《 聞法会ご案内 》
○〈 同朋の会 〉

毎月 ２２日 午後２時始。
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弥陀仏と別の存在ではありま

観音菩薩と勢至菩薩は、阿

聖人のお歌 です。

をもとにして作られた、親鸞

潮 の時を失せざるがごとし。」

らくも息まざること、大海の

もろもろの有縁を度してしば

仏の左 右に侍し て神儀を顕 す 。

り。 慈光、大千 界を照 曜し、

ろの聖 衆において最第一な

「観世音・大勢至は、もろも

一文、

阿弥陀仏偈』の中にあります

このご和讃は曇鸞大師の『讃

＊

して、しばらくも休むことは

の菩薩に縁のある衆生を救済

いの世界を照らし、それぞれ

薩は、慈悲の光明によって迷

脇侍である観音菩薩と勢至菩

現代語訳（阿弥陀如来様のお

宗祖「讃阿弥陀仏偈和讃 」

観音勢至もろともに
しょうよう
慈 光世 界 を照 曜 し
う え ん
有縁を度してしばらくも
く そ く
休息あることな かりけり

か

いえま しょう。

いて下さったとも

世に現れて私を導

知識となってこの

勢至菩薩が仮に善

のでし ょうか」

体どこに働いて下さっている

ある、ということですが、一

慈悲の光でもって働きづめで

「阿弥陀仏や観音・勢至様は

お働きと表されるのでありま

し、智慧のお徳を勢至菩薩の

の面を人格化して観音菩薩と

せん。阿弥陀仏のお徳の慈悲

音菩薩がその人となって情け

みてくれた慈悲深いお方は観

るようなときに生活の面倒を

常に困窮して食うに困ってい

仏法に関わりがなくても、非

るとかいうけれど、どこにそ

ておられるとか、仏に救われ

や菩薩がましますとか、働い

て疑ったりします。それで「仏

話を聞くと、架空の話に思え

現代、この和讃のようなお

という点 です。

しょう。阿弥陀仏は基本的に

をかけて下さったのかも知れ

んな活動があるのか、どこに

あるいは直接、

「いのちと智慧と慈悲のかぎ

ません 。

勢至菩薩のお働きともいわれ

身近に働いていて下さる相を

薩といわれ、智慧が私たちに

近に働いて下さる面を観音菩

す。そのお慈悲が私たちに身

いたのは、観音・勢至のお働

いただく身にならしていただ

けて、今日まで生き、仏法を

さり、さまざまなお導きを受

をいただき、助けとなって下

そういうさまざまなよき縁

ません。

といわれることが少なくあり

も確認できないではないか」

領域はどこかということです

直接的に働いて下さっている

まず、阿弥陀仏や菩薩方が

てみ たいと思い ます。

この点を仏教の教えに尋ね
るのです。そして、
「弥陀三尊 」

きを長 く 蒙 ってきた 、とも言

こうむ

と言われるときは、阿弥陀仏

えまし ょう。

それを観音・勢至様の側か
実の歴史の上に現れ出て下さ

世 界を照 曜 し

「観音勢至 もろともに

が、それは心の領域といって
ったのが聖徳太子であり、勢

しばらくも

を便宜的に分けて考えてみた

ら言えば、

至菩薩は法然聖人となって歴

かりけ り」

いと思 います。

有縁 を度して
くそく

休息あることな

いいのでし ょう。

史の上に出現されて私たちを

で、慈悲と智慧の光明でもっ

私たちが普通、知ることが

慈光、

導いて下さったと、そのよう

て迷いの世界を照らし、休み

できるのは、目に映って見え

は太陽などがあります。これ

々がいます。樹木があり空に

ベッドがあり、いろいろな人

に、物質の領域と心の領域と

そこで、分かりやすいよう

に受け 取っておら れます。

なく活動し続けてられて、私

る物質の存在（一部）とその

うえん

私たちにおいても、私を仏

たちを救いに至らしめて下さ

現象です。目の前に机があり

みまし ょう。

ここで一つ問題提起をして

しょうよう

法に導き入れて下さったのが

っている、といわれるのです。

いて導いて下さった先生は、

もいえますし、私に仏法を説

は観音菩薩の化身であったと

お母さんであれば、お母さん

親鸞聖人は、観音菩薩が現

勢至の二 菩薩です。

の脇にまします菩薩が観音と

かくう

りない徳用」と言われていま

し

観 音 勢 至 もろともに

mail:bachkantata2mubansou@zeus.e

○〈念仏座談会〉
毎月２日と１２日午後３時始
○〈聖典学習会〉
毎月６日午後７時始。
○〈真宗入門講座〉
毎月１８日午後 6 時 30 分始。
＊ ８月は２日の念仏座談会と６
日の聖典学習会以外は休み。

