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らです。

この「摂取不捨の利益」を

ありましょうか。それは阿弥

陀仏が私と共にあって私を摂

中には、政治的に平和運動

いただいてどのような生活を

ど煩悩が盛んで悪業の重き者

宗教の利益を頂けば病気が

に取り組んで下さる方や、人

取してくださること、その摂

宗祖親鸞聖人が私たちに仰

であっても、私の煩悩や罪の

治るとか商売がうまくいくと

権の問題に専門的に活動下さ

するかは、その人その人の宿

せ下さった大事な教えの中の

いかんにかかわりなく、さわ

か人間関係がことに良くなる

る方もありましょう。自分の

取の利益こそが〈宗教のご利

一つに、帰命尽十方無碍光如
帰命尽十方無碍光如

りなく、私を受けとり、浄土

とかというのは、間接的な影

職業以外にそういう社会的な

宗教のご利益
来 （阿弥陀仏）のお働きにつ

へと導き、浄土へ生まれさせ

響があるかも知れませんが、

活動が出来る因縁の恵まれた

業因縁によってさまざまであ

いてのお言葉があります。こ

てくださる大悲の仏様がまし

〈宗教の利益そのもの〉とは

人もあります。

益〉でありましょう。

の中で 、「尽十方」というこ

ますということ。これこそ誰

いえません。

りましょう。

とについて宗祖は

しもが知るべき恵みであり変

と仰せられています。

とくみちたまえるなり」

私は煩悩具足の凡夫であ

いうのではありません。

といって、私が阿弥陀仏だと

陀仏はましまさない。だから

なく、私から離れている阿弥

ような活動者となるかという

教の利益を頂いた人が皆その

見方があります。しかし、宗

生き方を必ず産み出すという

生き方や、社会奉仕に生きる

社会の諸問題を積極的に担う

場で、己の与えられた分を尽

いわばそれぞれの生活する現

しての仕事を果たしていく、

商売、学校の先生なら先生と

事、農業なら農業、商売なら

いつつ、自分に与えられた仕

をつつしみ善をなすことを願

には、仏様のご恩を思い、悪

ただ宗教の利益は、基本的

「尽十方というは、尽はつく

すという、ことごとくという。 わらぬ真実でありましょう。

なお、宗教の利益は、この

る、と仰せになっています。

り、逆に阿弥陀仏はこの上な

と、そのように限定すること

くしていこうという生き方へ

阿弥陀仏を離れている私は

あらゆる世界に生きるもの皆

く清浄真実の仏様です。すな

はできません。そういう活動

と向かわしめられるのであり

十方世界をつくして、ことご

のところに、阿弥陀仏はまし

わち阿弥陀仏と私は不可分

をする人もあれば、活動をし

ましょう。

にな

ます。阿弥陀仏のはたらいて

（分かつべからず）・不可同

ない人、できない人もいるか

してことごとくみちておられ

阿弥陀仏は十方世界をつく

いないところはなく、しかも

（同ずべからず）の関係にあ
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（了）
阿弥陀仏は無量寿ですから、

