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慈光はるか にかぶら しめ

陀如来をた のめ。

なたから
かたじけ

＊

＊

＊

ひかりの いたると ころには

《念 佛 寺 永 代 経 法 要 》

四月二十二日（水）

午後二時始

野

親

行

師

（朝日カルチャーセンター講師）

星

＊ 同日（四月二十二日）午前十時・勤行法話
（ 念佛寺住職の法話です）
の私（た

なくもこ

曇鸞 大師の

る阿弥陀仏の光は心光であり

このご和讃は、親鸞聖人が

きみょう

大安 慰を帰命 せよ

ち）の処までその光を「かぶ

ひかりのいたるーーー仏光が

光明。

慈光ーーー阿弥陀仏の慈悲の

《語釈 》

の文によられて、作られたご

る。」（「讃阿弥陀仏偈 」）

慰を稽首し頂 礼したてまつ

光の至る処、法喜を得。大安

また歓 喜光と号け たてまつる 。

分け、色光とは物質の光で、

仏教では光を色光と心光と

う。

上の事実であると言えましょ

一面譬えでありつつ、譬え以

慈光の〈光〉という言葉は、

光明を「愛光」とも訳されて

という経典には、阿弥陀仏の

異訳である『無量寿如来会』

光をまた『仏説無量寿経』の

の慈悲心の光ですね。慈悲の

ですから慈光とは阿弥陀仏

かぶ

「慈光はるかに被らしめ、安

ます。

衆生の心中に至り届くこと。

和讃です。この『讃阿弥陀仏

いわゆる太陽とか蛍光灯など

います。慈光とは愛光で「愛

『浄 土和讃』

らしめ 」て下さ る。

法喜ーーー法を聞いて歓喜す

偈』の典拠になる経文は、『仏

の光であります。それに対し

の光」であります。阿弥陀仏

てんきょ

に 生ず」

も私たちは、どうしていいか

であります。日常生活の上で

言われるのですから、「阿弥陀

陀仏の光明は愛光である」と

ともいえます。経典に「阿弥

たと

ること 。

説無量寿経』であり、その中

て。心光とは心の光のことで

は慈悲の用き（光）であると

とありますように、阿弥陀仏

わからなくなると心が暗くな

仏は大いなる愛のはたらき」

う

大安慰ーーー安慰とはやすら

に

す。

いい慣わしていますが、阿弥

の光明に遇う者は、大いなる

り、それがうまくいくと心が

であると言ってもいいでしょ

く

ちょうらい

ぎとなぐさめ。衆生にまこと

「衆生ありて、この光に遇え

阿弥陀仏の光明は、心の光、

陀仏は愛の用き（光）である、

けい し ゅ

の安慰を与えて下さる阿弥陀

ば、三垢消滅し、身意柔軟に

意識とか精神的な領域での光

喜び心が生じると仰せ下さる

明るくなる、そういう経験を

う。キリスト教では「神は愛

ゆやく

われわれとははるかに隔たっ

仏のお言葉、それをもとに曇

幾度もし てきました 。

なら

仏のことをここでは大安慰と

して、歓喜踊躍し善心をここ

たところから、いつでもどこ

鸞大師が讃歎されたといわれ

与えて、涅槃（さとり）へと

を育て、心に安らぎや喜びを

私たちの心を明るくし、心

と なん ら躊 躇な くい えま す。

弥陀仏は愛の光なり、愛なり 」

っていますが、仏教でも「阿

なり」という言葉を盛んに使

は

「慈光はるかにかぶらしめ」

導き たもう仏心 の 用 きを 〈心

決してキリスト教からの借り

く者は、おのずから法を喜ぶ
心が得られると曇鸞大師は説

は、阿弥陀仏の慈悲の光明は

光〉といいます。報身仏であ

ちゅうちょ

き給う。衆生の大いなる安ら

一切衆生を照らし、はるかか

はたら

ぎと慰めとなってくださる弥

あ

でも果てしなく照らし、その

ています。

阿弥 陀如来の 慈悲の光明 は 、

光に照らされて信心をいただ

《現 代語意訳》

言われる。

なづ

楽を施したまう。ゆえに仏を

法喜をうとぞ のべたまう

＊

慈 光 はるかにかぶらしめ

onet.ne.jp
http://www.eonet.ne.jp/^souan/

○〈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

物の言葉で はありません 。
