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れない欲求 です。

く、功徳で満たされると仰せ

められますが、人間の心は自

趣味や娯楽などで一応慰さ

ないもので す。

自分自身になかなか自覚され

な願いは、それがありながら

できない願いです。このよう

でおさえることも消すことも

しかも根本的であって、自分

きた歴史があり、それで今日

を古今東西の人びとが求めて

真実の神にであうこと、それ

様とか申しますが 、真実の仏、

のことを古来より仏様とか神

そういう限りないよき働き

られ ています。

分が考えているほど浅いもの

この欲求が満たされないか

この 欲求はだ れにでもあ り、

「満足したい」という欲求で

ではなく、どうしても根本的

ぎり、どこか人はいのちの芯

いつまでももの足りませんか

人生の幕切れ近くになっても

なってしまいます。ところが

いてゆき、人生の時間切れと

ます。そして、知らぬまに老

ます。それも結構でしょう。

実をえようとすることもあり

ることでお金では買えない充

アなど人の役に立つことをす

ダメだと思って、ボランティ

また、趣味や道楽だけでは

の人生」とい っています 。

を金子大栄師は「不完全燃焼

って残ります。そういう人生

き足りない」という思いとな

それは 、いつまで生きても「生

や「やりきれなさ」を感じ、

にであうと、それによって、

ら、まことの仏（アミダ仏）

く過ぎてしまう、しかしなが

ま、生き足りないままで空し

いつの間にかもの足りないま

一生 がただ何と なく過ぎて 、

と思 います。

ら、「まだまだ生き足りない」

確かに生きがいになると思い

人の生活は、「もの足りたい」
生きているといえましょう。

な「もの足りなさ」が残りま

のところで「もの足りなさ」

までも宗教が続いてきたのだ

一生の間、もの足りようとし
す。

「まだ死ぬのはご免だ」とい

ます。

私たちは何によってもの足

くことに なりかねま せん。

の思いの中で生を終わってい

いわば、死にたくないばかり

を得たい」というような、無

い」とか「はかりないいのち

ます。それは、「真実にあいた

をこえた、無限の願望があり

のちには、私の個人的な願望

ただ、人間の心というかい

足 しないと思 います。

なるよき働きによってしか充

無限の願いは無限（アミダ仏 ）

るアミダ仏でありましょう。

がはかりないいのちと光であ

願望に応えているもの、それ

人間のいのちのかぎりない

う。

いといえるものがありましょ

てもいいが、いつ死んでもい

う。そこにいつまで生きてい

った」と感じるでありましょ

たりないということはなくな

餓えというか欲求不満が残る

知らないけれども、根本的な

気楽でも、心の底には、何か

あり、娯楽がたくさんあって

えましょう。しかし、裕福で

るのは満足度を高めるとはい

金であり、お金にゆとりがあ

自分を満たしてくれるのはお

行為などによっては、満たさ

金とか健康とか娯楽とか慈善

ると思います。その欲求はお

わば宗教心が人の心の底にあ

といっています。そういうい

の要求」

「人心の至奧より出ずる至盛

清沢満之師はそういう欲求を

近世の著名な仏教者であった

一生を空しく過ぎることはな

はたらきにあえば、その人は

という阿弥陀仏の大慈大悲の

というのがあります。本願力

煩悩の濁 水へだて なし」

功徳の宝 海みちみ ちて

むなしくすぐるひとぞなき

「 本願 力にあいぬ れば

ご和讚 に

ことで ありまし ょう。

わばアミダ仏に触れていえる

ことは、死なないいのち、い

本当に死んでいけるという

ます。

本当に死んでいけるのであり

ます。生き足りておればこそ、

ことはなかなか難しいと思い

いだけでは、死を受けいれる

まだ生き足りない」という思

「まだまだもの足りない、

り るようにな るのでしょ うか 。

限へ の欲求があ ると思いま す。

ように 思います 。

このことで宗祖親鸞聖人の

この事で、てっとりばやく

人生に「充分に生きた」「生き

ういうことになりましょう。

しん

て、あれこれ求めまわってい

生き 足りる 人 生

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

本願力にあうというのは、
南無阿弥陀仏をいただくとい
うことです。阿弥陀仏の大慈
大悲のお心にあうということ
です。
お念仏を申し、お念仏を聞
く、そこにすでに阿弥陀仏に
あっているのです。というの
は本願力は私たちの方からあ
おうとする前に、私たちにあ
いに来 て下さっ ているので す。
その徴（しるし）であり、そ
の現れが南無阿弥陀仏のお念
仏の声です。南無阿弥陀仏と
なって喚びかけていて下さる
のです。今ここでだれでも南
無阿弥陀仏を称え聞くところ
にあえるようになっているの
です。ただお念仏がそういう
阿弥陀仏のお出ましであるこ
とをよく聞かないから知られ
ないし、あ えないの です。
木村無相 さんは
「 一声一声
一声

