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った」とか「勤行しているの

のおかげをいただき病気が治

しかし「勤行によって仏様

安定をもたらすものである。

見えるものではないが人生に

こういう行いの効用は目に

である。外から自分の生活を

山坂をこえさせていただくの

い人生生活であるがなんとか

れによって、ふらふらしやす

はめていただくのである。そ

礼により、日常生活にわくを

れが仏道修行の基本的な姿で

をするということである。こ

は日々に宗教儀礼を行う生活

である。また夕方にも朝に準

のお聖教を拝読し味わうこと

勤行の後、御文や歎異抄など

偈（あるいはお経）を勤行し、

うとしているのであって、純

自己中心的な願望をかなえよ

めたり期待したりするのは、

どと、儀礼の効果や利益を求

で商 売 が繁 盛 し て きた 」な

をすることはいつでもどこで

宗教儀礼をとりいれた生活

教儀礼にはあるのである。

いただく、そういう働きが宗

っと人間的な生活にもどして

規制し、秩序づけられて、や

容は、礼拝し、念仏し、正信

宗教儀礼 の 意味
宗教儀礼の
仏教徒の生活とは具体的に

ある。

じたお勤めをする。そして朝

なる仏教の行とはいえないの

はんじょう

修行というと、僧侶だけが

夕の勤行以外はお念仏に親し

もできるのである。私がする

ぎれい

行うのものであるとか、ある

である。

ことはささやかであっても、

みつつ、仕事や家事などをこ

むしろ、自分に都合の良い

いは難行苦行をイメージする

が、それだけが修行ではない。 なしていく。そういう単純で

それが次第に子や孫にも影響

なお、専ら念仏申す生活で

御利益を求める必要もなく、

仏前にぬかづき、仏教儀礼

あれば、それには宗教儀礼の

あるが秩序のある生活を毎日

お内仏（お仏壇）はこうい

を修することによって、さま

意義はすべて含まれてくるで

むしろそういう修行は特殊な

う宗教儀礼をするためのもの

ざまな困難や障りがやってき

あろう。

を与え、やがて社会全体にも

そうではなくて、日々の中

であって、単に先祖の供養を

ても、仏とともに生きぬき、

求めることもなくなっていく

でだれでもが「行を修する」

するためのものではない。亡

いろいろな困難に随順しつ

続ける。これがみじかな仏道

（修行）ことのできるもの、

き先祖は、生きている私たち

つ、それらをかえって善き仏

行であり、だれもが行える行

行われるべき修行が、それが

に仏法に帰依して人生を送る

縁に転化していく、そういう

浸透していくものと思う。

仏教の宗教儀礼である。

ことを願っておられる諸仏と

智慧のまなこを養っていただ

のが、仏教生活である。

では何が真宗門徒の宗教儀

して敬い、仏前において亡き

くのである。

修行である。

礼かというと、お念仏申すこ

人と共に阿弥陀仏の徳を讃歎

儀礼のある生活をするの

ではない。

とで あ り 、朝 夕 の 勤 行 で あ

する勤行を行のである。それ

は、私たちが弱い人間であり、

＊８月２２日の「同朋の会」は休みます。

（了）

る。このことは古来、真宗門

が亡きご先祖のお心にかなう

悪に傾きやすい人間であり、

ごんぎょう

徒のたしなみとして広く行わ

いとなみになるのである。

あることを自覚するからであ

ふしだらになりやすい人間で

れてきたものであり、これに
よって日々の生活に秩序が生

こういう宗教儀礼を日々持

る。自分をほっておくとだら

まれるのである。

続することは、少しく努力の

ごんぎょう

朝夕 の 勤 行 は 、 朝 起き て

しなくゆるんでしまうような

お粗末な人間だから、宗教儀

いることであって、いわゆる
「おつとめ」なのである。

お勤めをし夕方にもお勤めを
することである。お勤めの内

８月１０日（日）
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午後２時始まり
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け