ります。
この真実は宗教・宗派を超
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真宗大谷派

謹賀新年

いつでもどんな時代でも、阿
弥陀仏のましまさぬ時はない

えている真実で、阿弥陀仏を
う。この阿弥陀仏（神）にで

とのことです。
一番身近にいえば、だれで

あうことが宗教の救いであり

神様といってもよいのでしょ
も、この私がいるところに阿

利益でありましょう。
宗教は何を人に与えるので

弥陀仏はましますいうことで
す。しかも阿弥陀仏は、無碍
光如来ですから、私がどれほ

知るのであって、感知されな

てはじめて阿弥陀仏の働きを

Ｄ 「そうなんです。感知され

働き（いのちと智慧と慈悲）

ものです。釈尊は不可思議な

違うのです。心で感知すべき

のです。〈知る〉方向が

れは知れるはずがない

うとしているため、そ

として、外に見つけよ

や浄土を客観的な存在

くいますが、それは仏

ょう〉という言葉は、人に情

ば 、〈ＪＲ大阪駅で会いまし

語といわれるものは、たとえ

Ｄ 「情報言語あるいは記述言

Ｇ 「では情報言語とは？」

しめる働きがあるのです」

には人に〈気づき〉を発起せ

の表現言語としての仏の言葉

語といわれています。その中

Ｇ 「先月号で、阿弥陀仏は名

のである。

えさせようと重ねて誓われた

ものであって、外界に見たり

は、内的に経験されて知れる

るいは浄土といわれるもの

（阿弥陀仏など）とか神様あ

Ｄ 「ええそうなんです。仏様

ことなのですね」

うことで、内的に経験される

感知することができるのです

くところに阿弥陀仏の働きを

Ｇ 「南無阿弥陀仏を称え、聞

す」

私たちにお勧めくださるので

（名号）を称えよ、聞けよと

弥陀仏という阿弥陀仏の言葉

を感知させるために、南無阿

く使われますので、情報言語

言語が今日一般的で非常に多

る言葉です。この情報・記述

て、外の情報を他者に伝達す

動とかを述べた言葉ではなく

れの心の感情とか感知とか感

す。こういう言葉は人それぞ

うような言葉も情報言語で

ないゴミを収集します〉とい

いう言葉の内容を理解するこ

に心に経験して初めて相手の

を聞いた人は相手と同じよう

言語です。こうした表現言語

で感じたものを表現した表現

と言う。こういう言葉は、心

た人が〈ああ深遠な美しさだ〉

リン曲〈シャコンヌ〉を聴い

は、たとえばバッハのバイオ

報を伝える言葉で、聞いた人

声（名号）となって私たちに

触れたり、科学的に観察した

ね」

が今日の社会では主流になっ

とができるのであって、〈あ

を感得されて、それを〈阿弥

働きかけてくださるとのこと

り観測して知られるものでは

Ｄ 「ええそうです。南無阿弥

ています。そのため、私たち

あ本当に美しい〉と自分も感

ければ阿弥陀仏の働きを知る

正信偈に学ぶ問答
正信偈に
十二 ）
（ 十二）
みょうしょう

重誓名 声聞十方
（書き下し）

でした。なぜ南無阿弥陀仏と

ありません。心に感じて知る

陀仏の言葉には、阿弥陀仏に

は経典の言葉すらも情報言語

じなければ、相手の言ってい

はその言葉の情報に従って大

いう言葉になって私たちに喚

ものです」

目覚ましめる働きがあるから

のように取り扱ってしまいか

る内容は分からないのです。

陀仏〉と表現されたのです。

びかけてくださるのかをもう

Ｇ 「心に感得して知るもので

です」

ねないのです」

釈尊が〈阿弥陀仏は光はかり

ことが出来ないのです」

少しお話しください」

あれば、阿弥陀仏や浄土を客

＊

Ｇ 「次ぎに表現言語とは？」

なく、いのちはかりなし〉と

阪駅で人に会うことができま

Ｄ 「阿弥陀仏は智慧と慈悲と

観的な外の存在として、知ろ

Ｇ 「人に、仏の働きに気がつ

Ｄ 「これは心に感知したり、

表現されたのは、釈尊が感知

そして阿弥陀仏の働きを知ら

いのちの量りなきはたらきで

うとしてもそれはできないの

かしめる様な言葉があるので

認識したり、感動したものを

し内的に経験されたものを表

Ｇ 「感知するというのは、体

