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浄土を願って生きる

を 得な いし 、私も そ

日常 的 に見 聞せざ る

ころ にあ る。 それを

人間 関係 がい たると

ざまな形で行われている。

んな人間的な差別が大小さま

までもそうはならない。いろ

ところが現実の社会はいつ

に、宴会の場に出席したこと

はたして平等な対他関係が

小学生の五・六年の頃だっ

が書かれていた。その宴会に

人を職業や財産の有無や学

そういう世界はある。それ

う いう 差別 社会 を形

たと思う。その頃、家は小さ

芸者さんが何人か来ていた。

歴や資質や家柄や出身地や人

はこの世を超えて浄土として

実現しているような世界は、

な割烹旅館を営んでいた。年

その時、同級生の者は彼女た

種などの違いによって優劣を

すでに成就されている。それ

成 して き た一人 だろ

末年始になると忘年会とか新

ちを呼び捨てで呼んでいた

つけ、差別的な扱いをするこ

を知らしてくださるのが浄土

形を持たず、形のない無量の

浄土に生まるれば肉体的な

＊

はこないものだろうか。

ないものであろうか、あるい

年会の宴会が時々あり、町の

が、百三はどうしても呼び捨

とに対し、誰しも本当はそう

の経典である。

うと思う。

だんな衆のような人たちの宴

てで呼ぶことができなかった

いう状況を見るのは、イヤな

＊

会がよく行われていた。そし

と、告白的に書いていた。

ことであり悲しいことではな
かろうか。

えた。その時、他者を人の面

び捨てに呼んでいるのが聞こ

さんの芸名）歌うたえ」と呼

「おい、花奴（その時の芸者

だんな衆の一人が芸者さんに

が、身近でない他者を呼び捨

は勿論できなかったであろう

る」、というような理論づけ

態度をとることは間違ってい

て人を差別的に見、差別的な

その頃の私が「職業によっ

互いが差別されない、平等な

私たちのいのちの底にはお

動いていたのだと思う。

な人間関係を願う心が心中に

する人間関係ではなくて平等

今から思うと、人が人を差別

持ちが起こったということは

しやりとりをするところにい

我を立てて、他者と比較分別

と執し、我が体と執し〉て、

と執着する、そこにあらゆる

れを〈私〉とか〈私のもの〉

ば人間という肉体を持ち、そ

何らかの形を持ち、たとえ

変同感したものである。

それを読んで私は百三に大

て時には廊下からこうしたお
客さんの声が聞こえることが
あった。ある宴会の夜、芸者

前で呼び捨てる行為に、幼い

てにするような光景に接して

人間関係を願う気持ちが流れ

ろいろな差別のみならず、争

いのちとなると説かれてい

私であったけれど、何かイヤ

「イヤだなあ」という感覚を

ているし、それを消すことは

いや貪欲が起こるのであろ

幼い頃、そういうイヤな気

な感じがしたものである。

が実現するような社会に少し

後、何度も見聞きしてきたし、 できない。そういう人間関係

もったことは間違いない。

でもなることを願っているの

だから、そういう限定され

さんが招かれることがあり、

り立てるほどのことはないか

そのつど幾分悲しさをおぼえ

だと思う 。（そういう願いが

た〈形あるいのち〉から解放

マにも時々出てくるので、取

う。

きいのち〉になる、あるいは

＊

差別の因があるといえる。
〈我

る。

もしれないが、しかし悲しい

てきたのである。もっとも私

私の心に起こるのは、浄土か

されて、形のない〈はかりな
ろう）

＊

その後、高校時代になって、 もそのだんな衆と同じような

ものを感じた。

態度をおりにつけ他者にとっ

