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意味は

れほどの光明の輝けるはたら

地獄のような苦しみの中に

う

いき、身も心も柔

あっても、阿弥陀仏の光明に

よ

きでありますから、光明の

かくなる。そして喜びに満た

遇うならば、安らぎが与えら

う

「この光に遇う者

興 盛な徳のさまを「光炎王仏」

養を受けるに十分に値する尊

されて、悪をつつしみ善に励

れ、ついには一切の束縛の苦

ょ

は、むさぼり、い

（炎王光）と讃えられるので

仏光照 曜 最第一

敬すべきお方のこと。仏の尊

もうとの思いがおのずと湧い

しみ から解放さ れるとのこ と、

し

かり、愚痴の煩悩

ありま しょう。

光炎王仏 となづけた り

称。大の一字を加えて、仏の

てくる。もし三塗（地獄・餓

まことに偉大な光明のはたら

こうじょう

（三垢）が消えて

三塗の黒闇ひ らくなり

中で最もすぐれた仏であるこ

鬼・畜生）などの苦しみの境

きであ ります。

おうぐ

さんず

きみょう

こくあん

こうえんのう

大応 供を帰命 せよ

とを示して阿弥陀仏の別名と

涯にあっても、この光明を見

に「炎王光と申すは、ひかり

鸞聖人は『弥陀如来名号徳』

光明の仏。炎王光に同じ。親

およぶことができない勝れた

光炎王仏ーーー諸仏の光明の

〈語句 〉

たのみとせよ ）

照破される。大応供の弥陀を

と名づける。三塗の迷闇をも

に勝れているので、光炎王仏

言葉は、『仏説無量寿経』の

であります。曇鸞大師のこの

をそのまま和讃にされたもの

供を頂 礼したてまつる。」

をこうむる。このゆえに大応

けたてまつる。三塗の黒闇光啓

り。ゆえに仏をまた光炎王と号

「仏光照曜すること最第一な

います、

師の『讃阿弥陀仏偈』に出て

のお一人である中国の曇鸞大

今回のこのご和讃も七高僧

がよく理解できましょう。そ

たもう意義があるということ

は「三塗の黒闇」を破り開き

文から、仏の光明のはたらき

この ご和讃の元 であるこの 経

といわ れるので ありましょ う 。

らせていただくのである。」

解脱（さとり）を開き仏にな

いのいのちが終わって、みな

もどることがない。そして迷

与えられ、再び苦悩の境涯に

たてまつれば、みな安らぎが

ます。

ら湧いてくると説かれており

行いたいという心がおのずか

そればかりか、悪をはじ善を

びが与 えられる のでありま す。

に本当の満足感が与えられ喜

に除かれて、生きていること

りや自己中心的な思いが次第

ぎが与えられ、むさぼりや怒

は、苦悩から解放されて安ら

光明・名号にあえば私たち

〈現代 語訳〉

のさかりにして、火のさかり

「この光に遇えば、三垢消滅

＊

にもえたるにたとへまゐらす

し、身意柔 軟にして、歓喜踊躍

十二月二十二日（月）

＊

るなり。火の炎の煙なきがさ

し善心をここに生ず。もし三塗

午後二時始

（この仏の光明の輝きは第一

かりなるがごとしとなり。」と

・勤苦の処にありてこの光明
ず

ごんく

にゅうなん

さんず

ゆやく

こうけい

なづ

述べて おられる。

を見たてまつれば、みな休息
か

ちょうらい

三塗ーーー猛火に焼かれる

することを得て、また苦悩な
げだつ
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光焔王仏と説かれる阿弥陀