う

ぐ ぜ い

いうよりは、永劫の修行に於

Ｄ 「永劫の修行が終わってと

のですね」

修行が〈終わって〉ではない

Ａ 「そうすると、法蔵菩薩の

す」

と聞かせていただいていま

生の功徳として完成された、

としての徳を、一切衆生の往

劫の修行に於いて〉阿弥陀仏

て永劫の修行をなされ、〈永

法蔵菩薩は一切衆生に代わっ

切衆生を助けるために菩薩の

なくて、久遠の阿弥陀仏が一

Ｄ 「法蔵菩薩は単なる人では

でしょうか」

なっておられるのはどうして

かわらず、すでに阿弥陀仏に

うことになりますが、にもか

から、今もご修行の最中とい

Ａ 「すると、永劫の修行です

ね」

どの長い時間をいいますから

いうのは永遠といってよいほ

Ｄ 「ええ、そうです。永劫と

すね」

を助けたいという願を発し修

なぜ法蔵菩薩として一切衆生

い意味があると思いますが、

し行をされたという経説は深

Ａ 「法蔵菩薩として願をおこ

るままが裏は満月ですから」

はないですね。一部分に見え

だからといって一部分の月で

体と離れないように、三日月

の時でも、そのままが月の全

お月様は三日月の時でも半月

なった、そのような菩薩です。 すがたは、たとえていえば、

位としてその働きをお示しに

行をされたのですか」

降りられたお姿です。そのお

菩薩として修行をされる位に

法蔵菩薩は、仏でありながら

さきほど申しましたように、

Ｄ 「そう私は聞いています。

いうことですね」

仏の徳を完成しておられると

修行中であるままが、すでに

中といえましょう」
Ａ 「永劫の修行ですから今も

る、成就しているままが修行

修行中のままが完成してい

なしたもうご修行ですから、

くて、すでに仏であるお方が

成していくような修行ではな

の 積 み 重 ね に よ って 完

人間の行う有限な修行

Ｄ 「 法 蔵 菩 薩 の 修 行は

Ａ 「 な ぜ で し ょ う か」

た の で あ り ま し ょう 」

い て 阿 弥 陀 仏 に 成ら れ

ないなら、一切衆生を助ける

まだ阿弥陀仏になっておられ

薩が修行の途中であって、い

てきます。もし、まだ法蔵菩

弥陀仏をたのむ信心が起こっ

って大悲の確かさを知り、阿

を聞かせていただくことによ

れていること、そのお知らせ

切衆生を助ける功徳を完成さ

う大願をすでに成就され、一

て、一切衆生を助けたいとい

おられるということを聞い

薩がすでに阿弥陀仏になって

Ｄ 「それは、私たちは法蔵菩

う意味ですか」

に成られたというのはどうい

Ａ 「では法蔵菩薩が阿弥陀仏

ことが知らされます」

のない大慈大悲のお心である

のどのような衆生もおもらし

いるのであって、いつの時代

当ては全ての衆生にかかって

たちは阿弥陀仏の大悲のお目

なりました。それを聞いて私

い〉との誓いとしてお示しに

いようなら私は仏にならな

切衆生、もし浄土に生まれな

私たちに知らせるときは、
〈一

切衆生を助けようとの大悲を

とができます。それゆえ、一

らせ与えるためとうかがうこ

慈大悲のまことを私どもに知

阿弥陀仏が一切衆生を救う大

Ｄ 「法蔵菩薩の出現は久遠の

きましょう」（了）

れつつあると味わうこともで

菩薩の利他の修行が今もなさ

つつあるということは、法蔵

現に阿弥陀仏が衆生を救済し

らないでしょう。ですから、

生救済の利他の働きにほかな

すから、それは阿弥陀仏の衆

うて浄土に生まれしめる行で

す。利他の修行とは衆生を救

の修行は利他の修行が中心で

ではないでしょう。法蔵菩薩

行と弥陀の救済とは別なもの

Ｄ 「ええそうです。そのご修

中ともいえますね」

ですから法蔵菩薩は今も修行

Ａ 「永劫の御修行ということ

という信心が起こるのです」

こんな私も助けていただける

おられることを聞いてこそ、

ん。すでに阿弥陀仏になって

ない信頼は起こってきませ

薩の大悲大願に対するゆるぎ

ということですから、法蔵菩

という願いは完成していない

正信偈に学ぶ問答
正信偈に
（六）
法蔵菩薩因位時
在世自在王仏所
覩見諸仏浄土因
国土人天之善悪
建立無上殊勝願
超発希有大弘誓
いん に

（正信偈書き下し）
みもと

法蔵菩薩の因位の時、世自
在王 仏の 所 に ま しまして 、
と けん

諸仏の浄土の因、国土人天の
こんりゅう

善悪を覩見して、無上殊勝の
ちょうほつ

願 を 建 立 し 、希 有 の大 弘誓
を超 発せり。
＊
Ａ 「法蔵菩薩は一切衆生を浄
土に生まれさせてまことの仏
にしてやりたいという広大な
願いをおこされ、そして『無
量寿経』によると
しゃくじき

