ「それに関してですが、葬式

想念の産物でしょう」

るのだそうです。これも人間の

Ｄ「ええその筋の考えではそう

弱まるということですね」

というのは、生命エネルギーが

Ｇ「そうすると〈気が枯れる〉

で勝負なしという日のことです。

Ｄ「大体、友引は正式には〈相引〉

あります」

葬式はしない、と聞いたことが

死者が友を死に引き寄せるから、

か

どうしてですか」

の後、清め塩を体にふりかけた

言われるようです。そうなると、

ただし、そういう日すら人間が

Ｈ「人が亡くなって、枕辺の香炉

Ｄ「真宗ではいつでも線香は横
りしますが、なぜですか」

病気になったり、生きる気力が

勝手にこしらえたもので、そう

から出てきた話でしょう。亡く

Ｄ「あれも生きている者の想い

あれはどうなんですか」

それに箸をさしたりしますが、

過ぎません」

Ｄ「生きてる人間の側の想像に

いいますが」

なった人が死後、道を迷うとか

なければならないと言うのです。

死穢といって、穢れるので浄め

日本の神様は死者に触れるのは

Ｄ「先ほど申しましたように、

Ｇ「それはどうしてですか」

す」

本の神道に関係があると思いま

Ｄ「関係ありません。これは日

とですか」

Ｇ「あれは仏教には関係ないこ

すね」

め塩で死穢を浄めるというので

と死穢といって、穢れるから清

るなどとは申しません」

に近づいたからといって、穢れ

のないことです。ですから死者

ぬことはこうした浄・穢に関係

るのは自然の道理であって、死

言いません。人が生まれて死ぬ

Ｄ「仏教ではそんなことは一切

か」

Ｇ「死者は穢れたものなのです

浄めるというのです」

から枯れないように穢れを塩で

ると触れた人の気が枯れる、だ

いるのですね」

心理的な恐怖感を呼び起こして

メージを連想させて、私たちに

き〉になり、それがマイナスイ

という発音が語呂の合う〈友引

Ｄ「ええそうです。〈ともびき〉

れるようになったのですね」

転化され、葬式などで忌み嫌わ

である〈相引〉が、〈友引き〉に

Ｇ「もともと勝ち負けなしの日

ょう」

い出したのが広まっただけでし

た

で線香を一本立てて焚きますが、

た

にねかせて焚きます」

Ｄ「あれも仏教からみると大変

無くなったり、悪くすると死ん

いう日が実際にあるわけではあ

なった人が死出の旅路へ出かけ

ただこれも神社関係の方が本当

Ｇ「今まで親として非常に親密

ともびき

Ｈ「線香を一本にしないと亡く

おかしな話です。死者に触れる

だりするというのですね。死者

る時の最後のメシで、またこの

にそういわれるのかどうか問題

にしていた人が亡くなったとた

で

Ｈ「それと、一膳メシを供えて、
はし

し

＊

けが

世に帰って来てももうメシはな

ですが、とにかく普通はそう言

んに、死んだ親を穢れたものと

かみだな

Ｇ「人が亡くなると家の神棚の

か

は穢れているから、死者に触れ

けが

ご

ろ

い

りません。昔、一部の人間が言

いから帰って来ないようにとか、

われていて、死者に触れると穢

見るのはむごい考えだと思いま

は

前に白い紙を貼るのはどういう

けが

あるいは死出の旅の道中弁当だ

れるから浄めなければならない

す」

わけですか」

（どなたでもご自由にお参りく
ださい）

そな

とか、いろんな話があります。

のだというんですね。仏教から

Ｄ「その通りです。ですから塩

で清めるというナンセンスなこ

午後２時始まり

ぜん

真宗では一膳メシはしません」

言うととんでもない話ですが」

かみだな

Ｄ「真宗門徒は本来神棚はいり

Ｇ「穢れるというのはどういう

とは廃止しようという運動が

けが

ませんが、白い紙を貼るという

ことですか」

徐々になされて来て、葬儀会社

は

のは仏教からきたものではあり

Ｄ「〈けがれる〉というのは〈気

