《 聞法会ご案内 》
○〈 同朋の会〉

毎月２２日午後２時

第２００号
（発行日）

…………………
○〈念仏座談会〉
毎月２日および１２日
午後３時より。
６３―４４８８
６３ ―４４８８
（発行人）土井紀明

mail:bachkantata2mubansou@zeus.e
onet.ne.jp
http://www.eonet.ne.jp/^souan

○真宗共学会－－－毎月第一と
第三木曜日午後７時より。
＊８月２２日同朋の会および８
月１２日念仏座談会は休みます

電話・ＦＡＸ（０７９８
０７９８）
０７９８

教
仏
庵
草

２００７年２月１日
発行所： 真宗大谷派念佛寺
〒 6638113 西宮市
甲子園口２丁目７－２０

暗き心に仏の光

まうように思うなら聞きまち

が無くなって明るくなってし

しかしそれは私たちの暗い心

が、一応はその通りである。

れたとある。

と、念仏もろともお喜びなさ

南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏）

が御入用であったかなーー、

（アーー暗いところにこそ光

心が暗いからこそ、いつも仏

の御助けというような聞きよ

暗い心を明るうなってから

いりよう

がいであろう。むしろ生涯、
ば暗闇にも等しいといえよ

の光りが有用であり、有難い

く らやみ

「凡夫というは、無明煩悩わ
う。

つも無明煩悩が満ちていると

と、宗祖は、私たちの心はい

文意」）

きえず、たえず」（「一念多念

念にいたるまでとどまらず、

至）、ひまなくして臨終の一

めて、「ああ楽しかった」「あ

うなことをあちこちに追い求

いろんな楽しいことや面白そ

凡夫の心は煩悩におおわれて

自覚していようといまいと

い。しかしこの世にいる間は

く仏心になったといってもい

て、それがやりきれないから、 なる。それはもう凡心ではな

いるゆえ暗く、もやもやして

そのようにはならない。

阿弥陀仏もお念仏もいらなく

明るくなってしまったなら、

のである。もし私の心自体が

れいやなあ」と月をあおぐよ

のである 。「ああお月様はき

闇の夜でも月の光で明るい

とある。

ぢゃ》（「信者めぐり」）

うは 、 誠 に お 恥か しいこと

まこと

れらがみにみちみちて（乃

仰せられている。このお言葉

あおもしろかった」といって、

いずれにしても人生生活は

うに 、「南無阿弥陀仏様あり

と思っているのではないであ

て、少しでも明るくなりたい

無阿弥陀仏である。南無阿弥

つ ）」となって下さるのが南

に「無明長夜の燈炬（たいま

て、むしろ心の暗さが明らか

くのである。仏法聴聞によっ

悲の光明を讃歎させていただ

さんたん

がとう」と南無阿弥陀仏の大

ろうか。

になり、いよいよ阿弥陀仏の
＊
るといわれている。阿弥陀仏

月の光があればこそ闇夜の道

ら私の心は明るくなりまし

る。だから「仏法を聞いたか

むな」と仰せ下さるのである。 有り難さが身に浸みるのであ

光明を慕い、南無阿弥陀仏の

陀仏の大きなたいまつがあれ

とうこ

無明長夜であるから、その私

＊

は、凡夫の心は本質的に〈明

何とかして心の憂さを晴らし

むみよう

るく無い〉（無明）ことを示
されたものであろう。
私たちは何かに成功した
り、家族の仲がよかったり、
恋愛中であったりすると、心

ちげん

病気になったり、孤独になっ

の光明にであうと、もうそれ

も歩けるのである。南無阿弥

た」とは単純に言えない。も

ばこそ「智眼くらしとかなし

たりすると心が暗くなるとい

で凡夫の心の闇がなくなるか

陀仏の徳は無明長夜の心にこ

阿弥陀仏は光明が無量であ

うような、明るくなったり暗

というと、そうではない。仏

は明るく、事業に失敗したり、

くなったりするのが人生生活

し言えるとすれば、煩悩の黒

雲は厚くかかっていても雲を

《おその同行、ある時、味

心の暗闇は、この世のいの

通して光が入って照らしてく
つま で も 煩 い 悩 みや不 安や

浜御坊において、夜中に便所

ちが終わる時、全面的に晴れ、

に、

妙好人のおその同行のお話

そ用らいてくださる。
かかわらず、生涯、凡夫の心