らの働きがまずあるからであ

こういう光景は映画やドラ

作家の倉田百三の本を読むよ

てきたと思う。
この世はこういう差別的な

これに類することはそれ以

うになり、その中で百三が第
一高等学校の学生だった時

る、それが浄土に生まれた聖
想世界を人間の運動だけで実

この世の未来にそういう理

くならないであろう。

衆の徳であるといわれてい
現しようとする企てもある

〈はかりなきいのち〉とさと

る。

念〉ということで 、〈わが名

号を称えること、十念（声）

に至るに及ぶまで〉という意

衆の間には差別的な関係はな

このようにして、浄土の聖
か、あるいは失望に終わるか、

未来に理想社会を夢見るだけ

が、それはとかく、遙かなる

本願名号正定業

Ｄ 「阿弥陀仏の本願によって

願名号とは何ですか」

業なり〉についてですが、本

仏にはならない、と誓われた

それが出来ないようなら私は

ず浄土に生まれさせる、もし

れずば正覚を取らじ〉で、必

味です。ですから〈十声なり

く、ひとりひとりが形のない
または強制することによって
至心信楽願為因

誓われた阿弥陀仏の名のこと

この世を超えてすでに成就し

（本願の名号は正定の業なり。 願の名号というのですね」

書き下し文

必至滅度願成就

Ｄ 「ええそうです。南無阿弥

とです」
Ｇ 「南無阿弥陀仏のことを本

でいわゆる南無阿弥陀仏のこ

ですか」

誓願と名号の関係はどうなの

念仏往生の誓いと申します」
Ｇ 「〈我が名号を称えるばか

法蔵菩薩の誓願です。これを

で〉と仰せられ、〈もし生ま

とも我が名と称えるばかり

いのちでありつつ、個性的で
更にこの世を悪くする場合が
成等覚証大涅槃

はる

あると、浄土の経典には説か
多い。

正信偈 に 学 ぶ 問 答
正信偈に
二十二 ）
（ 二十二）

れている。浄土の仏・菩薩な

ている、と仏陀は説いてくだ

至心信楽の願を因とす。等覚

陀仏は単なる阿弥陀仏の名で

Ｄ 「名号と誓願の心とは、た

＊

さっている。そしてその浄土

を成り、大涅槃を証すること

はありません。阿弥陀仏の本

とえば肉体と心のように離れ

どの聖衆には真実の平等な関

この世で人と人が差別的な
のはたらきはこの世の人々の

は、必至滅度の願成就なり）

願が名となった、そういう仏

のであろう。ただ浄土の世界

いわば「浄土を願っている」

光が私どもの心にはたらきか

ていくところにすでに浄土の

私どもが浄土を願って生き

八願〉心が信心として衆生に

であり、至心信楽の願〈第十

違いなく往生せしめたもう行

（本願成就の名号は衆生を間

薩の四十八通りの誓願の中の

量寿経に説かれている法蔵菩

Ｄ 「この場合の本願とは、無

名です」
Ｇ 「本願名号の本願とは」

ましょう。あるいはたとえば

仏の願心とは一体不二であり

に南無阿弥陀仏の名と阿弥陀

体はありえません。そのよう

観念でしかなく、心のない肉

であろう。

を願う心が私たちの心に自覚

けてくださっているのであろ

とどいて往生の正因となる。

第十八願のことです。その中

赤ちゃんに与える母親の母乳

＊

されていないだけである。

う。浄土の光は、私どもをし

正定聚のくらいにつき、浄土

の〈乃至十念・若不生者・不

が母親が赤ちゃんにそそぐ愛

浄土はこの世にはないが、

状態であるのを見て悲しく感

心に働きかけていてくださ

現代語訳

係がそこには実現しているの

じ、イヤに思うのは裏を返せ
る。

けれども仏の説法を聞くこ

て、人間差別の世界を痛み、

に往生してさとりを開くこと

取正覚〉と誓われたお念仏の

りで助ける〉と誓われたその

ば平等な世界を願っている、

とによって、浄土を願い、浄

差別の状態を少しでも少なく