じょじょ

ません」

でも最近は清め塩を廃止すると

か

が枯れる〉という意味があるそ

念佛寺仏間

＊場所

は

Ｇ「なぜ白い紙を貼るのですか」

Ｇ「お葬式を友引の日にしては

＊

ころがかなり出てきました」
のことを〈気〉という、そうい

うです。人間の生命エネルギー
ふ

Ｄ「日本の神様は、死者には死
よご

の穢れがあり死者に触れるのを

う思想が東洋にあります。その
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い

Ｇ「そして、世間で忌み嫌われ
さ

ていることは出来るだけ避けた
方がいいというので、なかなか

から。お念仏は仏様から願われ、

Ｄ「〈四十九日が三月にかかる〉

Ｇ「どんな語呂合わせですか」

にそういうものを恐れたり振り

たのだなどと言われると、簡単

ふた

陀仏の名号をお棺の蓋の裏に張
勧められている行いです」
が、その間はお内仏（仏壇）の

って四十九日の法要をすると何

が似てます。だから三月にかか

Ｇ「科学的な合理主義では迷信

克服できません」

信は理屈や科学的合理主義では

回されたりしてしまいます。迷

ったり、入れたりします。これ
しじゅう

は〈始終苦が身につく〉と語呂

れて浄土に生まれていただくよ
扉はずっと閉めるものですか」

か災難が身に付くのではないか

を克服できないのはなぜでしょ

Ｇ「お葬式の後は四十九日です

うにとのお印です」
Ｄ「四十九日の間、扉を閉める

という、ナンセンスな話です」

うか」

は亡き人が南無阿弥陀仏に導か

Ｄ「そうですね。災厄をよびこ
Ｇ「ではご遺体はどうしたらい
というのは誤りです。ふだん通

Ｇ「よく四号室というのを嫌っ

みつき

む縁にひょっとしたらなるんじ
いのですか」
りに朝開けて夕方閉めます」

無くならないのでしょうね」

ゃあないかと、心配になるので
Ｄ「清潔な着物を着せてあげ、

たりしますね。四は死をイメー

Ｄ「人間の心の中には、福を喜

さいやく

すね」

Ｇ「四十九日の間、中 陰 壇（亡

び、禍を怖れ嫌う心、もう一つ

ちゅういんだん

念珠を持たせてあげればいいの

ジするからでしょう。それとよ

いたい

Ｇ「ご遺体の上に守り刀を置く

き人の法名や遺骨の安置してあ
る壇）の線香の火は絶やさずつ

ら、悪いイメージを連想して、

く似てますね。よく似た語呂か

あります。この煩悩が元になっ

言えば生を愛し死を憎む煩悩が

ろ

です。着物は白色にこだわらな
くてもいいです。私は洋服でも

けておくのですか」

ご

場合がありますが、なぜですか」
Ｄ「あれも不必要なことです。
いいと思っています」

た

死者に魔が取り付かないように

おそ

て、人は災難不幸を〈生み出し〉、

Ｄ「巻線香というのがあって、

それを怖れるのですね」

ちゃわん

それがふりかかるのを恐れるの

かそう

Ｄ「そうです」

です。その煩悩が無くならなく

Ｇ「火葬所へ出発する時に茶碗

よく四六時中線香を焚いていま

Ｇ「なぜ怖れるのでしょうか」

する魔除けの守り刀という意味
を割りますが、あれはどうして

すが、いつもかも焚く必要はあ

からの思いでしているだけで、

すが、これも生きている者の側

いうイメージから旅装束にしま

Ｄ「死後に来世への旅をすると

らいいのですか」

ありますが、あれはどう考えた

ときに旅装 束の姿にする場合が

いう話を本気にしだすといたず

考えたらおかしな話です。そう

ても、なぜ刀で防げるのかなど、

もし、たとえそのような魔がい

夫の側の想像の産物でしょう。

をいうのでしょうが、これも凡

Ｄ「悪鬼とか悪霊とか怨霊など

Ｄ「真宗門徒ならお念仏を申す

Ｇ「何が足りないのですか」

いのが残念です」

教で勧められていることをしな

とを結構しています。逆に、仏

などのようにしない方がいいこ

Ｄ「しなくていいことや清め塩