す。それを知らせてくださる

ですね」

すね」

表現した言語です。詩歌や宗

声

みょうしょう

重ねて誓うらくは、名
十方に聞こえんと。

のが釈尊です。釈尊は阿弥陀

Ｄ 「そうなんです。ですから

Ｄ 「ええ、言葉には大きく分

現した言葉であって、同じよ

す 。〈毎月第二月曜日は燃え

仏の不可思議なお働きを感得

よく〈仏とか浄土なんかどこ

教の言葉などです。たとえば

うに感知しなければ釈尊が何

ない私たちに阿弥陀仏の働き

されて、それを説いてくださ

けて三種類の言葉があるとい

お経の言葉の本質はこの表現

験する、経験する、覚るとい

ったのです。それが浄土の経

にあるのか、どこを見わたし

われています。それは情報言

（現代語訳）

典です」

てもないではないか〉といっ

を云おうとされているのか分

＊

Ｇ 「阿弥陀仏は感得されて知

言語です。表現言語というの

数え方もあります。また５０回忌以後は５０年
ごとになります）

語と表現言語と命令・要求言

（２３回忌と２７回忌をせずに２５回忌にする

て仏も浄土も否定する人がよ

名号をすべての世界に聞こ

平成２０年亡
平成１９年亡
平成１５年亡
平成 ９年亡
平成 ５年亡
昭和６２年亡
昭和５８年亡
昭和５２年亡
昭和３５年亡

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

られるものなのですね」

平成２１年度御年忌年回表

ず、私を大悲してくださって

します。阿弥陀様は私を離れ

阿弥陀様が私たちとともにま

阿弥陀仏を聞いて、〈ああ、

葉だといわれています。南無

働きを直接に告げ知らせる言

弥陀仏ご自身が私たちにその

た表現言語でありながら、阿

南無阿弥陀仏は釈尊の説かれ

Ｄ 「ええそうですね。しかも

とが出来るのですね」

の働きに私たちが気がつくこ

を聴くことによって阿弥陀仏

言語であって、南無阿弥陀仏

Ｇ 「今、南無阿弥陀仏は表現

場合の言語ですね」

うな命令するときや要求する

さい〉〈右向け右〉というよ

Ｇ 「要求・命令言語とは？」
Ｄ 「これは他者に〈勉強しな

しょう」

様に感知したことだといえま

た内容に部分的であっても同

とはそういう釈尊の経験され

からないのです。真宗の信心

たいと重ねて誓われたのでし

名声となって衆生に聞かしめ

しょう。それゆえ阿弥陀仏は

仏にであうことが出来るので

苦労があって私たちは阿弥陀

でありましょう。こうしたご

喚び続けてくださっているの

って私どもに南無阿弥陀仏と

は気がついてくれると信じ切

け続ければいつかは必ず衆生

のです。阿弥陀仏は、喚びか

身の救いを知らせてくださる

ける〉の仰せとなって、ご自

せてくださり 、〈助ける、助

仏の名号となって衆生に聴か

すから阿弥陀仏は南無阿弥陀

知らせくださる言葉です。で

こにいるよ、助けるぞ〉とお

無阿弥陀仏は阿弥陀様が〈こ

う時の違いはありますが。南

す。それがいつ起こるかとい

にその人の上に起こってきま

Ｄ 「ええそういう自覚が実際

ね」

機能をもった言葉なのです

の大悲への目覚めを喚起する

Ｇ 「南無阿弥陀仏は、人に仏

為に 知ら ず 知ら ず自 分の立場 や行

なか でも 怖い のは 、自 己保身の

とすることにもなってくる。

あ り、 更に は国 家 の利益 を守ろ う

を 計り 安泰 を守 ろう とす ることで

会 社や 共同 体（ 教団 など） の利益

自己 保身 は さら に、自 分たち の

を感じざるをえない。

かし、 そ こに 人間 存在 の浅まし さ

は やむ をえ ない こ とであ るが、 し

は 身体 をも って 生き てい るものに

の 生活 の安 定確 保で もある 。これ

己保 身と い うこ とを 広げれば 家族

はず べき こと であ る 。そして、 自

とづ いて 生活 を送 って いること は

己保身 の固 まり で ある我 が心に も

こ の自 己保 身の 心を 知ら され、自

守 ろう とい う心 が根 付いて いる。

下げ ない よ うに し、 自分の安 全を

自分 の名 誉を 守り 、 自分の評 価を