ただ仏の「慈悲」という言

説かれています。そのことを

現れて下さっています。有難

質によって救われると思いが

でしょうか。大いなる慈悲（智

ことで 、
「はるか 」なる世 界で

いて下さっている、ああ有難

慧）心によって助かるのであ

ちですが、心が本当に助かる

いま に十劫をへ たまえり

いとの感動であります。驚き

りましょ う。

いですね。はるかなる光が今

超越的世界からという意味
法身の 光輪きわも なく

でありま す。

聖人 はご和讃で

ない、深い意味、ことに「悲」
では、お浄土は凡夫にとって
世の盲 冥をて らすなり

られると言うことも、本当で

あるお浄土からの光といえま

には含まれています。それゆ
はるかに遠く離れていると言
と詠われています。十劫とい

では、私のどこに至り届い

す。だから物質も大事です。

のは〈心〉によってではない

え、仏教では慈悲という言葉
ます。『仏説阿弥陀経』には

う極めて長い間私たちを照ら

て下さるのでしょうか。私の

けれども本質的究極的には私

ここの私にはからずも至り届

が通常使われています。しか
「これより西方に、十万億の

しづめに照らし続けておられ

心に です。

弥陀成 仏のこの かたは

し、「阿弥陀仏は愛である」と
仏土を過ぎて、世界あり、名

る、その阿弥陀仏の慈光が今、

しょう 。

言っても何らさしつかえはな
づけて極楽（浄土）と曰う」

照らし て下さっ ているので す。

心は心です。肉体ではありま

物質的条件、いわゆる生活

葉には〈愛〉とだけでは表せ

く、現代ではこの表現の方が
とあります。この十万億の仏

そこに、どこどこまでも私

せん 。私の存在は反面は〈物 〉

の糧を得 るという経 済的安定 、

うた

たちは心によって助かるので

ての健康、いわゆるお金と健

はない でしょう か。

生命の中心 いわば芯は 心です 。

もうみょう

人に伝わりやすいのかも知れ
土という遠さは空間的距離的

（たち）を見捨てない、助け

ですから、私は肉体を伴って

それと物質的肉体的条件とし

せ

ません 。
な遠さではなくて、迷いと悟

ずにはおかないという阿弥陀

しか存在できませんが、私の

私たちは物質によって助け

ただ愛光の〈愛〉は、仏教
りの領域の次元の違いを表さ

仏の慈悲の深さ、願力の強さ
が知らされます。「はるかに」

い

で言う愛執、愛欲、貪愛、欲
れた遠さで ありまし ょう。
しかるにまた一方で 、『観無

康は生きていく上で非常に大

私の存在の、私の生命の中

愛という、いわば悪しき執着
という否定的な意味での愛で

〈芯〉という文字そのものが

して人は安定し、安らぎ、喜

照らし続け、喚び続けて下さ
もし人間的な時間単位でイ

典に釈 尊（釈迦 ）は、

び、まことの幸せを感じるこ

量寿経』には「阿弥陀仏、こ
とも説かれていますので、〈如

メージするとすれば、十劫の

「ものごとは心にもとづき、

とができるかというと、そう

はありません、純粋な慈悲で

来浄土〉は今ここを離れてい

昔から照らしづめということ

心を主とし、心によってつく

ではないと 思います 。

事な ものであり ます。

「慈光 はるかにか ぶらしめ 」

ないとも仏陀によって説かれ

は、太陽は地球を照らし続け

り出される 」

お金と健康さえあれば幸せ

〈心〉を表しています。ダン

で、阿弥陀仏の慈悲の心光は

ています 。 卑 近なたとえ でい

て数十億年ほどになるそうで

と最初の二 句に仰って います 。

だ という考え の元にある のは、

って きたのであ ります。

はるかかなたからこの私に、

いますと、自分の背中は、自

すが、たとえ一劫でも、数十

人生全体、私に起こるすべて

「この身体が私である」「この

こを 去りたまう こと遠から ず 」

はるかなる 過去から この私に 、

分では直接見えません。その

億年よりずっと長く、私たち

のものごとは、心に基づき、

身体を安定させ維持せしめる

あり 慈愛であり ます。

かぶらしめられ、そそがれ続

意味では非常に遠いといえま

を慈光は照らし続けて下さっ