るのですね」

しなくていいことを随分してい

Ｇ「今までお聞きしていますと

といえましょう」

いう遺族の素朴な気持ちの表れ

らずに成佛してくださいよ、と

来てもご飯はありませんよ、帰

じ考えで、もうこの世に帰って

りません。あれも一膳メシと同

Ｄ「故人の茶碗を割る必要はあ

いうのは何の根拠もない迷信で

中陰の法要をしてはいけないと

す。それを三月にまたがって満

またがるのはごく自然なことで

の大半は四十九日目が三ヶ月に

Ｄ「月の後半に亡くなられた人

ですか」

るとよくいいますが、どうなん

ないので、三十五日で切り上げ

する場合、三月にかかるといけ

Ｇ「四十九日の満中陰の法要を

だけでいいのです」

Ｄ「ローソクもお勤めをする時

ておくのですか」

ものですが、始終明かりをつけ

Ｇ「ローソクといっても電気の

線香を焚いたらいいのです」

りません。お勤めをする時だけ

だ〉といって、迷信や俗信は信

信じない〉とか、〈私は無神論者

いことや理屈に合わないことは

Ｄ「〈私は科学的にハッキリしな

せん」

ていても、なかなか無くなりま

Ｇ「何だかおかしなことと感じ

らないのです」

だからいつまでも迷信は無くな

いても、大変気になるのです。

ぎりたとえ迷信と頭で分かって

るのです。そのおびえがあるか

のではないかとびくびくしてい

してそれが縁で禍や災難が来る

頭では思っていても、ひょっと

れています。だから、迷信とは

そういうものを心の底で大変恐

とか罰とか悪運とか怨霊とか、

Ｄ「人間は目に見えないタタリ

す。それらはいわば人が〈そう

取る人に初めて存在するもので

とか〈バチがあたった〉と受け

ではありません。〈たたられた〉

いうものは実際に存在するもの

Ｄ「タタリや何かのバチなどと

い」

Ｇ「そこをもう少しお話くださ

タリやバチも同じです」

ていい人には無いものです。タ

う価値判断をしない人、しなく

めた人にあるものです。そうい

は災難だ〉〈これは不幸だ〉と認

Ｄ「災難不幸は、自分に〈これ

れましたがどういうことですか」

Ｇ「人が災難不幸を生むといわ

ってきます」

あれば、迷信に惑わされなくな

る真実の智慧（念仏の智慧）が

ても、それを批判してのり越え

た

です」
ですか」

旅装束などはしなくていいので

ことです」

す」

じないという人が、自分の身に

思い込み、そう受け取った〉そ

わ

Ｇ「魔というのは何ですか」

す。最近はここらではほとんど

Ｇ「なぜですか」

Ｇ「どうしてそういうことを言

不幸や災難がふりかかり、そん

ちゃわん

しなくなりました」

Ｄ「亡き人が一番喜ばれ安心さ

うようになったのですか」

らに惑わされるだけですね」
いたい

Ｇ「ご遺体をお棺にお入れする
しょうぞく

の価値付けの内容に他なりませ

まど

Ｇ「その時に六文銭を入れたり

れることは、遺族がお念仏を申

まど

しますね」

な時まわりの人から、先祖の罰

ん」

ろ

Ｄ「語呂合わせの迷信だと言わ

だとか家の方角が悪いからなっ

ご

すこと。このお念仏が自分も亡

れています」

こっけい

Ｄ「あれも滑稽なことで、必要

き人も救われる真実まことです

（了）

ありません。真宗では南無阿弥
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現代語訳（「だれもがみな迷いの世界を離
れることこそ、仏がたのおこころであり
ますから、わたしが念仏するのをさまた
げないでください」といって、気にさわ
る態度をとらなければ、いったいだれが
念仏のさまたげなどするのでしょう。さ
らにまた、いい争いをすれば、そこには
さまざまな煩悩がおこるものであり、智
慧ある人はそのような場から遠く離れる
べきであるということの証拠となる文も
あるのです。）
＊
「だれもがみな迷いの世界を離れるこ
た