不可思議 の 兆載永劫におい
兆載永劫 におい
不可思議の
菩薩 の 無量の
無量 の 徳行を
徳行 を 積 植
て 、菩薩の
して
とあって、永劫のご修行をさ
れて阿弥陀仏に成られたと説
かれています。永劫の修行と
いうのは、ここまでという限
りのないご修行ということで

信心をいただく道
信心をいただく
をいただく道

か ご う

さわり

し 疑 いを除
いを除 く 。 末代の
末代 の 教行、
教行、

円備 の 嘉号は
嘉号 は 障 を 消
万行 円備の

疑心自力の
疑心自力の 行者も
行者 も

らこれを 修 すべし。
すべし 。
専 らこれを修

信心 のひとにおとらじと
信心のひとにおとらじと

果どうなられたのか、という

如来大悲 の 恩 をしり
如来大悲の

その本願を実現して、その結
阿弥陀仏の本願の起こりと結

とあって、名号には本願への

くなることを「聞」の成就す

真如 の 門 に 転入する
転入 する
真如の

おしえざれども 自然に
おしえざれども自然
自然に

本願をへりくだってお聞きし

であれば真実信心への道は

いる。

れを修すべし」と教示されて

こもっているから 、「専らこ

疑いを消してくださる功徳が

称名念仏 はげむべし
称名念仏はげむべし

聞法であり、本願を憶念する

定散自力
定散自力の
の 称名
称名は
は
かすい
果遂 のちかいに帰
果遂のちかいに
のちかいに帰 してこそ

果を詳しく聞くこと、それが
仏名 を 称念して
称念 して自力
仏名を
して自力の
自力の 心 を 離
願にたいする自力の疑いがな

とある。自力の心を離れるに

なわち「本願を聞き開いた」

ことである。それによって本

横超他力と 名 づく
いかにしてまことの仏（神） る 、 これを
これを横超他力
横超他力と
るなり
るなり（法蔵館版真宗聖典）

にであうことができるか、ふ
れることができるか。その道
は、本願を憶念することと専

ことになる、との思召しとう

じね ん

を提示しているということは
ら仏名を称えることだと、申

つつ、つねに阿弥陀仏の御名

真実の宗教にはあるはずであ

とあり、さらに

を称えていく道といえよう。

かがうのである。

不退
不退のくらいすみやかに
のくらいすみやかに
えんとおもわんひとはみな

されているのである。

また「専修とは云々」との

しゅうじ

なお基本的に大事なこと

くぎょう

である 。「なんとしても救わ

恭敬の
恭敬の 心 に 執持して
執持して

のご和讃も「もはや二度と迷

れたい」と専一に求めること

聖人の仰せは、自力の心を離

うすることであろうか。それ

では本願を憶念するとはど

る。
では「真宗ではどうしたら
仏にであうことができるか」
とあえて問うてみる。

は、専らただ阿弥陀仏の名を

わぬ身に速やかになろうと思

である。多くの真宗の聞法者

は、この道に一途であること
称えることをおすすめくださ

う人はみな、本願の思し召し

がご信心がいただけないの

弥陀 の 名号称すべし
名号称 すべし
弥陀の

る。

を常に謙虚に敬ってお聞き

は、この熱心さや真剣さが足

について聖人は『教行証文類』 れて他力の信心をいただくに

いまだ真実の信心に至らぬ

し、お念仏を称えよ」との意

りないからではなかろうか。

そうすると、そういう問い

生起 ・ 本末を
本末 を 聞 きて疑心
きて 疑心ある
生起・
疑心ある

未信の者にたいして念仏を専

と伺うことができる。

香樹院師が「これ一つ聞きつ

起こるであろう。

（信巻）に

ことなし
これを 聞 と 曰 うな
ことなし。
。 これを聞
り。

ら称えることのおすすめであ

た『ご消息』にも

自身がすでに計らいであり、

しかし、もしまことの仏に

と仰せられていて、本願の生

る。

から途方に暮れるしかないで

る。このご文から、本願を憶

のを聞というと述べられてい

ープの人たちが「念仏に力を