の利益を守り、自分の地位を守り、

でもあ る。 自己 の 内心に は、自 分

身 の心 の様 を知 らさ れて いくこと

仏 法を 聞く とい うこ とは自己 保

協 力し てい く方 が「 日本の 国益」

アメリカの行動に抵抗するよりも、

たの が日 本の 現状 で ある。それ は

カの軍 事 行動 を後 方で 支援して き

義 名分 であ り、 そ のため にアメ リ

「 世界 的テ ロと の戦 い」 という大

で のア メリ カ中 心の 戦闘の 理由は

今日 のイ ラ クや アフガ ニスタ ン

る。

は歴史 の 検証 によ って 明らかで あ

の 為で しか 動い て いなか ったこ と

げ た。 しか しそ の実 、日 本の国益

実 現す るた めと いう 大義名 分を掲

アジ ア諸 国 がと もに 平和と繁 栄を

に於 ける 西欧 列国 の 侵略と戦い 、

分は 「大 東亜 共栄 圏」 で、アジ ア

ジアに 侵略 して い った時 の大義 名

も 怖さ を感 じる 。戦 前、 日本がア

か らさ まに 発言 して いるが そこに

の行 動基 準 を「 国益 のため」 とあ

係の なか で日 本が ど う行動す るか

日本 の多 くの 政治 家が 、国際関

のエゴイズムである。

ァ ミリ ーエ ゴイ ズム であ り、一身

共 同体 エゴ イズ ムで あり、 マイフ

しば し ば国 家エ ゴイ ズムであ り、

であ る。 大義 名分 の 底にある のは

う 。自 らの 自己 満足 的な 正義感で

ど こま でも 帰せ よと の仰せ であろ

罪の 身に 働 きた もう 浄土の功 徳に

めて浄土に帰せしめ」たもうのは、

ている か らで あろ う。 仏が「す す

ら であ ろう 。罪 業 深重の 身をも っ

は 、そ れは この 身を もっ ているか

と に罪 をや はり 感じ る。直 接的に

族の 安楽 や 安定 に傾 いてしま うこ

っている始末である。

お り、 よろ よろ し ながら 日々を 送

自 分も こう した 社会 の流 れの中に

のだが。こう聞かされていながら、

抵抗 する こ とが 大事 であると 思う

ゴイ ズム から の国 の 行動にも批 判

して の国 益主 義の 中に ある国家 エ

同時に エゴ イズ ム の社会 的結果 と

自己一身のエゴイズムを凝視し、

ムからではなかろうか。

を第 一と す る自 己保 身のエゴ イズ

計の 確保 を求 め、 自 分たちの 保身

分と 自分 の家 族の 安全 と十分な 生

ゆる共同体エゴイズムがある。

界が あ り、 企業 集団 がある。 いわ

そし てそ れに 賛同 して いる経 済

その ため には どう いう 理屈でも

とい う、 国 益主 義。 これは戦 前の

リカ につ いて いく 方 が国益にな る

性はないのではなかろうか。（了）

エゴ イズ ムが 浄化 さ れていく可 能

しか しな がら 、自 分と 自分の家

エゴイ ズム を支 え ている のが、 自

こうした国家エゴイズム、共同体

戦争遂 行の 論理 と 内容的 に同じ で

いる〉と感知されると、南無

ょう」

い を正 当化 する こと である 。自分

に なる から であ ると いう のが日本

は どう にも なら な い。如 来の働 き

わゆる 大義 名分 で ある。 それに よ

阿弥陀仏は阿弥陀様ご自身の

Ｇ 「南無阿弥陀仏の名声にな

の 生き 方を とか く肯 定し たいとい

政 府の みえ みえ の 論理で ある。 国

をこの 身 にい ただ いて いく外に は

あるといっていい。

自己表現のお言葉と知られて

って私たちに聞かせてくださ

う 自我 の欲 求が 執 拗に起 こって く

連の活 動 に協 力を する よりもア メ

って 自分 の立 場を 正当 化をする の

くるのです。そういう意味で

るのには深いわけがあるので

るのである。

理論 でも も って くる のである 。い

雑記帳

仏の名号のような表現言語は

すね」

＊

人に仏へのめざめをよび起こ

Ｄ 「ええそうなんですね」