き

とこそ、仏がたのおこころ」であると言
われます。これは仏教の教えは多岐にわ
たっていて、さまざまに説かれています
が、それが仏の教えである限り、その教
えが目的とするところは衆生が「生死を
離れて涅槃のさとりを開く」こと、すな
わち仏になることであります。ですから、
たとえ他の人から見て、念仏の教えが低
級な教えであろうとも、お念仏は私たち

をして仏教の目的である生死を離れさせ
て仏にならせていただくのであるから、
お念仏で救われることは諸仏のおこころ
にもかなうことです。だから、道は違っ

たしかにそういわれる論旨はうなずけ
ます。
＊

以前からこの種の問題にはよく「わけ

れば自分の足で歩いて登ることは不可能

です。乗り物に乗せてもらってのみ登る

ことができます。だから繰り返しますが、

〈わけのぼる麓の道は多けれど〉、どの道

を登るかという実際の問題になると、私

たかね

のぼる

においてはただ一つの道、それも乗り物

この場合は概して仏教諸宗の間において

です。

に乗せてもらって登ることができるのみ

同じ高嶺の

ても同じくさとりを開く教えであれば、

月を見るかな」という歌が引かれます。

麓の道は多けれど

お念仏がいたずらに非難されることは悲
しいことであるし、どうぞお念仏を妨害

のことですが、山上への入り口が違い、

がい

することはやめてほしいと、唯円房は念

登る道は違っていても、最後頂上では同

よく言われます。近年は諸宗教との対話

すなわち方法がそれぞれ違うのであると、

目的であるさとりを開いて仏になる道、

とするところは同じであって、ただその

まに説かれ、教えられていてもその目的

ここで思われることは、仏教はさまざ

あるとの意でありましょう。これもよく

はない、むしろ他の教えを尊敬すべきで

えを非難したり、まして争うべきことで

方や構造が違うからといって、他宗の教

と言われるのです。それゆえ教えの建て

で行き着くところは同じさとりである、

の姿は異なっても、それは道が違うだけ

じさとりの月を見るのであるから、教義

うに言う人は、だいたい宗教を自らのこ

われるような意味に理解すると、そのよ

ら、どんな教えでもいいのだ」とよく言

しかしこの歌を、「真理は結局一つだか

ます。

い争うべきではないという教訓ではあり

宗はお互いに、排他的に他を非難してあ

道は仏の悟りへの異なる道であって、諸

この歌が教えていることは、多くの仏

＊

仏を非難する人に申されるのであります。

も進められ、仏教に限らず諸宗教の目的

分かる話であります。

＊

とするところも、本来別では無く、とも

ととして求めたことのないいわば傍観者

であります。だから「どんな宗教でも結

＊

ただ問題は、〈切り口が同じであり、い

に宗教的真理に触れることが諸宗教の共
通目的であるとされ、ただ諸宗教の違い

行くのだから、どんな道を登ってもいい

局同じ」という一見気の利いた話をされ

たとえば山を登る場合に道はたくさん

んですよ」などと無責任なことを言って

ろいろな道は要するに同じ目的に行くの

あっても、いざ登るとなると、その中の

いるのと等しい。病人や老人にはとても

は宗教的真理に人が触れる道や方法の違

禅宗の内山興正師などはキリスト教と

一つしか選べません。二つの道を同時に

登れそうもない急な崖道もあるのが実際

ますが、山に登ったことも登ろうと試み

禅の違いは、宗教的真理の切り口の違い

登ることはできないからです。またどん

の道であるのに。

だから、教はどれでもいい〉とはいえな

であって、それはたとえば一本の竹を刃

な道でもいいというわけにいきません。

そうすると自分の力量や能力を考えて

いであるという、そういう論義もされる

物で切る場合、切り口を円形に切る場合

険しい道もあれば緩やかな道もあります。

みると、どういう教えに帰依するかとい

たことも無い者が「どの道も結局頂上に

もあれば、小さな楕円形に切る場合もあ

狭い道もあれば広い道もあります。ある

うことは決して軽視すべきことではなく

いのです。

れば、大きな楕円形に切る場合もあるよ

いは曲がりくねった道もあればまっすぐ

重要な問題であります。だから聖人は「お

ようになってきています。

うに、宗教的真理をどう見るか、どうと

な道もあり、徒歩で歩いて登る道もあれ

のれの能（力）を思量」して我が身の助

＊

らえるか、どう関わるかの違いによって

ば、クルマに乗って登る道もあります。
りがない。そのように、教義はそれぞれ

ることができるか〉という問題にぶつか

実際に登るとなると、〈私はどの道を登

（了）

かる道を定めよと言われるのです。

諸宗教の違いがあるのであって、切り口

違っても、同じ一つ宗教的真理へのかか

ります。ことに私のような愚悪の者は重

＊

わり方であるから、お互いの宗教は平和

い病人にもたとえられています。そうす

の形は違っても同じ竹であることに変わ

的に共存すべきであると言われています。

むこう

香樹院師の言葉
いのち

むこう

＊

一 、 死 ぬる 命 を 向 へ 延 ばしてお
るゆえ 疑 いがはれぬ。
いがはれぬ 。
るゆえ疑
うとうと
一、如來様に 疎 しいゆえ疑いが
はれぬ 。
はれぬ。
のが 胸 をあてにしているゆ
一 、 お のが胸
いがはれぬ 。
え 疑 いがはれぬ。
いのち

○ 死 ぬる 命 を 向 へ 延 ばしておる
ゆえ 疑 いがはれぬ。
いがはれぬ 。
ゆえ疑

とくけんじょう
だ

禿顯 成師の言葉に「己が死ぬると
む

いうことを忘れての聴聞は無駄ごと
である」といわれている。
しかし、そういわれてもなかなか
今死ぬると思えないのが悲しいかな私で
ある。こんな私には「死ぬる気になれぬ
ぐるみ、死なねばならぬ身じゃと云うこ