心を主としていて、心におい

けれども、それだけで果た

け られてきた のです。

すが、同時に自分にとって極

ている といえま しょう。

マ パ ダ （「 法 句 経 」） と い う 経

はるかかなたからからとい

めて近いといえます。私たち

ことが一番大事」という考え

うのは、宇宙空間の遠い彼方

て人生生活は為されていきま

とお浄土の関係もこのような

が元にあると思います。生計

と不安になり、病気になると

す。ですから〈私の当体〉は

からというのではなくて、迷

「ひかりのいたるところに

関係で はないでし ょうか。

さと

いと苦しみの領域を超えた覚

至り届いて下さる。今ここの

安心し、安定するのでしょう

「死ぬのではないか」「病気に

が不安定になり乏しくなると
また「慈光はるかにかぶら

私に届いて下さっている。そ

か。

なると生活を楽しむこともで

心であり ます。

から照らしたもう慈光であり

しめ」というのは、阿弥陀仏

の用きであり、その大いなる

心は〈心〉によって救われ

きなくなる」という怖れをも

は」で、慈光が私のところに

ましょう。凡夫の私の手の及

の光は十劫の昔から今に至る

徴 であり、 現れが、 今〈南無

るのでありましょう。心は物

りの領域、いわば「お浄土」

ぶ世界からではなくて、私た

まで私たちを照らし続けてお

阿弥陀仏〉のお念仏となって

この心は何によって救われ、 「食えなくなるのではないか」

ちの濁世を超越した浄らかな

られると『仏説無量寿経』に

しるし

さとりの領域からの光という

ら、物質的な安定を図るとと
は黄金のように光り輝く尊い

真実の言葉を言います。それ
庭の 小草の

わず かなる

いて下さり、私を摂取して私

は、煩悩だらけの私の心に届

下さる。はるかなる慈悲の光

っている心は、物質的な豊か

そういう怖れや不安が根に張

か」という怖れがあるのです。

私は「結局どうなっていくの

り、「おののき」があります。

「不安」があり「怖れ」があ

てます。私たちの心の底には

は「不安と怖れ」が根をはっ

と安心していても、心の底に

すからどれほど「私は大丈夫」

まっただなかにあります。で

していきます。身体は無常の

変化し、日々老病死が現実化

にさらされています。刻々と

いるこの身体（肉体）は無常

める〉、と思うわけです。

そうであってこそ人生は楽し

の物質的な糧があってはじめ

あらず」ということは、生活

はパンのみによって生きるに

とありますが、本当ですね。「人

る言葉 によって 生きる」

るにあらず、神の口より出ず

「人はパンのみによって生き

ことです。聖 書に

界の聖賢が等しく言っている

の祖師方は申されますし、世

は免れないのですよ、と仏教

る）の中にあるという根本苦

の で も 、「 滅 び 」（ 死 に つ つ あ

え巨万の富を得、健康そのも

物質的な安定のみでは、たと

きに陥ること はないけれ ども 、

においても、不幸に陥り、嘆

（たとえば死ぬような状況）

たとえ物質的に絶望的な状態

は教えて下さっています。「ひ

ょう。そのことをこのご和讃

ると仰せられるのでありまし

き、喜びを知り、心は安定す

ちはまことの安らぎをいただ

くなる、そこにはじめて私た

心にであい、この心と離れな

の心、その仏心に触れ、この

る慈悲の心であり大いなる愛

さてこのご和讃は、大いな

て下さい ます。

て仏の大悲心は私の心に届い

け入れる（信心）ことによっ

の言葉を聞き、この言葉を受

の仰せのみ言葉なのです。こ

喚びかけて下さる、阿弥陀仏

私たち一人一人に喚びづめに

その言葉が、お念仏となって

無阿弥陀 仏の言葉で あります 。

の言葉の中の言葉、それが南

ごく小さな有限なものにとけ

ありません。まことの無限は

対立する無限は真の無限では

無限でありましょう。有限と

のを表現する、それが真実の

は、有限なものに無限なるも

これは真実の無限なるもの

してい る。

限、私）に月影（無限）を宿

草の葉末についている露（有

照らし 、しかも極めて小さな 、

です。