発行所： 真宗大谷派念佛寺

覚してお互いがともに確認で

しか見えません。いわゆる知

質現象ばかりです。物質現象

りして確認されるものは、物

も妻も夫など、見たり触れた

いいでしょう。空気も水も家

質の存在やその現象といって

らの目に見える存在はみな物

じられます。目に見えるのは

で広大な領域であることが感

的な空間とは「異質な意味」

に不思議な働きであり、物質

りません。心というものは実

ば、「身体」ということも分か

ん。自分の身体も心がなけれ

族も、樹木も何も分かりませ

か、目の前の新聞も机も、家

生もありません。宇宙どころ

は今までの経験したことの印

まな情念や煩悩の因、あるい

は我執我愛の心とか、さまざ

ない深層の意識（無意識）に

そして、自分では意識でき

とは分か ります。

いる深層意識の領域があるこ

も気絶しているときも働いて

けではなく、眠っているとき

識としての表層意識。それだ

自分で自覚的に知られる意

はそれこそぶつかりあってし

のではないでしょうか。時に

と氷が海面であい対している

他者も同じ一つの氷山で、氷

の氷よりず っと大き いですね 。

す。しかも水面下の氷は表面

水面下の氷の固まりでありま

れない深層意識（無意識）は

る部分であり、日常では知ら

山の一角として海面に出てい

そして日常の表層意識は氷

であり ます。

心）は仏心に包まれているの

から私たちの心（凡心。煩悩

るとお聞きしています。です

れる心は仏心（光明心）であ

でいる無量の海水とたとえら

そして仏教では、この包ん

でいま す。

限であり、無数の氷山を包ん

ています。この海水は無量無

しかし、無量の海水に包まれ

き物（衆生）ですが、それは

きるものはすべて物質存在、
外の物質（物質の一部）だけ

象が蓄積（薫習）しているの

れは意識すなわち心でありま

じたりしているそのもの、そ

知覚し、判断し、考えたり感

るといえましょう。しかも、

は肉体と心が一つになってい

面の、二面ある私。いわば私

このように物質面と意識の

域に 属するので しょう。

心なども個人的な無意識の領

という本能とでもいうような

こまでも生きたい、生きたい」

「我と我が身に執着する心」「ど

ジです。それが私の心の姿で

固まりがある、というイメー

面下には見えない大きな氷の

つの冷たい氷の山、しかも海

大きな海に浮かんでいる一

ず、仏心を離れ、氷のように

いえ ましょう。

のいわば三相になっていると

大な仏心（光明心）の領域と

的な無意識の領域、そして広

は個人的な表面の意識と個人

心であると 。

物質 現象といえ ましょう。
しか見えません。心は見えな

まいま す（争い ）
。

これに対して、物質を物質

だと仏教では教えられます。

す。
心の方が私の主体であり、肉

それで仏教（「大乗起信論」

そして表層意識の氷は海面

冷たく固まり、他の氷と対立

そういう意味で、心の領域

いので す。

私たちは、心の働きはとか

体はむしろ外側といえましょ

など）では、表層意識を粗大

の広大な空間、いわば物質的

と認識し、物質現象を観測し、

く小さな現象のように思って

う。心こそ当面の「私そのも

な意識（六粗）とし、深層意

な領域に直接しているといえ

しょう。我執で固まって苦し

し続けてきたと言っていいで

しかし、凡心は仏心を知ら

いますが、そうではないと思
の」で あります。

識は微細な意識（三細）と言

ましょう。

す。

います 。
目の前に机があり樹木があ

います。

それは、私たちが日常感じ

（迷い）による我執我愛で固

な意識と微細な意識は、無明

そしてこういう個人の粗大

きます 。

大海は心の領域とイメージで

上を物質的な領域としたら、

もって働きかけ続けて下さっ

さて、ある学派の仏教では

天体さえも入れ込むほどの、

ており 意識して いる表層意 識 。

まっており、それを迷いの心

さらに、心の領域の三つ目

ている。そして、遂には氷を

り人がいる、あるいは太陽が

広大な働きであるともいえま