こうえんのう

火塗（地獄）、刀・杖で迫害さ

けん。いのち終わりて後、み

さんく

れる刀塗（餓鬼）、お互いに食

な解脱をこうむる。」

けつず

あ

い合う血塗（畜生）の三悪趣

のお言葉に依られたものだと

さ ん ず

をい う。

いわれています。この経文の

とうず

大応供ーーー応供は衆生の供

＊

される 。

しょうよう
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みて実感されたと思います。

ゆえこの仏説の通りを身に浸

たお方でありましょう。それ

にすっぽりと身を浴しきられ

お方は、こうした光明の功徳

とか幾多の妙好人といわれる

です。法然聖人とか親鸞聖人

仏の光明の徳に浴したいもの

実際、現在のシリアの状況

であります。

として云われることもあるの

みの状況を地獄・餓鬼・畜生

悪によって生み出された苦し

界（閻浮提）においても、邪

と云っていますから、人間世

もがら 多し」

・畜生、盈満して、不善のと

ず。この濁悪処は地獄・餓鬼

と。ほんとうにそうですね。

させ ていただけ る」

が出てくださると、一息つけ

で、苦しい中に南無阿弥陀仏

南無阿弥 陀仏、

たえたれば

「いずれにも
口わりたもう

ゆくべき道の

しゃっ ていまし た。

かつて藤原正遠師がよくおっ

これ について 思い出すの は、

お念仏 に転じる のでありま す 。

安を無理に押さえようとせず

起こったら起こったまま、不

を申すのであります。不安が

むなしい心を縁としてお念仏

それを無理 に払おう とせずに 、

むなしい思いが起こるなら、

お念仏を申すのであります。

淋しい思いに留まらないで、

のであります。淋しかったら

としてナムアミダブツと申す

しにせずにそれをお念仏の縁

まに浸透していってくださる

弥陀様の慈愛のお心が知らぬ

そして、そういう中で、阿

るのではない でしょうか 。

ムアミダブツ」と出てくださ

行きづまったとき思わず「ナ

いたこと も無い人の 口からも 、

けておられるから、仏法を聞

して私たちに先立って喚びか

のお心が最初にあるから、そ

こもっているからであり、こ

御心が南無阿弥陀仏にすでに

えんぶだい

ります 。ほっと一息つくのは、

の念仏になる」と思われるお

い。そんなことをいうと自力

むら

そういうことのなかで、自

自分には自覚できなくても、

方があるでしょう。それは重

です。

ここで三塗というのは、地
のような、非常に苦しい状態

困ることややりきれないとき

そこにほっと一息つかせて

よ うま ん

獄・餓 鬼・畜 生 の〈三 悪道〉
を「あたかも地獄のようだ」

に、南無阿弥陀仏が口に一声

くださるでしょう。そうする

こういう事をいいますと、

ちくしょう

ともいい、苦の状況の程度に
といったり、儲かるとなると

出てくださると、ほっと一息

と苦しみや不安の中にも一条

「お念仏は救いの手段ではな

要するに苦しく悪しき状況

然に阿弥陀仏の大悲のお心が

「阿弥陀仏はあなたと共にい

々承知の上で云っているので

き

より、地獄は最も苦しいとこ
そこへ群がるのを「餓鬼のよ

つけさせていただける。不思

の光がさしこんでくるのであ

を三つの領域に分けて、地獄

浸透してくださっていくので

る、あなたをはなさない。つ

す。

が

ろであり、餓鬼やそして畜生
うだ」ということがしばしば

議ですね。

また、苦の質によって三悪

・餓鬼・畜生といわれるので

はないでしょうか。ですから、

いているよ」という大悲のさ

のでは ないでしょ うか。

は地獄ほど の苦しみ はないが 、
あります。

道に分けられ、地獄は怒りや

あります。ですから、死後に

困ったらお念仏なのでありま

さやきが何かしら感じるから

きょうがい

憎しみや嫉妬などによって、

三悪道 に堕ちる場 合もあれば 、

す。つれなかったらお念仏な

ではないで しょうか 。

もう

同じく苦の 境 涯で あるといわ

生み出 される苦し みの境 涯 、

この世においても三悪道のよ

のであります。やりきれなか

ただ、三悪道はこの人間世

に落ちてしまうことがありま

畜生のような苦しみの闇の中

り小なり自らが地獄・餓鬼・

そして日常生活でも、大な

きていくことはできない。念

「人生は念仏申さずには生

はあり ませんか 。

助縁なのです。実に有難いで

まことに煩い悩みはお念仏の

ツの言葉の中には、私たちの

きます。それはナムアミダブ

た」ということをしばしば聞

「思わずナムアミダブツが出

的な状況にでくわした時に、