とのであいの有無や信不信に
しかし、凡夫の身には煩悩

は暗いのではあるまいか。い

である。
がたえず満ちているかぎり、
人生生活上の明暗の全体が暗

もやもやがとれないのが凡夫

へ行かんとして戸惑い、ガタ
うに、凡夫の心の明るさも、

オンの光は闇と変わらないよ

生が明るくなるといわれる

明るくなる、仏法を聞くと人

よく、仏教を信じたら心が

曰く、

を持って行きたれば、おその

ガタしておられた。そこへ光

との仰せである。（了）

仏の光明と一つにして下さる

ださるゆえ、明るいのである。
闇なのではなかろうか。太陽

の人生であろう。

わずら

の光に比すれば電灯の光やネ

太陽のような仏の光に比すれ

どもを仏に為したもうための

陀たらしめたいと願われ、私

蔵菩薩となって一人一人を仏

Ｄ 「実は久遠の阿弥陀仏が法

たもう大悲摂取の仰せを、私

られ、限りない慈悲をそそぎ

けるで念仏申せ〉とまで仰せ

せであります。ところが〈助

のお心が〈ただ称えよ〉の仰

す。その助からぬ者を助ける

の助かる縁無き衆生でありま

たもう人間、それは罪悪深重

る。阿弥陀仏がそう喚びかけ

が私たちに喚びかけて下さ

るで、念仏申せ〉と阿弥陀仏

んの指摘によって自分の病い

さねばなりません。お医者さ

までは治りませんよ〉と知ら

は難病にかかっていて今のま

せねばなりません 。〈あなた

い病にかかっているかを知ら

ないその患者に、どれほど重

その場合、病気とも思ってい

ころが実際は重病人。だから

思っていたら飲みません。と

者が自分はどこも悪くないと

とお勧めになっても、その患

をどこまでも肯定し、自分の

たです。こうして自分の考え

ず、真実を否定しているすが

当な真実の道理を受け入れ

の道理（正法）を無視し、正

するということですが、真実

ょうか」
ひ ぼう
Ｄ 「誹謗正法とは正法を誹謗

Ｓ 「それはどういう意味でし

われました」

本に誹謗正法があるのだと云

Ｄ 「曇鸞大師は五逆が起こる

Ｓ 「五逆と誹謗正法の関係は」

しんぎよう

に、十方の衆生、至心信 楽
おも

して 、わが国に生ぜんと欲ひ
な いし

て、乃至十念せん、もし生ぜ

ていること、それを釈尊は無

助ける〉と働きかけて下さっ

を受け入れないのですか」

Ｓ 「なぜ、阿弥陀仏のお助け

＊

凡夫であることを知らせたも

夫であること、救われがたい

す。そのように罪悪深重の凡

を飲もうというようになりま

ざまな悪が起こってまいりま

ようとするところから、さま

く、自分の欲望のままに生き

生き方を反省することもな

よ

仏因を、長いご修行によって

たちはなかなか信受しないの

の重さに気がつき、じゃあ薬

真宗問答 （ 三十一）
三十一 ）
真宗問答（
（第十八願）

仕上げて下さり、私どもに
です」

五逆 と 誹謗正法
五逆と

たとひわれ仏を得たらん

〈我が誓いを信じるばかりで

しようがく

ずは 、 正 覚 を 取 ら じ 。 た だ

量寿経にお説き下さいまし

Ｄ 「それは私たちがそれほど

ひ ほう

Ｓ 「第十八願は一切衆生を救
た。阿弥陀仏のおん眼に見ら

五逆と誹謗正法とをば除く。

済したもう阿弥陀仏の誓いを

下さる言葉であり、その救わ

存在〉だということをお示し

いから除かれるほどの罪深い

とではなくて、私たちが〈救

罪のものを救わないというこ

逆や正法を誹謗するような重

という言葉は、阿弥陀仏は五

語について、聖人は、
〈除く〉

のところで、〈除
除 く 〉という

ただ
五逆と 誹謗正法とをば
誹謗正法 とをば除
ただ五逆
五逆と
とをば除
く

覚は万人を平等に念仏往生で

Ｓ 「乃至十念若不生者不取正

となっています」

念若不生者不取正覚のお誓い

仰せであり、大経では乃至十

端的が〈我が名を称えよ〉の

下さるのです。そのお助けの

のままなりで助ける〉と仰せ

ようとされ、私どもには〈そ

自身の力だけで救って仏にし

ういう人間なるゆえに如来ご

清浄真実の全くない存在、そ

れている人間は、罪悪深重で

んが難病の患者を治す特効薬

Ｄ 「ええ、たとえばお医者さ

けないのですね」

Ｓ 「仏法を聴けども、受け付