そして表層の意識の下にある

あるい は凡心と言 っています 。

ですが、氷山がそこにおいて

溶かして同じ海水（仏心）に

んでいる状態から解放されず

しょう。目（見る用き、見る

個人的な無意識あるいは深層

これが私 たちの心で あります 。

ある大海の海水そのものは広

しようと働きづめに働きかけ

そこで海面を境に海面から

意識）は天上の月の姿をも取

意識。深層意識があることは

こういう 心全体を 、ごく 身

大な無量の心であるといえま

て下さっている。こういう働

心の領域はおよそ三つの領域

り込みます。宇宙を観測して

仏教では早くから知られてい

近に「たとえ」てみますと、

し ょう。

き、それが阿弥陀仏の光明で

あり月があると「知るはたら

いる天文学者が、広大な宇宙

ますが、西洋では二〇世紀に

氷山の固まりのようなもので

海水が冷たく固まった一つ

あり、ここでは観音菩薩や勢

に いる私たち であります 。

の事象を知ることができるの

なってフロイトとかユングと

はないでしょうか。冷たく固

一つの氷の固まりが個々の生

に 分けて説か れています 。

は天文学者に「心」があるか

いった精神科学者によって唱

まっている氷山の一つが私の

きは」（心）は月や太陽などの

らであって、心がなければ、

えられるようになりました。

まりである私たちに大悲心を

である大悲の仏心が、氷の固

そんな私たちに無量の海水

一切何も分かりませんし、人

至菩薩としてお示し下さって

へ連れていく」との思し召し

取って捨てず、かならず浄土

る」は「そのままなりを摂め

「そのままなりで汝を助け

ここで書けませんが、名号を

と説かれています。詳しくは

を得て不退転に住す 。」

んと願ずれば、すなわち往生

したまえり、かの国に生まれ

「あらゆる衆生、その名号を

ですが、私たちをまるまる摂

聞くところに、真実信心が人

「タノメ、そのままなりをタ

め取って助けたもうゆえ、「摂

（機）の上に与えられ、二度

聞きて、信心歓喜せんこと、

取して捨てざれば阿弥陀と名

と迷いの世界に退転しない身

スケル」との絶対的な救いを

「至心

づけたてまつる」（浄土和讃）

になると、釈尊はここでお説

いる のでありま しょう。

は「弥陀の誓いをまこと（至

で、このお働きを「阿弥陀仏」

きになっています。ここに第

乃至一念せん。心を至し回向

私た ちは私の知 らぬまから 、

心）と信じて（信楽）我が国

と言われるのです。こうして

十八願のお助けは、名号を聞

告げる お言葉で あります。

阿弥陀仏の仏心大悲に働きか
南無阿弥陀仏の「南無」は

に生まれると思ってくれよ（欲

「摂め取る 」
「タスケル」は「阿

くところに実現すると説かれ

真宗信心へ
の問 い

具体的な働きが今、口に現れ
帰命であり、「マカセヨ」とい

生我国）」の阿弥陀仏の思し召

弥陀仏」の内容になります。

ています。ということは第十

ですから阿弥陀仏の救いと
その対象としての私たちは、
仏心と凡心、心と心の関係で
あり、心の領域でのことがら

【お 答 え 】

不取正覚」は「十念に至

おさ

て下さる南無阿弥陀仏なので
う阿弥陀仏の仰せということ

しであり、中心は「信ぜよ（信

阿弥陀仏が、「汝の罪と行く

八願の「まるまるのお助け」

欲生我国」と

す 。「 ま る ま る 助 け る 」「 引 き
は分かります。しかし、南無

楽 ）」 で す 。「 信 ぜ よ 」 と は 信

末は弥陀がまるまる引き受け

は、名号として私たちに聞か

考えると、当然仏や菩薩の働

ということであり、「阿弥陀仏

とし て説かれて います。

信楽

受ける」「仏にするからわれを
阿弥陀仏の「阿弥陀仏」は「助

若不生

頼せよであり、「マカセヨ」で
とですが、なぜ「助ける」と
いう意味になるのでしょうか。 「タノメ 」の意味となります。

ける」という意味だというこ

るに及ぶまで、若し生まれず

るから、我にマカセヨ」との

せることを通して私たちにそ

【問い】

たのめ」と南無阿弥陀仏ナム