ができるのは、必至滅度の願
〈第十一願〉が成就されたこ

誓いのことです」

情のように、南無阿弥陀仏の

ないのです。肉体のない心は

土を願って生きようとするこ

することを志向しつつ生きる
こと へと 促 し たも うので は

うなが

とが芽生えてくるのである。
＊

関係になるのかということで

実の差別の世界とはどういう

浄土を願って生きることと現

を映すことはできる」といわ

光のはたらきに帰し浄土の徳

ることはできないが、浄土の

先人が「この世を浄土にす

四句に摂められています」

す。真宗の教えの基本がこの

部分と言っていいと思いま

Ｄ 「この四句は正信偈の中心

詳しくは〈称我名号・乃至十

との誓いです。乃至十念とは

し生まれずは正覚を取らじ〉

Ｄ 「〈乃至十念するもの、若

取正覚の誓いとは」

Ｇ 「乃至十念・若不生者・不

＊

るのです」

とは不離一体であるといわれ

と南無阿弥陀仏の名号（乳）

阿弥陀仏の大悲の願心（親心）

ものが乳である、そのように

しろ母親の愛情が形を取った

乳は母親の愛情と離れず、む

とによる）

ある。

れた。そういう希望をもって

Ｇ 「まず〈本願名号は正定の

そして、さらに一言すれば、 なかろうか。

この世はたしかにいつまで

生きたいものである。 （了）

＊

たってもさまざまな差別はな

はやはり善は善であって、悪

Ｄ 「ええ、その大悲の誓いが

という広大な大悲の仰せなの

え私どもの心には何も要求せ
よりは善いことであります。

Ｇ 「人間の心には煩悩と煩悩

一声一声の南無阿弥陀仏の名

す」

ず、私のありべのままでまる
ですから、その煩悩まじりの

まじりの善心しかなく、こう

＊
Ｇ 「〈我が名号を称えるばか
まる救おうとされた、そのお
悪が伴っていることを反省し

すか」

Ｇ 「ではどういう思し召しで

りません」
＊

の側であるという意味ではあ

を条件に助けるのは阿弥陀仏

は人間の側の行いとし、それ

うという、いわばお念仏の行

し、称えるならば助けてやろ

人間の側に称えることを要求

自分が認められたいとか、お

をする心にも、それを行って

ことも事実ですが、人に親切

をするような慈悲の心がある

Ｄ 「ええ、たとえば人に親切

じっているのですね」

Ｇ 「善心はあっても煩悩がま

ということでしょう」

く、純粋な善心は一つもない

と煩悩まじりの善心しかな

Ｄ 「凡夫の心にあるのは煩悩

は」

的な善では浄土に生まれるこ

Ｇ 「そうですね」
Ｄ 「それに、どこまでも人間

もしばしばありますから」

りして、争いの因になること

腹を立てたり、相手を憎んだ

行っても、それが本になって

の自我に無反省なまま、善を

ね」
Ｄ 「ええそう思います。自分

行うことが望ましいのです

伴う煩悩を反省し慚愧しつつ

の善を行う時には、その善に

きものなのですね。そしてそ

で〈お前が仏になる因はすべ

Ｄ 「ええそうなんです。それ

心からなのですね」

てやりたいという大慈悲のお

どこまでも助けたい、仏にし

知り抜かれて、その私たちを

ような真実がまったくないと

Ｇ 「それは私たちが仏になる

さったのです」

なる因をすべて仕上げてくだ

わって御修行くださり、仏に

法蔵菩薩となって私どもに代

になる因は阿弥陀仏の方で、

Ｄ 「ええ、ですから衆生が仏

ね」

弥陀仏は見られているのです

仏になることはできないと阿

した人間の心で行う修行では

そこで阿弥陀仏は私たちに南

聞かせいただく名なのです。

ものではなくて聞きもの、お

ですから南無阿弥陀仏は称え

声であり、誓いの御名です。

陀仏そのものが大慈悲の喚び

Ｄ 「ええそうです。南無阿弥

う大悲の喚び声なのですね」