（了）

す自覚喚起機能をもった言語
であるといえましょう」

れに驚きもせず、ご恩も思わぬ）

親心を聞く
○信心
信心とは
信心とは南無阿弥陀仏
とは南無阿弥陀仏の
南無阿弥陀仏の親心を

お声が、今現にこの
今現にこの口
にこの口から聞
から聞こえてく

手仕えて頭
げて憑んでござる御姿
んでござる御姿
手仕えて
えて頭を下げて憑

たの

だけ。
だけ。

夜業までして働
「親の業」で夜業までして
までして働く。その

せたいとて、子供は
子供は頼みもせんのに
着せたいとて、

んで、すぐお正月
すぐお正月に
晴着を
○お
お盆が済んで、
正月に晴着を

を信心という）

仰せを聞くとは親心を聞く。聞くまま

（南無阿弥陀仏を聞くとは仰せを聞く。

やいやの称名が
御礼にそなわるとは。
やいやの称名
称名が御礼にそなわるとは
にそなわるとは。

られる御手伝いをしたことになる
られる御手伝
御手伝いをしたことになる。
いをしたことになる。い

れば阿弥陀仏が
十方衆生を救うと仰
うと仰せ
れば阿弥陀仏
阿弥陀仏が十方衆生を

て南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏。
。
くままが他に流れ出る。さす
称え聞くままが他

てくださるとは、語る言葉もくち
言葉もくち果
てくださるとは、
もくち果て

ままが御礼報謝にそなわる
ままが御礼報謝
御礼報謝にそなわる、
にそなわる、うけとっ

ださる南無阿弥陀仏であります
ださる南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏であります。
であります。その

でもゆるして下さる、
さる、ゆるされる、
ゆるされる、泣
でもゆるして下

苦労は親は苦しみにならぬ。
しみにならぬ。苦労
時の苦労は

（五劫永劫のご苦労によって仕上げて

これにあ

いて下さる、
さる、知って居
って居て下さる、
さる、だい
いて下

と思わぬ
わぬ。
。正月
正月の
の晴着
晴着が
が、お陰で楽し
みの因となり、
となり、喜びの元
びの元となって、
となって、夜
みの因

できあがった南無阿弥陀仏。それを私

負けるな一茶
負けるな
けるな一茶

さる、だかれている、
だかれている、あたたかい
て下さる、

業にはげむ。
にはげむ。念願とどいて
念願とどいて、
とどいて、出来上が
出来上が

たちが受け取ると、一番喜ばれるのが

やせ蛙
○「
「やせ蛙

御手がある、
この声があります。
があります。
御手がある
がある、この声

った晴着を
せようとした時、子供が
子供が
った晴着
晴着を着せようとした時

阿弥陀様でございますか。その上、称

信 心 夜 話

えてぐるぐる廻っている。
っている。世間の
世間の法義
えてぐるぐる廻

（「負けるな」を「負けても」と二字

いやー」と言えば、
えば、親が楽しんで造
しんで造
「いやー」

えているままが報恩行となり、衆生救

あり

まっすぐ

＊
○蟻
蟻は真直に
真直に歩いている様
いている様でも、
でも、障害
たれば方向を
亦方向を変
物に当たれば方向
方向を変え、亦方向を
まわ

（はじめはいろんな先生のお話を聞い
て廻るのもよいが、やがて本願念仏そ

り」と。

自分は真直に
真直に歩いていると思
いていると思い
者も、自分は

変えるだけで、仏の大悲心を表される

った晴着が
かえって苦しみの根
しみの根とな
った晴着
晴着が、かえって苦

済の仏のお仕事に加わっていることに

負けても一茶
負けても
けても一茶

何事にも失敗
けずめ 、
私は 、何事にも
にも失敗しずめ
失敗しずめ負
しずめ負けずめ、

「やせ
やせ蛙
蛙
と。

一茶の句を拝見して
拝見して
一茶の

ながら、実は、こちらの布教師
こちらの布教師に
ながら、
布教師に会っ

松並さんの信眼には驚かされる）

晴着を持って行
って行く場所がない
場所がない。
る。晴着を
がない。

松並松五郎念仏語録 に 聞 く 》 十一
《 松並松五郎念仏語録に

てまわり
布教師にまわり、
にまわり、
てまわり、
、亦あちらの
あちらの布教師
布教師にまわり
りずめで 、同じ道をまわりずめです。
をまわりずめです 。
当りずめで、