如来 のお出ま し
一声
浄土 真宗」
うた

と詠っ ておられま す。
（了 ）

し

ょ

Ｄ「ええ、死んだぐらいで解

ですね」

は底が深く、迷いは根深いの

Ｎ「それほど、私たちの存在

えられ ています 」

てきた今の私なのだよ、と教

わえて）の生存をくりかえし

ど五つ乃至六つ（修羅道をく

・畜生道・人間道・天人道な

どと説かれ、地獄道・餓鬼道

す。五道あるいは六道輪廻な

Ｄ「ええそうお聞きしていま

のです ね」

死ぬことをくりかえしてきた

くりかえしながら、生まれて

たちはさまざまな存在の形を

Ｎ「生死流転ということで私

ことで教 えられてい ます」

私たちの姿が〈諸有〉という

様のおん眼によって見られた

流転してきたのである、と仏

まざまな存在（形式）として

てこの世に生まれる前に、さ

在（形式）ですが、人間とし

す。私たちは今人間という存

阿弥陀仏と離れない身となり

を信じた人は不思議なことに

いでしょうか。南無阿弥陀仏

ん。ただこういえるのではな

Ｄ「それは私にも分かりませ

すか」

尊い功徳が具わっているので

に、なぜそのような限りない

Ｎ「南無阿弥陀仏という名号

ています」

っているとお聞かせいただい

の功徳（至徳）が名号に具わ

を平等に仏になしたもう無上

Ｄ「ええそうです。一切衆生

陀仏 の御名とい うことです ね 」

てがこめられている南無阿弥

し、ご苦労下さった功徳の全

如来様が法蔵菩薩として修行

Ｎ「至徳の名号とは、阿弥陀

えて下 さるのです 」

せ、信受せしめて私たちに与

名です。それを私たちに聞か

がった功徳、それが至徳の御

ご修行をして下さってできあ

ひとりを仏にならしめたもう

らしめんがため、私たち一人

迷 いの 元を 断っ て仏 にな

藏 様が 本 願を起 こさ れ、

生 を 仏に した いと 如来法

Ｄ 「 そ のよ うな諸 有の 衆

御 名〉とは 」

Ｎ 「で は〈 阿弥 陀至徳 の

う高僧のご教化によって、多

親鸞聖人です。そしてそうい

なお方が七高僧であり、宗祖

でありましょう。その代表的

ているという経験をされたの

のであり無量の功徳がこもっ

無阿弥陀仏は阿弥陀仏そのも

にふれて、多くの方々が、南

のでありましょう。その教え

浄土の経典をお説きになった

仏そのものであると知られて

南無阿弥陀仏の名号は阿弥陀

迦様は お悟りの経 験によって 、

Ｄ「ええ、そうですね。お釈

沢山お られたの ですね」

Ｎ「そういう経験したお方が

ょうか」

いるといえるのではないでし

徳が南無阿弥陀仏にこもって

ですから、阿弥陀仏の全ての

弥陀仏とは一つといえます。

経験から、南無阿弥陀仏と阿

陀仏そのものにであうという

いう真実の言葉によって阿弥

くなります。南無阿弥陀仏と

ものであるといわざるをえな

くて、無限なる阿弥陀仏その

仏は単なる普通の言葉ではな

ます。そうすると南無阿弥陀

ういう経験をした人は沢山い

その人の主体となります。そ

と心が通いあい、阿弥陀仏が

という言葉によって阿弥陀仏

う

決がつかないのが、迷える自

ます。いわば無限なるものが

くの名もなき念仏者が、南無

（和讚問答）

己存在なのですね。人間とい

有限な私と一つになるという

阿弥陀仏という至上のお徳を

りんね

う姿は、自己が取った姿の一

経験をします。南無阿弥陀仏

十 方 諸 有の衆 生は
し ょ う

十方諸有の衆 生は
阿 弥陀至徳の御名をきき
真実信心いた りなば
しょもん
きょうき
おおきに所聞を慶喜せん
「浄土和讚」
現代語訳（十方世界の、迷い
を繰りかえしてきた衆生が、
一切衆生を仏になしたもう無
上の功徳である南無阿弥陀仏
の名号を聞いて、真実の信心
が凡夫の心に届くなら、「ああ
有り難い」と、お聞かせ下さ

＊

る阿弥陀仏の大悲を大いに喜
＊

ぶであろう。）
＊

Ｎ「十方諸有の衆生という十
方とは東・西・南・北・南西
・北西・南東・北東・上・下
のあらゆる方角のあらゆる世
界とお聞きしています。そこ
にいる衆生が十方衆生という
ことだと思いますが、諸有と
はどういう 意味です か」
Ｄ「諸有とはもろもろの迷い
の存在、それをくりかえして
きた者、それが諸有の衆生で