南無阿弥陀仏は阿弥陀仏の

ば正覚を取らじ」ということ

大悲心は「タノメ（南無）タ

の救いを実現して下さるので

けられているのですね。その

アミダブツと喚びかけて下さ

私たちに喚びかけたもう仰せ

で、「十念」は「十声」の念仏

スケル（阿弥陀仏）」と喚びか

あります。いわば第十八願の

きみょう

ってい るのです。

であり、それは「タノメ、タ

であって、「たった十声なりと

けたもう、それが南無阿弥陀

お心は、南無阿弥陀仏の名号

そして「乃至十念

それを外の空間的、いわば

スメル 」の意味と言われます 。

も念仏申すばかりで、若し生

仏の名号 のいわれで す。

きを「確認」したり「実証」

＊

者

物質的な領域でのことがらと

「タノメ」とは「マカセヨ」

まれずば正覚を取らない」と

として私どもに回向され聞か

なります。つまり、「口にただ

＊

＊

は「タスケル」というお心で

こうして十七願において、

することはできませんから、

十八願を成就して南無阿弥

名号（名声）を私たちに回向

されるということです。
に生まれさせる、助ける」の

陀仏の名号となっておられる

して聞かせようと誓われてい

【問い】

この「タノメ、タスケル」

意味になります。「ただ称える

というのは、聖典のどこに書

るのですが、それは大経の第

念仏申すばかりで、必ず浄土

弥陀仏や菩薩の働きを架空の

のいわれはどこから来たかと

ばかりで助ける」は「そのま

かれている のでしょう か。

十七願の意趣である重誓偈の

あるといわ れています 。

話であると疑い捨ててしまう

いいますと、阿弥陀仏の第十

まなりで助ける」であり、つ

【お答え】

分からなくなってしまい、阿

のでは ないでし ょうか。

八願のお心からです。第十八

づめれば「まるまる引き受け

ですから観音菩薩や勢至菩

願は仏 説無量寿経 に

ます。

文に

薩のお働きは、目には見えな

乃至十念
唯除五

それはまず仏説無量寿経の

「我仏道を成るに至りて名
欲生我国

不取正覚

る」「タスケル」のお心となり

第十七願に名号が讃えられ、

十方に超えん。究竟して聞こ

至心

「設我得仏

法蔵菩薩は名号となって聞か

ゆるところなくは、誓う、正

十方衆生

い心の領域での働きを象徴し

信楽

ですから第十八願は 、「まる

せたいと誓われました。そし

覚を 成らじ 」

（了 ）

声

みょうしょう

ているのであって、それは見

若不生者

まる助けるから、我をタノメ」

てこのお経の本願成就文には

と説か れていま す。

く きょ う

えませんが、かぎりない智慧

逆 誹謗正法」

の阿弥陀仏の仰せ。それが倒
置法に なって強 調されてい て、

こ

と慈悲の光（心光）として休

とあ る仏語から です。
（了 ）

な

みなく働きづめに働いて下さ
ってい るのです ね。

一月 三日に、紀さん来てくれるとい うの
で、それまでに、 ゼヒ一度、書きたい々々
々々、書かねば々々々々と 思いつつ、それ
が書けないで、一日のばし、二日のばして、
とうと う今朝になりました。
今朝はこれをどうでも書いて速達で出し
ます。
○
とてもシンドイのでいろいろ書けませ
ん。
○
今度の病キは、この春、三、四、五月と
入院した生まれてはじめての「タンノウエ
ン （ 砂が たま っ て いた い いた い ）」 と「 カ
ンゾウ病」の再発 で、十一月十八日夜、イ
タミに七転八倒して苦しみ、
十九日に入院 。
スグにツキソイたのんで、水 もクスリもの
んではいけない「点滴注射」を十日つづけ、
やっと、いたみ がおさまり、一日一万円の
ツキソイさん、十五日目の十二月五日目に
ことわったが、それから「体力」は少しも、
カイフクせず、入院三十三日目の今日、な
おツキソイがほしいほど悪いのです。
○
入院しても、来る人は、いつも来てくれ
ますが、もう大勢の人の話相手は出来ませ
ん。一時間か二時間ベッドで、話は出来ま
すが、要点だけ になります。
○
今年は正月ごろから、ど うも「今年はお
か し い」 と 、最 后 のト シ のつ も りで 、「 昭