入れようともしないのです」

け入れることが出来ず、受け

せよ〉と仰せられる大悲を受

弥陀仏が〈助けるから、まか

えうると思っているから、阿

らを肯定し、自分で自分を支

し、自分の考えに固執し、自

ず、仏法を否定し、仏を無視

助からぬ者であることを知ら

にまでしていただかなければ

定する罪〈誹謗正法〉をお知

を知らしめ、また、真理を否

に重い悪（五逆）のあること

たに疑問も痛みももたない者

れで善い〉と、自らのありか

生き方はまちがっとらん、こ

葉なのですね」
Ｄ 「ええそうです 。〈自分の

に預からせるための大悲の言

す言葉ではなくて、逆に救い

の断念あるいは救いから見放

罪の者は救わないという救い

ようとする。それが高じて傷

に思い、相手の存在を否定し

い人があれば、その人を邪魔

自分の利益にとって都合の悪

Ｄ 「そうお聞きしています。

ね」

々悪が起こってくるのです

謗正法 ）、そういう 処から日

あれどもそれを無視する（誹

けで判断し、まことの道理は

の都合や欲求や勝手な考えだ

をする場合にどこまでも自分

法 とをば
とをば除
除 く 〉のお言葉です」 Ｓ 「どう生きるかとかどう行
Ｓ 「そうするとこの経文は重
動するかいう毎日毎時の判断

う言葉が〈ただ
ただ五逆
ただ 五逆と
五逆と 誹謗正

害や殺しにまでなっていきま

す。また自分の利欲のために、

す」

れ難き者をこそ救わずにはお

助けようと誓われた願である

を何十年も研究開発して作

らせ下さるのです」

ひほう

かないと、十方衆生の平等往

こと、それを法然上人は非常

り、その患者に〈さあこの薬

表された願ですが、先月から

生を誓われたのが阿弥陀仏な

に強調されましたね」

をお飲みなさい、治るから〉

ひ ほう

のだといわれましたが、そこ

Ｄ 「ええ、そうです。〈助け

＊

をもう少しお話下さい」

正当に与えられないものまで

であると知らして下さる。そ

よ

そ

下さり 、〈そんなお 前だから

せず、どこまでも寄り添って

れが〈ただ
ただ五逆
ただ五逆と
五逆と 誹謗正法と
誹謗正法と

助けずにはおかない、引き受

い人だけのことではありませ
ん。帰依している私たちの姿

をば 除 く 〉の仏語でありまし
をば除

かも正法を否定することは、
本人自身に痛くもかいくもな
でもあります」

ひほ う

も得ようとする（偸 盗）。ま
いですから、これが止むこと

ちゆうとう

た自分の欲望を満たそうとし
Ｓ 「誹謗正法の罪は仏教を聴

かし〉との宗祖の仰せも宗祖

ょう。〈地獄は一 定すみかぞ

たもう南無阿弥陀仏様であり

けずにはおかない〉と摂取し

いちじよう

がありません」
いている現在の私たちの姿で

じやいん

て、不倫（邪淫）をしたくな
Ｓ 「正法を誹謗しているとも

ういう自分の悪を悲しみ痛む

いろな悪が起こり、しかもそ

なりましょう。こうしていろ

ごまかす。これが妄語の悪に

罪を知らせる、そのことによ

ちに真理を否定し続けている

Ｄ 「そうですね。だから私た

のですね」

ても正法に帰することがない

仏法を軽んじ、仏様の言葉を

か、しかも今もその罪ゆえに

いかに誹謗正法を続けてきた

法を聴くと云うことは自分が

Ｄ 「ええそうです。むしろ仏

＊

もあるのですね」

知らされるのですね」

仰せ下さる南無阿弥陀仏様と

見捨てない、引き受ける〉と

もおっかけて〈そんなお前を

うな反仏法の人間をどこまで

暗黒に入っていくしかないよ

が身のことであり、そういう

だけの事ではないですね。我

べて下さるのであります」
ひ ほ う
Ｓ 「〈ただ五逆と誹謗正法と

称えよ〉と摂取の手をさしの

の誹謗正法の者に〈我が名を

罪深さを知らせて下さり、そ

い私に、誹謗正法の危なさ・

すべりこんでいかねばならな

ます。誹謗正法で無窮の闇に

むきゆう

る。あるいは自分の利害に関

こともない。〈自分のどこが
って正法に帰順せしめようと

本当だと心から受け入れず、

係すると嘘をいい、へつらい、 知らないから、いつまでたっ

悪い〉とすら思っている。だ
されるのが、この〈

もうご

から何時までも悪がやまない

ても教えの権威を認めず、軽