つだと いえます 」

その真実を知ることもお徳を

し、私たち衆生は迷いが深く、

いると説かれています。しか

ものであり、万徳が具わって

もうします。真如は真実その

Ｄ「真実ありのままを真如と

をもう 少しお話し 下さい」

さったとのことですが、そこ

うことをお釈迦様が説いて下

て下さるということ、そうい

仏にするお徳を成就して与え

われてご修行し、一切衆生を

薩が一切衆生を助けたいと願

いるのですね。では、法蔵菩

弥陀仏のお徳が全てこもって

Ｎ「南無阿弥陀仏のなかに阿

が続 いてきたの です」

いただかれた、そういう歴史

引き受ける〉と喚びづめに喚

Ｄ「〈汝を仏にする、助ける、

さっ ているので すか」

Ｎ「どのように喚びかけて下

名を聞くの です」

阿弥陀仏の御名です。その御

おられる、その喚び声が南無

無阿弥陀仏として喚びかけて

もう〉無上のお徳を成就し南

なりで引き受け、仏になした

Ｄ「私たちを〈今のこのまま

とは、どういうことですか」

Ｎ「では至徳の〈御名を聞く〉

さるのであ りましょ う」

陀仏として私たちに施して下

ように、功徳の宝を南無阿弥

て精製し与えて下さる（広施 ）

から金（功徳宝）を取り出し

ています。金の鉱脈（法蔵）

徳の宝を施さん、と仰せられ

えている声としか聞こえませ

声とは思えません。自分の称

こえますが、阿弥陀仏の喚び

ムアミダブツという音声は聞

Ｎ「称えて、たしかに耳にナ

なのです」

受ける〉と喚んで下さるお声

こにいる、汝を助ける、引き

ブツのお声は、阿弥陀仏が〈こ

Ｄ「耳に聞こえるナムアミダ

Ｎ「は い」

と耳 に聞こえる でしょう」

Ｄ「称えるとナムアミダブツ

どうなんで すか」

とは直ぐできますね。それで

Ｎ「南無阿弥陀仏と称えるこ

さい〉 と申し上げ ました」

南無阿弥陀仏と称えてみて下

とは今できますね。じゃあ、

で、〈南無阿弥陀仏と称えるこ

こえません〉とおっしゃるの

い者、どうしてみようもない

がまったく空虚で死人に等し

つ言えばいのちの芯のところ

ない存在ということ、もう一

けていただかなくては助から

に助けられ、まるまる引き受

Ｄ「それは、自分が阿弥陀仏

か」

うに感じられないのでしょう

Ｎ「ではなぜ、私にはそのよ

Ｄ 「え えそうで す」

れる のですね」

もうお心が感じられるといわ

陀仏のましますこと、助けた

が耳に聞こえるところに阿弥

はないといえるけど、この声

る、その声は人間の声の外に

Ｎ「お念仏の声が耳に聞こえ

ほうがいいかもしれません」

のごとく感じられるといった

心が感じられる、仏の喚び声

我 執我 愛の 心と 憍 慢疑 惑 とい

的な罪悪は貪瞋の煩悩という

染まっている存在、その代表

無明の迷いによって、罪悪に

と思います。まず罪悪とは、

罪悪と生死とを分けてみたい

Ｄ「分かりやすくするために、

Ｎ「罪悪生 死の凡夫 とは」

とです 」

助からぬ凡夫の存在というこ

こともできない存在、それが

です。しかもそれをどうする