そのままなりで助ける〉とい

であるけど、お念仏の声は〈

て、南無阿弥陀仏と称えるの

いと要請するものではなく

ちが称えて何とかしてくださ

仏は私たちにとっては、私た

Ｇ 「そうすると、南無阿弥陀

ているのです」

が南無阿弥陀仏の名号になっ

一ついえば、大悲心そのもの

号に表れているのです。もう

ですね」

りで助ける〉とは私たちがお
心を〈我が名を称えるばかり

Ｄ 「〈口にただ称えるばかり

返しを求めるとか、あるいは

とはできないと説かれていま

て我が方で仕上げた。お前を

＊

念仏を称えたら助けてくださ
ざん き

でまるまる引き受けて助け

善行を誇るとか、自分が善人

す。人間的な善の行いは人間

無阿弥陀仏の御名を私たちに

慚愧しつつ、行われるべきも

る〉ということで、全面的に

であることを確認したいと

そのままなりで助ける、引き

与えて聞かせたいと願われて

で〉と表されたのでありまし

私どもを引き受けて助けると

か、人によく思われたいとか、 世界よりもさらに苦しみの少

受けてやる。助けさせてくれ

起こされた願が法蔵菩薩の第

るということですか」

いう広大な大悲を表したもう

ない天上界に生まれる因には

よ〉という広大な慈悲心を私

十七願なのです」

ょう」

仏のお言葉なのです。ですか

そういう自我の心がついてき

なると、教えられています。」

たちに知らせたもうお言葉が

Ｄ 「いいえ、〈称えるばかり

ら、私の方でお念仏をどれだ

ますから、純粋な慈悲心や善

Ｇ 「天上界とは」

〈乃至十念・若不生者・不取

のであります」
Ｇ 「人間的な善は行われるべ

け称えねばならぬというよう

心は凡夫にはないと阿弥陀仏

Ｄ 「天とは神さまのことで、

正覚〉というお言葉として十
りの善は無意味なのですか」
Ｄ 「いいえ、こうした善が無

ける〉と仰せられるのですか」 Ｇ 「では、そういう煩悩まじ

苦しみの世界に転落する可能

だ迷いの境界であって、また

界といわれます。しかし、ま

り、人間界よりも楽の多い世

そのままなりで必ず助ける〉

称えるばかりでよい〉とは〈

ましょう」
Ｇ 「ということは〈我が名を

八願に示されているのであり

えたら助ける〉というような、 Ｇ 「人間の心に真実がないと

＊

な話ではありません」

は見られたのではないでしょ

天上界とは神々の世界であ

で助ける〉とのお誓いは、
〈称

Ｇ 「なぜ阿弥陀仏は〈ただ口

うか」

になることができるような真

意味というのではありませ

性がある境界といわれていま

（了）

に称えるばかりでまるまる助

実がまったくないことを阿弥

ん。この世を生きていく上に

Ｄ 「それは私たちの側に、仏

陀仏は知り抜き給い、それゆ

話であるかどうかは、信心がいただけ

す。なぜなら、聴聞は何を聞くのかと

るのであります。（了）

慈悲の力が加えられて、信心をたまわ

真宗の教えを聴聞しているお方か
です。その場合は、称えているお念仏

ていない場合は判断がつきにくいもの

お念仏のいわれを聞いても、具体的な

もし南無阿弥陀仏の声がなければ、

中して聞かせていただくことでありま

いただくのではなく、課題を一つに集

しなくても助かるなどというのは間違

とです。真宗は他力の教だから、努力

また、なんといっても熱心に聞くこ

を解決したい」「死んで私はどこへい

弥陀仏にあいたい」「不安な死の問題

ただきたい」「弥陀をたのみたい」「阿

聴聞する側は、「なんとか信心をい

いでしょうか。一代の名師といわれた

信心をいただくことは難しいのではな

の次ぎぐらいに考えていてはなかなか

世間のことが第一で、仏法は二の次三

生死流転を超える〈一大事〉であって、

蓮如上人が申

べきなり」と