実のあり方を聴くことがあっ

生きようとするその本に、真

Ｓ 「自分の都合を中心にして

う」

るといわれるのでありましょ

に誹謗正法という反真理があ

れで五逆という反道徳のもと

定の姿が根本にあります。そ

ともしない、そういう真理否

り方によって自分を省みるこ

それを受け入れず、真実のあ

に真実を聴くことがあっても

たちにその罪を知らしめてく

ら、しているとも知らない私

ういう誹謗正法をしていなが

でもいやな私たちですね。そ

Ｓ 「自己否定するのはどこま

人たちのことだと」

ではない、そういうのは他の

ごとに聴いている。自分の事

いても私たちはそれをなお人

すね」
Ｄ 「ええ、そういうことを聴

はなかなか感じられないので

Ｓ 「誹謗正法が自分の姿だと

＊

く 〉の仏語でありましょう」

Ｄ 「ええ、それゆえ自分は助

の者だと」

Ｓ 「なるほど、自分は反仏法

れるのです」

れがたい人間であると知らさ

の人間であり、それこそ救わ

て教化されない、実に無仏法

の心がいつまでも仏法によっ

けてばかりいる。それゆえ私

いても受け入れない、はねつ

すね」
Ｄ 「ええ、仏法を聴いても聴

去だけでない現在の姿なので

Ｓ 「誹謗正法とは私自身の過

とを知らされるのです」

邪見 ・ ・ 慢 の な か に ある こ

自分の考えや思いをつのり、

を、あきれもせず、見放しも

いな仏法に背き続けてきた私

さるのは、助かる資格もない、

Ｄ 「ええ、阿弥陀様が〈助け

す」

とお聞きしたことがありま

を助ける助けたもう〉大悲だ

Ｓ 「阿弥陀仏は〈助からぬ者

Ｄ 「そういただいています」

ういう意味があるのですね」

をば除く〉という仏語にはそ

ひ ほう

んじ、受け入れようとしない

ださり、正法に順う者に導こ

かる縁も何もない人間だと知

ただ五逆
ただ五逆と
五逆と 誹謗正法とをば
誹謗正法とをば除
とをば除

すがたがあるのですね。こう

うとされるのが仏陀の言葉な

らされる。助からぬ人間であ

のです。こうしたあり方の元

した有様は現代に一般的です

のですね」

り、はてしない暗黒に自分自

きようまん

ね」
Ｄ 「ええ、それは特別な人の

Ｄ 「ええ、そしてこの誹謗正

身を落とそうとしている人間

午後二時始まり
午後二時始まり
念佛寺仏間にて
念佛寺仏間にて

三月二十二日（ 木 ）
三月二十二日（

《春 季 彼 岸 永 代 経 法 要 》

（了）

姿ではなくて、いたるところ

法というのは仏教に帰依しな

るで、我をたのめ〉と仰せ下

これではないでしょうか。し

信 仰 夜 話
る「こちらからどうかなって助かろう」

ろうなろう」とするわけです。いわゆ

信じる私になろう」と、どうしても「な

かると感じる私になろう」「助かると

て、このままで助けていただかず、
「助

無阿弥陀仏なのです。

る助けの仏心であり、口に聞こえる南

せが〈まるまる引き受ける〉というま

ゃんと知り抜いていてくださっての仰

このような私をすでに阿弥陀様はち

のではなくて、称えているまま「称我

が、称えていることに力が入っている

いとしては念仏を称えているのです

仰せに聞くばかりであります。私の行

ましょう。その大悲を「称我名字」の

多くの人の聞法は、そこまで堕ち

りのない大悲をお聞かせていただくの

ろに濡れるばかりであります。きわま

名字」と仰せ下さる阿弥陀仏のまごこ

こちらから助かろうと計らうから、

ずに、途中で小さな経験とか納得とか

であります》

とかかるのです。
阿弥陀様が「助からぬ汝をそのままな

分かったこととかに腰を下ろして「こ

Ｓさんから信仰上のお便りをいただ
①「どうも本願を理屈ばかりで受け取
りで助けさせてくれよ」の大悲心が通

れでよい」としてしまうのです。それ

だと思おうとしたり、兎に角聴いた言

弥陀仏が助けに来て下さった阿弥陀様

を通して受け取ろうとしたり、南無阿

と思おうとしたり、仏様の御慈悲を声

ながら此れは如来様のお呼び声である

ちらからそうした確かなものや手応え

い」「分かりたい」「信じたい」と、こ

せん。それで、何とか「有難く思いた

り感じたりしてもそれは長続きはしま