ほとんどない人が、よく危機

真宗の教えを聞いたことが

ただ、すぐにそれが私たち

下さって いるのです 。

一事の処に救いはすでに来て

と耳に聞こえる、その一言、

仏を称え、「ナムアミダブツ」

すから、一声でも南無阿弥陀

そのものの声であります。で

ける」の勅命であり、お助け

阿弥陀仏の「助ける 」「引き受

界の中ににおいても、瞋恚や

す。そ ういう中で 、

仏申さずには生きられないの

方から云うと「助けて」であ

に受け取れる、すなわち信知

れています。

餓鬼は貪欲によって生み出さ

うな状況をつくり出すことも

ったらお念 仏なのであ ります 。

貪欲や愚かさによって生じる

「三塗・勤苦の処にありてこ

が人生である」と先達は申さ

っても 、それは実は「助ける」

できるとはかぎりません。そ

きょうがい

れる世界、畜生は自己中心的

ありましょ う。

南無阿弥陀仏のお言葉は、

な愚かな想念（愚痴）によっ

状況として説かれることがあ

の光明を見たてまつれば、み

れます。苦しみや不安の多い

「ここにいる」「引き受ける」

こでともかくもまず南無阿弥

いま す。

とん よく

阿闍世によって幽閉され、そ

言葉です。なお〈勤苦の処〉

しんに

て生じる領域として説かれて

り、『仏説観無量寿経』ではイ

な休息する ことを得る 」

人生に、お念仏はぴったりと

「連れていく（浄土へ）」と仰

の苦 しみの中で 釈尊に、

ごんく

ダイケ夫人が、怒れる息子の

との仏のお言葉は、有難いお

はま るのであり ます。

陀仏と親しくなり、それに日

腹が立ったら、立ちっぱな

せくださる阿弥陀仏の大悲の

とは苦しいところという意味

えんぶだい

「閻浮提・濁悪世をばねがわ

いてい るのです 。

人一人のところに只今にとど

阿弥陀仏の救いはいつでも一

かぬ人もあります。けれども、

人もいますし、なかなか気づ

もちろん、すぐに気がつく

ありま す。

のであると知らされくるので

そのもの、阿弥陀仏様そのも

と、南無阿弥陀仏は、お助け

頃接し、称え聞いていきます

に留まってしまうのでありま

あっという間に堕ちて、そこ

うのか 」と嘆き苦しむ状態に、

れば「どうしてこんな目にあ

心であります。都合が悪くな

放り出されるような不安定な

来ればとたんに苦しみの底へ

の中にある場合であり、縁が

現在が自分に都合のいい状態

と思っていても、それは大抵、

私自身は自分の心が明るい

しい凡夫の心をいうのです。

閉じられて暗く、冷たく、苦

は供養を受けるに値するお方

讃えられた別称です。応供と

〈大応供〉とは阿弥陀仏を

たちに お勧めく ださるので す。

「タノミなさい」と聖人は私

すなわち「ヨリカカリなさい」、

この阿弥陀仏に帰命せよ、

されている のであり ます。

をここでは〈光焔王仏〉と申

の阿弥陀仏の大悲のはたらき

かれていくのであります。そ

鎖された暗闇の心が破られ開

の光が入って下さって私の閉

仏を聞くところに、阿弥陀仏

そんなわけで、日常におい
す。

大いなる慰め（大安慰）が与

はなくて、まことの安らぎ、

される時、ほっとするだけで

とともにいて下さる」と知ら

陀仏様がお助けであった。私

んな中で、「ああこの南無阿弥

そこにほっと一息がつく。そ

を縁として、お念仏を申す、

のではないでしょうか。先師

自愛の固まりのごときものな

ましょう。欲求と不足不満と

暗な闇〉のごときものであり

れると、私たちの心は〈真っ

抜きたもう阿弥陀様から見ら

の心の有様を底の底まで知り

るいと思っていても、私たち

私たちは自分の心は結構明

供〉 と言われて います。

ある阿弥陀仏のことを〈大応

ですが、ここでは諸仏の王で

を意味し、仏陀を讃える別称

て、さまざまなさわりや悩み

えられるのであります。それ

から「煩悩に目鼻をつけたの

副住職

土井尚存
＊来 月の法話は副 住職が担当します。

法話

一月二十二日（木）

《
念佛寺同朋会》

（ 了）

が信心であ り安心であ ります 。

が人間である」とお聞きしま

阿弥 陀仏の光に自 分

一時のなぐさめどころか、大

や阿弥陀仏と離れることのな

の心 がであって なく、

したが、その通りであって否

いであいをさせていただくの

自分の 心の中に光が さ

悲のお心と離れなくなり、摂

であります。それをこのご和

してい ないと、心が 閉

定でき ませんね 。

讃では「三塗の黒闇ひらくな

塞されて 暗いままなの

取されるのであります。もは

り」と仰せられるのでありま

そ んな黒闇の 状態の

で すね。