Ｄ「罪悪生死の凡夫とのこと

Ｎ「では助からぬ存在とは」

Ｄ「ええそ うです」

と見てお られるので すね」

Ｎ「仏様は私を助からぬ存在

れない と分かり ません」

る仏の御言葉によって教えら

悟りきられた仏様の智慧であ

を大無量寿経の言葉でいえば

お聞きしています。そのこと

して与えて下さっている、と

に南無阿弥陀仏を成仏の因と

そしてそれを成就して私たち

き苦労 のご修行 をされまし た。

生に与えようと願を起こし長

の成仏の正因として、一切衆

功徳を磨き顕し、それを衆生

ち上がり真如に具足している

仏をお勧め下さいます。先日

なさい、お念仏申せと、お念

ず南無阿弥陀仏の御名を称え

ね。そこで諸仏善知識は、ま

かなかすぐには分かりません

んで下さっておられても、な

Ｄ「私たちに〈助ける〉と喚

私に は聞こえま せんが」

っている阿弥陀仏の喚び声が

仏にする〉とまで喚んで下さ

Ｎ「〈そのままなりで助ける、

のではありません。人の口か

も、何か特殊な声が聞こえる

Ｄ「仏のお声を聞くといって

は聞こえ ません」

ぬ汝を助ける〉の仏のお声と

の声が〈ここにいる、助から

Ｎ「そういわれても、お念仏

陀仏 の喚び声な のです」

声は私の声であると共に阿弥

お念仏は私の声ですが、この

Ｄ「確かに口から出て下さる

ん」

Ｄ「それは私たちの知識では

い う存在なの でしょうか 」

とですが、私はそもそもどう

助からぬ存在であるというこ

Ｎ「助けていただかなくては

Ｄ 「え えそうです 」

念仏に 感じられ ないのです ね 」

いから、阿弥陀仏の大悲がお

ることが自分に知られていな

Ｎ「自分が助からぬ存在であ

ていないか らです」

身であるということが知られ

の罪悪生死をかかえている私

Ｄ「ええそうなのですが、そ

す ね」

Ｎ「これが助からぬ私の姿で

う問題です 」

窮の闇におおわれているとい

死んでどうなるのかという問

って、死なねばならないけど

いう問題です。それは私にと

して、そこから出られないと

Ｄ「生まれて死ぬをくりかえ

Ｎ「では生 死とは」

う真理に 反逆する心 です」

しょうじ

し ょ うじ

いただくこともできず、流転

んで下 さっている のです」

広施功徳宝〉

ら出る人の声ですが、この声

知れません。生と死の根源を

きょうまん

してきました。法蔵菩薩は、

〈為衆開法蔵

も、あるご婦人が〈私は南無

を通して阿弥陀仏の大悲のお

そういう衆生を助けようと立

で、法蔵菩薩は、衆（生）の

阿弥陀仏という仏様の声が聞

題でもあります。行く末が無

ために法蔵を開きて、広く功

痛みが起こってやがて自覚さ

ね。しかし、肉体の病気なら

らないでいることがあります

えていても、重病であると知

Ｄ「自分の身体に重病をかか

んが」

悩んでいるようにはみえませ

はそんな問題についてあまり

Ｎ「にもかかわらず、一般に

Ｄ「ええ そうです」

すね」

で助からぬ者といわれるので

うすることもできない。それ