さば、御慈悲にて候うあいだ、信をう

に不信なりとも、聴聞を心に入れて申

ながら、熱心に聴聞するなら、「いか

助かりたいと願って、お念仏を称え

可能であることを実感した意義は大き

らである。民衆の合意で政権の移行が

ないもどかしさがずっと続いていたか

ーロッパ先進諸国の政治体制には及ば

始めたことを実感した。これまで、ヨ

で、日本もやっと民主主義が地に着き

出来事だったと思う。二大政党の実現

ら民主党政権に移行したことは大きな

クトは少ないにしても、自民党政権か

は先の二つの出来事と比べるとインパ

きごとであった。今年はどうか。それ

震災は極めて身近に経験した強烈なで

れたことに驚いたからである。また、

会主義の国々がこれほど早く体制が崩

ベルリンの壁が崩壊した当時、私も社

す」と答えられたが私も同感である。

たこと、そして国内では阪神大震災で

際的な事件ではベルリンの壁が崩壊し

何ですかと尋ねられた時」、陛下が「国

から、一番印象の深かったできごとは

この前、「天皇陛下が天皇になられて

住職雑感 》
《 住職雑感》

いうと、〈お念仏のいわれ〉をお聞か

せいただくことです。ですからお聞か

せいただく対象は南無阿弥陀仏であ

り、その南無阿弥陀仏は具体的にどこ

ら、「なかなかご信心がいただけませ
にぴったり合う話はまず間違いのない

南無阿弥陀仏がありませんから、観念

仏法聴聞の心得

に示されているかというと、称えてい

ん」とよくお聞きします。なぜいただ
真宗のお話（本願念仏のお話）である

的になりましょう。それゆえ日頃お念

るナムアミダブツの声のところに表れ

けないのか、それは縁が熟してないか

といえましょう。もしお念仏にぴった

す。蓮如上人は、「後生たすけたまえ

いで、真剣に念仏聞法すべきでありま

仏を称えつつ、称える念仏のいわれを

ています。

らといえますが、しかし聴聞する私た

り合わないお話なら、それは称えてい
るお念仏そのものが自然と淘汰して下

ちの側にも問題があると思います。
一つは、仏法聴聞はただ漠然と「い

と弥陀をたのめ」とか「自力の心を捨

す。棚からぼた餅というわけにはいき

お聞かせいただくというのが、仏法聴

さいます。

てて弥陀をたのめ」など、〈一心に弥

ません。

いお話」や「有難いお話」を聞かせて

陀をたのむ一つ〉に焦点を合わすよう

くのかを解決したい」など、聴聞にも

香樹院徳龍師が「これ一つ聞きつけず

されているよ

聞の本筋でありましす。

一つの目的をもってお聞かせいただく

ばおくまいおくまいの心がゆるんだら

うに、信心な

後生の一大事といわれるのは、永き

ことが大事だと思います。

仏になる種を失うたと思え」とまで厳

どとてもいた

にご教化されました。

そして、真宗の教えを聞く場合、
〈正

しく仰せ下さっていますが、実際そう

講師

大阪 ・ 浄永寺住職
大阪・

矢 幡 和 男師

午後二時始まり
十二月二十二日 （火 ） 午後二時始まり

講
《 念 佛 寺 報 恩 講》

当で正確な〉浄土真宗の教を聞かせて

に、如来様の

だけない私
最後に、真宗の聞法はひごろお念仏

不可思議な御

だと思います。
を申しつつなされるべきだと思いま

いただかなくては、あらぬ方向にうろ
うろと迷いこんでしまいます。
ただ、どれが正当で正確な真宗のお

いと思う。
（了）

平成２２年度御年忌年回表
１周忌
３回忌
７回忌
１３回忌
１７回忌
２３回忌
２７回忌
３３回忌
５０回忌

平成２１年亡
平成２０年亡
平成１６年亡
平成１０年亡
平成 ６年亡
昭和６３年亡
昭和５９年亡
昭和５３年亡
昭和３６年亡

（２３回忌と２７回忌をせずに２５回忌にいと
なむ数え方もあります。また５０回忌以後は５
０年ごとになります）