〈黒闇〉というのは、私た

私 の心が、南無 阿弥陀

し ょう。
ちの心のありさまであって、

《住職雑感》

最 近、 しき りに 感じ るの は「 もう

充分生きた 」という実感である 。
「充

分に 生き たの で、 まだ 生き 足り ない

とか 、も の足 りな いと いう こと はな

い」 と、 今の 自分 は思 う。 しか し、

こ う言 って いて もい ざと な ると 「も

っ とも っと 生き たい 」と 思う かも 知

れ ない 。自 分の 心は アテ にな らな い

か ら。 とも かく 、な にか 知ら ぬが、

充分 生き たよ うに 今は 感 じる のであ

る 。 こ う い う 感 じ の 元 に 、「 遇 い が

たく して 今遇 うこ とを 得た り」 とい

う も のが ある のか もし れな い。 そし

無 上涅 槃を 期す る

て 年老 いて くる と、 祖師 の 「無 始流
転 の苦 をす てて

こ と 」（ ご 和 讃 ） と 仰 せ ら れ る お 言

葉 がや はり 有難 い。 先師 が「 身体が

ダメ にな って いく とい うこ と はお浄

土に 引き 取ら れて いっ てい る徴 であ

る」 とい われ た お言 葉も 尊い 。

た だ 、残 りど れほ ど生 きて も、自

ら の人 生に おい て、 肉体 が 死ぬ こと

以 外に 、自 分の 人生 に、 特別 なこ と

は起こりそうもない 。それどころか 、

今ま で 経験 して きた こと のい ろいろ

なバ リエ ーシ ョン があ るば か りであ

ろう 。だ から とい って 、無 味乾 燥な

人生 生活 とい うの では ない 。む しろ

生 き 甲斐 とい うか エネ ルギ ーを 感じ

る 。そ して 見方 によ ると 、人 生 と世

界 はま こと に不 思議 な〈 事柄 〉で あ
る とも いえ る 。

無能 な 私は これ から 特に 何か をな

せる わけ でも なく 、真 宗の 教え は親

鸞 聖人 がす でに 明ら か にし てく ださ

り 、そ の後 の先 達が 、言 わね ばな ら

ぬ 事は 相当 語り 及ん でく ださ って い

る が、 未来 にさ らに 真宗 の教 えを豊

かに 展開 する 優秀 な真 宗 人が 出てく

ださ るこ と を願 う。

話は 変わ るが 、ニ ュー スで 「日 本

国民 の財 布が 固く 、消 費が 旺盛 でな

い 」と しば しば いわ れ 、政 府は 国民

が もっ と消 費す るよ うに とハ ッパ を

か けて いる 。し かし 、三 〇年 ほど 前

の 消費 文化 真っ 盛り な頃 の国 民意識

と現 代の 国民 意識 とは 変 化が あると

思う 。お 金が ない から 物を 沢山 買え

ない ので 国内 の消 費が 落ち たと いう

より も、 そん なに 買う 必要 がな いと

い う意 識が だん だん 強ま っ てき たの

で は無 かろ うか 。一 方、 現代 の中 国

で は今 や「 物を 買う 」消 費に エネ ル

ギ ーを 注い でい る人 が多 いが 、それ

はか って 日本 人が 来た 道 であ る。そ

うい う意 味で は日 本は 社会 が成 熟し

つつ ある とも いえ るが 、さ てこ れか

ら 日 本人 は何 を求 めて 生き よう とす

る のか 。私 たち 昭和 二〇 年 始め に生

ま れた もの は、 とに かく 働い てア メ

リ カ人 のよ うな 豊か な生 活を 目指 す

と いう 、一 つの 目的 があ った 。そう

いう 目的 は今 の若 い人 には 生 きる動

機となりにくい 。若い人には「さあ 、

あな たは この 人生 で本 当の とこ ろ何

を し たい です か、 何を 実現 した いの

（了 ）

で すか 」と いう 問い にま ず 真向 きに

な って ほし いと 思う 。

木 村 無 相 さんの法 信

とあるが、その時は、又、その時の因縁の
ままに 、
「もがき苦しんでも」、
結極は 、又、
ただ念 佛
に帰るホカないこと でありましょう。
○
「果遂」の誓いというのは 、
自力 より他力へ
という場合、いわ ゆる入信の時だけの
一回だけの
「オハタラキ」だけでなくて、
臨終一 念の夕べまで、如来の果遂の誓 願力
にお世話になる ホカないのである。
一生涯、如来の「果遂」の「誓願力」に、
お世話をかけて、迷うては、引きもどされ、
疑うては、本願念佛に立ちかえされて、一
生を、すごさ せていただくホカはないワ レ
ワレ凡夫であるの ではあるまいか。
（続く）