きます、やって
○人々
人々はまいらせて
人々はまいらせて頂
はまいらせて頂きます、

して下さるとは）

これにあり 」
これにあり」

のものに直接し直参しなければなら

それに
それに、
、子供
子供は
は「うん
うん」
」と 喜 ぶ 。 出
来上がった晴着
はうれしげに子供
来上がった
がった晴着を
晴着を親はうれしげに子供

念仏せよ
○「
「念仏せよ

太字は松並さんの言葉。

ぬ。お念仏に直接せずに、説教を聞い

頂きますと
それに違
きますと言
言いなさる
いなさる。
。成程
成程それに
それに違
いないが 、自分の
自分の思いは何
いは何にもならぬ。
にもならぬ 。
いないが、

せる。子供は
子供は両手を
両手を左右にのばせ
左右にのばせ
に着せる。

合掌

て廻るだけでは、外周をぐるぐる回る

まいらす」との仏
との仏の仰せ、その呼
その呼び
「まいらす」

ける」でない
助ける」

だけに終わってしまいかねない）

（念仏はお助けの条件ではない。お助

けるで念仏せよ
「助けるで念仏
念仏せよ」
せよ」

子供は隣りのおばさんに見
りのおばさんに見せる。
せる。
ば、子供は

いわれ。〈タスケルで念仏せよ〉はお

は

つっ立っているだけで、
っているだけで、親は着物
て、つっ立

その
その姿
姿を親が見て、子供
子供が
が喜ぶ喜びよ
り、着てくれた、
てくれた、よく着
よく着てくれたと親
てくれたと親

聞かせぎりであって、聞いてから〈そ

び

える南無阿弥陀仏な
声が口に出る、聞える南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏な

足袋ゾーリを履
を着せ、帯を結び足袋ゾーリを
ゾーリを履かせ

まれさせてくださる〉というのが、単

びが大きい。
きい。着てもらった
が喜ぶ、喜びが大

れじゃあ念仏して助けてもらいましょ

た

れば、口にする必要
にする必要はいらぬ
れば、
必要はいらぬ。
はいらぬ。

は念仏申
すべきものなり〉と書いてあ
念仏申すべきものなり
すべきものなり〉
それを読んでいながら、
んでいながら、念仏申さ
念仏申さ
る。それを読

なる自分の思い、ないしは思い込みで

だけで親は満足する
満足する。
だけで親
する。

う〉ではない。多くは念仏をつかんで、

るお方が「お寺さんは、
さんは、
『御文章』
○或
或るお方
『御文章
御文章』

ないが不思議や
ないが不思議
不思議や」と。

は何にもならぬ。阿弥陀仏の〈助ける〉

阿弥陀様も「お前は悪道から
悪道から来
阿弥陀様も
から来て鼻

〈我が名を称えるばかりで〉とまで仰

てもさめても命のあらんかぎり
に〈寝てもさめても命

そんな事不思議やない
「そんな事不思議
事不思議やない。
やない。それより

の仰せを聞いてそれを、自分の心に念

歌歌って、
また元の悪巣へ
悪巣へ帰る」その
歌歌って
って、また元

（了）

せ下さる無碍広大な摂取の大悲を聞か

けに条件を付けないいわれがお念仏の

貴方の口からお念仏
からお念仏が
も、私や、貴方の
念仏が出て

を押したりあるいは思い返したりする

（〈助けてくださる〉とか、〈浄土に生

される。それが不思議
それが不思議やがなー
下される。
不思議やがなー」
やがなー」

必要はない。そんな自分の思いで助か

ない）

南無阿弥陀仏

姿をみそなわして
をみそなわして「
「お前に頼まれもせ
んのに勝手にお
かる南無阿弥陀
んのに勝手
勝手にお前
にお前の助かる南無阿弥陀

南無阿弥陀仏

るのではない。〈助ける〉と仰せ下さ

ったぞや。いやでもあろうがこ
仏に成ったぞや。

度手柄をたてさせてくれよ」
の度手柄をたてさせてくれよ
をたてさせてくれよ」と、両

る願力を聞くばかり）

（一声一声が如来様のお出まし。こん
な有難い不思議なことはないのに、そ