えても、その時は何か有難いと思った

本願を聴いても、あるいは念仏を称

に有難くもないし、信心もないが、兎

言わさぬ命令なのではなかろうか。別

「称我名字というのは如来様の有無を

②続けてＳさんの便りには

あると思います。ただそういう自分の

というか、そういうレベルの高い人も

《霊的感性とか宗教的感性の勝れた人

きました、その中に
ろうとしていた様な気がします。念仏
らないのです。

葉の通りに自分を当てはめていこうと

をつかみたいのです。いつかは確かに

に角称えよの勅命だからやらざるを得

感性で感じた感動とか感激とかはとも

＊

は弥陀の呼び声だと言われれば、称え

ばかりしていましたので、何となくそ

なる、いつかは信じられる、いつかは

ない」

するとそれにとらわれやすく、「これ

どはまったくそういう上等の人間では

ないと述べておられ、そのご返事に、

を経るのではないでしょうか。本当に、

程には必ずといっていいほど、この道

実は、こういうことは聞法念仏の歴

あらわし、大慈大悲のきわまりなきこ

の誓願は、すなわち易往易行のみちを

若不生者・不取正覚」について、「こ

《親鸞聖人が十八願文の「乃至十念・

けていただくばかり」ではなくて自分

そうすると、「弥陀に全面的にたす

が多々あるように思います。

り、たのみにしたりしようとすること

な経験や感動を救われたしるしにした

でこそ」と自分の宗教的あるいは霊的

《 本願を聴いたら、その本願の通り

いやというほどそれを繰り返すのであ

とをしめしたまうなり」と申されてま

＊

③Ｓさんの友人に宗教的あるいは霊的

んな気になる事があっても全く続かな

分かると思って何年も聞法念仏するの

とありました。これに対して、

で本願の救済が私にとどかないので

い、返ってしんどくなるばかりでした」

ですが、いつまでたっても元の木阿弥

なレベルの高い人たちがいて、自分な

とのお便りをいただいた。このお便り

の自分が残るのです。

す》

に対するコメントとして、およそ次の

に「思いたい」と本願をつかみにかか

りましょう。

様にご返事を書きました。

り、念仏を称えると、「これは阿弥陀

ままで助かるのだと思いたい」「この

りを救う」と仰せ下さるのに、「この

「どうにもならない汝のそのままな

のです。

受け取る自分になろう」とばかりする

と、どこまでも「聴いた言葉の通りを

なのです。

が残るのです。それが私の動かぬ生地

除かれた存在」「無仏法無信心の私」

ない自分」「本当にお助けからは全く

たく「助かる縁も手がかりも塵ほども

からいのありだけを重ねて、もうまっ

（なんとかなろう）という自力のは

名字（我が名を称えよ）の仰せであり

代わりになりたもうての仰せが、称我

仏道成就の力のない私に仏道成就の身

を「まるまる引き受ける」との勅命、

あります。無仏法無信心、反仏法の私

て、大慈大悲のおこころの表現なので

単なる有無を言わさぬ命令ではなく

すように、乃至十念いわば称我名字は、

分からなくなってしまう事にもなりま

しまうことになって、やがてまた道が

感動は必ずしも長続きがせず色あせて

のになりますし、またそういう感激や

そうなると、その救いは個人的なも

ん。

助かった証拠にしようとしかねませ

の感動や感激で助かろうとし、それを

様の呼び声だと感じたい、思いたい」

ままのお助けと受け取りたい」となっ

しょう。
むしろ、そういう霊的感性や宗教的
感性がない私は、全く助かる種も、仏
法的な色もなにもない、空っぽの素凡
夫。それであれればこそ、もうまった
く「弥陀に助けられるばかり」、「阿弥
陀様ばっかり」よりほかに助かるすべ
はありません。
もし何か仏法的なものとか宗教的な
素質とか感性とかが私にあるとなる
と、それをたのんだり、あてにしたり、
期待して、ついには弥陀を憑（たの）
まずに終わってしまいます。
私の方にそういうものが一切合切な
いから、いやたとえ多少あったとして
も、それは何の力にも役にもたたない、
全くの泥凡夫だからこそ、そんな私に
「我が名を称えよ」のなさけがかかっ
ているのではありませんか。素凡夫は
阿弥陀様にまるまる引き受けていただ
くほかに道はないのであります》
（了）