むこう

とを忘るなよ」との古人のお言葉がまた
ありがたい。
いのち

また、「死ぬる 命 を 向 へ延ばしてお
るゆえ」、いつかは自分は変われる、どう
かなれると、将來に期待するようになっ

土へ生まれさせる」の誓いである。もっ

それは「我が名を称えよ、きっと必ず浄

まれずば正覚を取らじ」と表されている。

弥陀の誓願は「乃至十念せんにもし生

で聞いている。すなわち自分はまだどう

り難い信者になれる」と、そういう思い

は信心が得られる」「もう何年かすれば有

るようになる」「もっと聴聞すればいつか

かく私たちは「もっと聞けばいつか分か

て、弥陀が今たのまれないのである。と

とつづめれば「生まれさせる」の仰せ、
「助

かなれる・どうかなろうの思い（定 散心）

ないし

くる」の仰せである。この仰せの一番の

で聞いている。聖人はこれを悲しみたま

「今死ぬる」場である。この場に我が身

がない」となると、〈いつか私はどうにか

それが、「もう今晩のいのちかぎりで後

しゅっり

じょうさん

お目当ての人は「臨終一念に差し迫った
ご

い、「定散心まじわるがゆえに、出離その

じか

人」である。観経の下下品の機である。

をおくと本願と真向きになるのである。

なれる〉という希望は全くなくなる。そ

期なし」と申されている。

ゆえに蓮如上人はしばしは「仏法には、

うなると、もうこのみすぼらしい、どう

それゆえ、この本願を直づけに聞く場は

明日と申す事、あるまじく候う」と申さ

ままで弥陀に助けていただくより外はな

にもならない、ありのままの、この私の

〈まだまだ生きるつもり、生きてるつ

い。この場においては、もう理屈も何も

れたのである。
もり〉という風に「いのちを向こうへ延

ない。「我をタノメ」の弥陀の仰せに「有

たった一つの救い、と感じられなくなる。

に落ちゆく今の我が身にかけられている

れる」という思いが交わって、弥陀の本

聴聞をするから「いつかは助かる身にな

ところが、まだまだ生きてるつもりで

りくつ

ばして」長綱張って聴聞をすると、弥陀

難う」と憑む外はなくなるのである。

そうなると、弥陀の本願のまことが身に

願が直 裁に受け取れぬこととなり、それ

たの

の本願を遠くにおしやってしまう。今闇

こたえないから、いつまでも本願を受け

が本願への疑いとなる。

ちょくさい

入れられないのである。

うとうと

そえん

○如來様に 疎 しいゆえ疑いがは
れぬ 。
れぬ。

阿弥陀様と疎遠になっているから、疑

いがはれないとの仰せである。本願を信

そえん

じていない限り、弥陀にうとうとしいの

は仕方がないとしても、なお弥陀に疎遠

な姿での聴聞と弥陀に親しい関係での聴

聞とがある。具体的にどうかと言えば、

未だ弥陀の本願を信じることが出来なく

てもお念仏に親しみ、お念仏を何かにつ