木 村 無 相 さんの法 信
（昭和五十八年十二月二十二日付けの無相
さんの最後のお手 紙です）
＊
＊
＊
＊
ナムアミダブツ
ナム アミダブツ
ナムアミダブツ
ナムアミダブツ
五十八年十二月二十二日 水 午前五時
二十分
武生駅前から歩いて五分の林病院の四階
の二人ベヤにて。
病臥無相
紀さ ん――
ハガキや手紙 、沢山もらっているのに 、
今回 の 病 気で は「 体 力 」「 視力 」 がな いば
かりでなく、字を書く、手紙 、ハガキを書
く「体 力」が、サッパリなくなって、 こま
っているのです 。
〝慈光〟誌の〝 念佛詩抄〟のカタチで信
仰のこと書く「気力」がな くなって「念佛
詩抄」を七月号からやめましたが、今度は
〝念佛詩抄〟どころでなく、カンジンの字
を書く「気力」が なくなって、ヨッポドで
なくては、手紙、ハガキ書 けなくなり、大
方は電話で、御返事するので、十一月十九
日入院以来、三十三日で、電話料、もう二
万円もつかいま した。
それも、電ワか けるもシンドイが手紙、
ハガキを書くほどでありませ んので、カラ
ダの調 子、すこしいい時、かけるので す。

３８

がかかっているだけで、お助けだそうです
よ。凡夫の方の
ハ カライやまぬも
ミダにまかせられないも、ナニ一つ関係
ないのです。
如来のお助け
御引受けには
ただただ
ただ念佛せよ
の「 仰 せ」 だ け 、「 勅 命」 のホ カ は、 ナン
ニモイラヌラシイですよ。
○
一月三日に来れなかったら、これが最后
の言葉と思って下さい。もう書けません。
カラダメリメリといたくて。
真 由実さんによろしく々々々 々
○
やっとこれだ け書けて、ヤレヤレです。
ナムアミダブツ
ナムアミダブツ
ナム アミダブツ
ナムアミダブ ツの仰せだけ 、
お勅命 だけ 。
12/22水
( ）午前五． 五０）
（了）

午後二時始

原

正

寿

先生

大 谷 大 学准 教 授 （ 真 宗 学 ）

藤

＊なお十二月二十二日は午前十時より
勤 行・ 法 話 （念 佛 寺 住職 ） が あり ま す。

ご 講師

十二月二十二日（火）

《念 佛寺 報 恩 講 》

和五十八年」と書くようにしたが、来年二
月二十日で八十才、お釈迦様 のトシになる
ので、 それ楽しみにしていたが、それ もあ
やしい。
一月三日に来て くれるのを心まちにして
います。
もうこれが、此の世で会え る最后でしょ
う。それからは
お念佛さま
の中にて。
○
ハカライやまぬ間はハカラッテよいので
すよ。
ミダにまかせら れぬ間は、まかせられな
くていいのですよ。
時 節が来たら、いつの間にか 、
ハカライもやめ
ミダにまかせ る意識なしにまかせて
お念佛一つにならざるを得ぬことにな
る。
いつ でも、今のまンまで、
ナンマンダブツ
これだけです。
○
そ のお念佛も、
称えられなくな ったら、
それはまたそれでいいんですよ。
○
ノ ドモトでも、ムナモトで も称えること
が出来なくなっても、
如来さまの
「生死まる、オヒキウケ」 にはすこしもか
わりないそうですよ。
それ は、
ただ念佛してミ ダにたすけられまいらすべ
し
との「よき人の仰せ」
「如来 のお勅命」