的に宿している。そういう歌

いる白い露にその月影を全体

る小さな草の葉の末について

が、秋の庭の片隅に生えてい

遙か遠い天空のお月様の光

秋の夜の 月

求めて やどる

名 古 屋別 院。 座談 有 。

③ 三 月 四 日 （ 十 時 始 ）。 名 古 屋 市 、

谷市 、法 林 寺。

② 二 月 十 七 日 （ 十 時 始 ）。 愛 知 県 刈

福 井別 院。 座談 有 。

① 二 月 十 四 日 （ 十 時 始 ）。 福 井 市 、

〈遠 方法話 予定〉

南無阿弥陀仏」に助けられな

与えて下さる「大安慰である

私たちに、大いなる安慰を

あり ます。

と安らぎ〉が湧いてくるので

ます。そこにまことの〈喜び

っている、ああ有難いとのお

の心と一つにとけあって下さ

に届いて私と離れなくなって

ちます。ですから、身体の安
もに、心の根本的な安定を求
永遠な真実の言葉だから金口
白露 を

引用されて います。

定的な維持にはお金と健康が
めることが極めて大事なこと
といわれるのです。そして仏

はか

欠かせません。ですから、〈こ
になり ます。

さとか健康などの物質的な条

て人は生存できるが、それだ

かり のいたると ころには 法喜

あい 、それ自身を顕わにする。

④四月一〇日（二時始 ）
・十一日（四

しらつゆ

の身体が安定的に維持される

件だけでは安定できない性質

けでは人は真に生きることが

をう（得）」るのであります。

そのまことをこの歌に金子先

時まで ）。広島市、龍善寺。

天上の月（無限。アミダ）

さいと、お勧め下さるのであ

ります。

広大な仏心大悲（無限）が、

⑥五 月十 九日 （一 時始 ）～ 二十 一日

は万物をへだてなくくまなく

（了）

このご和讃を読むとき、学

有難いことに世界の片隅にう

福井 別院 。 座談 有。

ーーーーーーーーーーーー

生時代に金子大栄先生のご講

ごめいている小さな私を探し

（詳 しく は念 佛寺 にお 尋ね 下さ い）

仏の慈 悲の心をい ただくと 、

のものです。私たちの心はそ

できない、「神の口より出ずる

法喜とは、真実（法）にであ

生は感じられているのでしょ

⑤四月十七日（十時始）。福井別院 。

ことこ そ一番大事 なのであり 、

れだけでは根本的に不安定な

言葉」、すなわち真実の言葉に

った、こわれないまことの喜

う。

心がこのご和讃から感じられ

もので す。

よって本当に生ききることが

びであり ます。

はる

この不安な私の心は〈心〉

できる、と言われているので
仏教では仏の言葉を「金口」

義に紹介されていた歌を思い

求めて、私の方には何も力も

座 談有 。

のは〈心〉なのであります。

と言います。悟りを開かれた

出します。金子先生は次ぎの

徳もないのに、罪濁の私の心

しかし、一番大事と思って

によってはじめて安定するも

しょう。

か たす み

のです。心を本質的に助ける
その助けたもう心を仏の心、

仏の口より出ずる言葉、即ち

お歌を他の講演などでもよく

こんく

慈悲 の心と申し ます。

仏の説法の言葉を言います。

真に幸せになろうとするな

「如来
の勅命」
のまンま
に、
本願念
佛を執る
というこ
と、お念佛申すということが大切なことな
のです。
○
ここ で 、『 観 経』 の 下品 下 生の 次ぎ の経
語を、 思い出して下さい。下々品のと ころ
を開いて、読ん で下さい。
大切なところ。
「善友告言、汝若不能念者、応称無量寿佛」
とある 。
善友告げて曰く。
「汝、若し、念ず ること能わずば、まさに
無量寿仏を称すべし」
と。
ここ で、善友即ち善知識（よき人） の仰
せに、
「お前、ココロに阿弥陀如来のお徳やお慈
悲や お 助け のイ ワ レ を思 う こと 、（念ず る
こと） が出来なければ、
それはそれでよいから、
ただ阿弥陀佛の 御名を称えなさい。
ナムアミダブツ、
ナ ムアミダブツ
と称えなさい。
ココロに、念 ずること能わざれば、
ただ口に、声に、
称名せよ、
との善知識、「よき人」の仰せ。
○
この『観経』下々品の善友「よき人」の仰
せ、
汝 若不能念者 応称無量寿佛