けて申す生活をする人は本人は気が付か

ないけど弥陀と触れあっている。だから

触れあっていると、弥陀の慈悲心がいつ

の間にか私の心に浸透してきて、それが

やがて本願を疑う心を破る大事な縁とな

る。だから仏法聴聞にこころざした先人

の多くが、信があろうとなかろうとまず

お念仏を申すべしと、称名をお勧めにな
っている。

す

つまり名号が阿弥陀様そのものである

から、名号を称えることは、阿弥陀仏と擦
れ合っているのである。

ところがお念仏も申さず、ただ真宗の

お話を頭で聞くだけだと、弥陀を身近に

感じれないままとなるゆえ疑いがなかな

はたん

ある。自分の胸で考えていることや思い

が破綻し、無効となり、無力となり、「チ

てっとう

リばかりも当てにならない」となる時、
「そ

のままなりで助ける」の仰せが徹到して

くださる。

そうして、「私は自分をたのみにして、

阿弥陀様の仰せを聞くふりをして全く聞

いていませんでした、いままで何を聴聞

していたのでしょうか。自分で自分を助

ける事ばかりしていました。何と愚かな

ことを長年していたのでしょう。仏様を

ないがしろにしていました。にも関わら

ず、私をあきれずに〈そんなお前を〉と

喚びづめに喚んでくださっておられまし

（了）

たか。阿弥陀様本当に申し訳ありません」

ざんき

と慚愧されてくるのである。

つれづれ雑感 〉
〈 住 職 つれづれ雑感

雨の少なかった夏も終わろうとしている。蒸し暑

いと身体がしゃんとしない。お盆参りの疲れも八

月二十日ごろにはようやく取れ、この時期は旅行

などがしたくなるが、何かと用事があり、そうい

う余裕の無いまま日が過ぎていく。ただよく来る

孫を見るのが楽しみである。顔を合わすとにっこ

りしてくれるので、私が慰められる。なぜにっこ

りするのかそれが不思議である。よく見慣れた顔

まことにこの通りである。なかなか弥

のが 胸 をあてにしているゆえ
○ お のが胸
疑 いがはれぬ。
いがはれぬ。

広くて静かで美しく、過ごしやすい。床の間に村

く。もうこれで三度目である。客間が新築されて、

八月二十四・二十五日に三重県のＭ君のお寺に行

かはれない。

陀の本願である「我をタノメ」の一言が

田静照師が念仏しておられる墨絵の掛け軸がかか

だからであろうか。そういう記憶が孫のどこに形

通らないのは、自分の胸すなわち自分の

っている。先々代の住職の絵筆とのこと。村田和

＊

心や考えや思いを当てにし力にし頼みに

上の高弟だったお方である。村田和上は名師とし

てよく知られた高僧で、和上の風貌が絵によく表

成されているのか、不思議である。

しているからである。自分の心や思案が

〈役に立つ〉と思う憍 慢心が、弥陀の本

れている。

きょうまん

願にたいして耳にフタをしてしまうので