いとなむ数え方もあります。また５０回忌
以後は５０年ごとになります）

（昭和五十八年九月八日のお便りの続きです 。

○
ここで、紀さん、もう一 度、サダ女の
私はどうも信じられませぬ。ウタガイ晴
れませぬ、聞こ えませぬが、いかが致し ま
しょう。
に対して、香師が
「そのまま、称えるばかり」
と仰せられたことを、思い出して下さい。
○
「仰せ」のまンま に
ただ念佛せよの
「お 勅命」のまンまに、
ただ口に、声に 、お念佛、申させていただ
くということが、何よりも大切なことであ
って、
信 じられるとか、
信じられぬとか、
ウタガイ晴れ たとか、
晴れませんとか、
聞こえたとか、
聞こ えませぬ
とかいうような、
ワレワレ凡夫のココロ、凡夫の思いに、属
することは、どうでもよいことであり、又、
どうで もよくないことであるにしても 、ワ
レワレには、ど うしようもないことではあ
りますまいか、
ワレ ワ レの 「 ココ ロ 」「 思 い」 が 、ど うあ
るにし ても、詮ずるところは、
「よき人の仰せ」
「如来のお勅命」
「乃至十念 若不生者 不 取正覚」
の御誓願のまンまに、
ただ念佛申す、
より、ホカない のが、ワレワレの「現実」
ではありますまいか 。
○
「又、 もがき苦しむかも知れませんが 」

（ ２３回忌と２７回忌をせずに２５回忌に

無相さん七九歳。往生される四ヶ月前のお便

は用がないのでなかろうか。
○
ワレ々々凡夫の確認や、確信や、ハッキ
リは、因縁次第でかわるので、いくら、
「確
認 」 して も 「確 信 」し て も 、「 ハッ キリ 」
なっても、最后 のタノミには、決してなら
ない 。 凡 夫に 属 する こと は 、「 身口意 」の
三業に、どれだけ 、
「アリガタイコト」
「タ
シカナコト」があらわれても、それは、所
詮、
ヨロズのこと 、みなもて、ソラゴト、タ
ワゴト、マコトあることな し
であ るか ら 、「ヒ ッ キョ ウ依 」 とは なら な
い。
ただ念佛のみ ぞマコトにて 、
おわし ます 。
ただ如来、聖人のお勅命、仰せ、のみが、
マコトにておわします、
で、そ う思う凡夫の思いはタノミにな らな
いものゆえ、
「その二つをす てて、ミダをタノム、仰
せをタノム、お勅命をタノ ムのだぞ」
と い って も 、「タ ノム 、 思い 」 をタ ノム 、
のではなくて、仰せのままに、ただ念佛せ
よの、お勅命のま ンまに、凡夫の思いに、
こだわらず、むしろ、凡夫 のいろいろな思
いを縁として、
ただ「仰せ」のまンまに、お勅命のまンま
に、ただ声に、 口に、オーム念佛申す、発
音念佛申す、
以外の「ミダをタノム」とい うことも、無
いので あるまいか。

平成２６年亡
平成２５年亡
平成２１年亡
平成１５年亡
平成１１年亡
平成 ５年亡
平成 元年亡
昭和５８年亡
昭和４１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

りです）

＊
＊
＊
それ で 、
「今」、
「信心が得たい」の 、
「ハ
ッキリなりたい の」という苦が、モガキが
無け れ ば 、ア リ ガタ ク、 又 、「 先き」 にな
って、又、
「苦」が、
「モガキ」が出ようが、
それは、又、その時のことで、よいではな
いですか。
ただ念佛のみ ぞマコトにておわします
であり、
ただ念佛せよ
の 「 仰せ 」「お 勅 命」 だ けが 、 マコ トに て
ま しま す ので あ り 、「 マコ ト にて おわ しま
す」 と い うよ うな 、「 思い 」も 、 どう でも
よいことで、
た だお念佛申させていただけ
のことでありま しょう。
仰せのまンまに お念佛申していたら、た
しかに、「まいれる」か、「しかし、はたし
て、まいれるか、まいらせて下さるのだろ
うか」の確認、凡夫、ワレラとしての「確
認」たしかめは、いらんのでないだろうか。
如来に、
「若不生者不取正覚」という、
「如来さま」
の 方 に、「 確認」「 確信」 があ れば、「如 来
さまのお手許がハッキリ」してさえおれば、
凡夫 の 方 の「 確認 」 や 、「 念 佛申 して おれ
ば、キット、まいらせて下さ る」というよ
うな、凡夫の確信、凡夫の方の「ハッキリ」
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