に対して信心を強調するグル

しかし、こういうおすすめ

おぼしめして
御念仏 そうろ
おぼしめして、
、 御念仏そうろ
うべし。
うべし。

ひとは 、 まずわが身
まずわが 身 の 往生を
往生 を
ひとは、

往生 を 不定におぼしめさん
不定 におぼしめさん
往生を

ておられるが、実際その通り

心がゆるんだら、仏になる種

けずばおくまい、おくまいの

うは 、 衆生、
衆生 、 仏願の
仏願 の
聞 と 言 うは、

あうという手がかりも道もな

起本末を聞いて、疑いのない

自力であるという批判が当然

いとするなら、私たちは最初
あろう。

念するとは、本願の生起本末

入れると、行じていることを

であると思う。

と ほう

そこでこの問いへのアドバ

を聞くことであると了解する

とあり『浄土文類聚鈔』には

例えば『教行証文類』には

なもののためであり、何のた

願を起こされたのはどのよう

そうすると、法蔵菩薩が本

る。ご『和讃』に

おすすめになっているのであ

自身は未信の人に称名念仏を

とはいえないが、親鸞聖人ご

（了）

（ なお八月二十二日
なお 八月二十二日は
八月二十二日 は 例年通りありません
例年通 りありません）
りありません ）

念仏会 と 共学会）
共学会 ）
八月十二日 （ 念仏会と
念仏会 と 共学会）
共学会 ）
九月十二日 （ 念仏会と

左記 の 日 の 集会は
集会 は 休 みます。
みます 。
左記の

休会 のお知
らせ 》
《 休会のお
のお 知 らせ》

を失ふたと思え」といましめ

イスを親鸞聖人のお言葉の中

たのみにしてしまうから、か
そして聞いて疑いのなくな

なる」といわれることがある。

ことができる。

かりがあるのであり、それは

ったのをまことの「聞」いわ

確かにそういうおそれはない

に探してみると、やはり手が
聞法者にとって大事な道しる

ば信というのである。

横超 とは、
本願 を 憶念して
憶念 して
横超とは
とは、 本願を

めに、またどのようにして、

えって信心をいただく邪魔に

べといえよう。

自力 の 心 を 離 る 、 専修とは
専修 とは唯
自力の
とは唯

阿弥陀如来のその昔
法蔵比丘た
○「
「阿弥陀如来のその
のその昔、法蔵比丘た
おはずかしいことである）

親心語る言葉もつき
言葉もつき果
てて、ただた
親心語る
もつき果てて、

布施、持戒、
持戒、忍辱、
忍辱、精進等の
精進等の
給う時、布施、

（私たちが生きているのはいつでも今

せが仏法
○仰
仰せが仏法

軽くしかいただけてない私）

（親心の深さ、ご恩の深さがまだまだ

だ仰いで、
いで、合掌。
合掌。

もろもろのわずらわしき行をえらび捨
をえらび捨
もろもろのわずらわしき行

の瞬間〈一念〉であり、今の一念を外

えたら減る。お念
○世
世の中の宝は、与えたら減

りし時
りし時、我等衆生の
我等衆生の往生の
往生の業をさだめ

てて、称名念仏の
称名念仏の一行をもって
一行をもって本願
てて、
をもって本願と
本願と

弥陀様がであいたもうのも一念におい

聞 いて も百人称
も 百人称えても
仏 は 一人 聞いて
百人称 えても減
えても 減 ら

聞え心は仏法でない
仏法でない。
聞え
でない。

し給えり
せずは我も
えり。
。念仏
念仏の
の行者往生
行者往生せずは
せずは我
正覚取らじと誓
いて、その願満足
その願満足
正覚取らじと
らじと誓い給いて、

てであいたもう。その一念は仰せを聞

れるほど増してゆく。
してゆく。仏様は
仏様は十
ぬ。流れるほど増

信 心 夜 話

＊
して、十劫この
十劫この方
なり。何んぞ衆生
んぞ衆生の
して、
この方なり。
衆生の

く一念である。その一念の事実の後に、

るだけ、呼んで頂
んで頂くだけ。
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