木 村 無 相 さんの法 信
（昭和五十八年九月八日のお便りの続きです 。
無相さん七九歳。往生される四ヶ月前のお便
りです）

紀さん、これでも思いあたるではないで
すか、サダ女の
信じられません 、ウタガイ晴れません
に対して、香師は、
ソ レハイケナイ
信じなさい、
ウタガイ晴ら しなさい
とは言わずして、
そのまま
称え るばかりで
お助け
そのホカにナンモ
イラヌぞよ
と、申 されたーーー。
ということ。
ワレワレ凡夫の
信じられたとか、
信 じられない、とか、
ウタ ガイ晴れたとか、
ウタガイ晴れ ぬ
とかいう
凡夫のココロ
凡夫 のオモイ
凡夫の「念 」には
用が無いのである。
ただ、大切なことは、
「 よき人の仰せ」

２９

は、サダ女に
「そのまま称えるばかりでお 助け、そのホ
カには 、ナニモいらぬぞ」
と言われた香師 のオサトシと同じことで あ
る。
○
『歎異抄』の第二条、叡山 を降りて、法
然上人のモトに教えを求めた親鸞聖人に、
「ただ念佛して、 ミダに助けられまいらす
べし」
と、 法 然上 人 、「 よ き人 」 が申 され たと 同
じこと である。
○
善導大師さまは 、第十八願の
乃至十念
のおこころを、よくよくいただかれて、
三心十 念
を、
称我名号 下至十 声 若不生者 不取正
覚
と「加減の文」としていただかれた、ーー
ー。
これは、
『大経』の第十八願の御真意 を、
『観経 』下々品の
汝若不能念者、
応称無量寿佛
とあるところに、いただい ての、
加 減の文
ではあるまいか、
称我名号 下 至十声
若不生者 不取正 覚
のまンまが
三心 十念
になっているの である。
（続く）

【信心 夜話】

高校 時代 に真宗 の教 えに

惹かれて、大学を選ぶときに、初めは真宗本

願寺派（お西）の龍谷大学に入ろうかと考え

ていた。ところがある日、街の書店でたまた

ま手にした『仏の愛の庭』という仏書をめく

っていたときに、次のような言葉にであって

強烈な印象を受けた。その言葉は、

「汝はまったく無知無能なのだ。すべては絶

対者の計らいのままだ。いま、いきも戻りも

ならぬといっているが、そのいっていること

そのことが、すでに生きている証拠ではない

か。しかも自分に生きているという自覚がな

いのだから、まったく生かされて生きている

のである。自力を過信して迷ってはならぬ。

汝はまったく生かされて、生き、計らわれて

動いているに過ぎないのだ。自力というもの

に何らの根拠はない。まったく他力のなさし

めである。すべてを他力にまかせて、与えら

れた力一ぱいに生きていけばよいのだ。また、

何をなすべきか、いかに生くべきかなどと思

いわずらう必要もない。ただ何事でも心の欲

するところ気にむかうところに従って、それ

を行なってなんら差しつかえはない。その行

為が善であるか悪であるかを問う必要はない。

汝には善悪邪正を沙汰する資格はないのだ。

汝の一切の行為に対する全責任は絶対者（如

来）が引き受けるのである」

これが「如来の呼び声」であるという内容だ

った。ここに救いがあるではないかと驚き、

著者の佐々木蓮麿師が真宗大谷派の住職さん

であると知り、同時に清沢満之師（大谷派の

先覚者）を知り、このような言葉が生まるも

とを知りたいと思って、真宗大谷派の大谷大

学を選んだのであった。それから五十年、佐

々木師のごとく直裁に如来の仰せを説く信力

はない。ただ如来のこのお心を「我が名を称

えよ」の仰せに味わわさせていただいている。