題を抱えていながらそれをど

はいえないけれども、その問

のなら、助からぬ存在とまで

も、それを自分で解決できる

悪生死の問題がたとえあって

Ｎ「人生の根本問題として罪

という ことです 」

分で どうするこ ともできな い、

が、その罪悪生死の問題を自

です。気がつくのを信心とい

仏のお助けに気がつかないの

来て下さっている南無阿弥陀

になかなか、今ここにすでに

が、私たちの邪見憍慢のゆえ

までに喚んでおられるのです

まで称え現れて耳に聞こえる

めに喚んで下さり、私の口に

Ｄ「阿弥陀仏は衆生を喚びづ

Ｎ「なぜで すか」

には届 きませんね 」

すが、実際にはなかなかすぐ

Ｄ「そういう可能性はありま

です か」

Ｎ「南無阿弥陀仏を聞けば、
．グ
．に
．信 心 が 届 い て 下 さ る の
ス

いて下さる、との仰せです」

真実の信心が私の心に至り届

無阿弥陀仏のお助けを信じる

聞く、そのことにおいて、南

Ｄ「お念仏を申し、お念仏を

れは どういう意 味ですか」

とおっしゃっていますが、こ

のです」

いて私の信心となって下さる

が不思議にも私の心に至り届

仏にこもっている大悲のお心

いただく、そこに南無阿弥陀

無阿弥陀仏のお心を聞かせて

Ｄ「〈汝を引き受ける〉との南

信心が至ると は？」

Ｎ「そういうような私に真実

ないので す」

さっても、それを何とも思わ

ける〉と喚びづめに喚んで下

弥陀仏が〈そのままなりで助

分が知られていないから、阿

的な私、そういう助からぬ自

もらわなけ れば未来 ではない 、

が身、阿弥陀仏に引き受けて

助けられなければならない我

必要と思っていない、いわば

います。阿弥陀仏のお助けを

Ｄ「ええそういっていいと思

信のことな のですね」

＊五月十九日～二十一日。福井別院。

＊五月四日。姫路市。西源寺。午後。

〈遠方法話予定 〉

もこわれない喜びですから」

喜びは、真実にふれた、しか

Ｄ「阿弥陀仏に摂め取られた

すか 」

（了 ）

Ｎ「それがなぜ最高の喜びで

今が生きられないという危機

れてきます。しかし、心の重

えましょう 」

午前十時より正午まで。

＊九月四日。岩手県釜石市。寶樹寺。

法琳寺。午後より午後まで。

＊七月十四日～十五日。石川県鳳珠郡穴水町。

午前十時法話・午後座談。

＊七月九日。福井別院。

午前十時法話・午後座談

＊六月四日。福井別院。

午前十時法話・午後座談。

＊五月二十三日。名古屋別院。

朝事後法話と午後法話・座談

病は気がつかなくても生活は

がつかないから、いつまでも

かないことが多いのです。気

Ｄ「私たちは、自分の考えで

は」

ら れな くし てい る邪 見憍 慢 と

Ｎ「聞かされていながら信じ

有り難い〉とおおいに喜ばざ

を聞かせていただくと〈ああ

Ｄ「ええ、阿弥陀仏のお慈悲

ね」

聞を慶喜せん〉となるのです

＊十月十九日。名古屋市中川区。坪井氏宅

宿泊可（℡〇七七六・二一・四四四四）

朝事後法話と午後法話・座談

＊九月十日。福井別院。

治癒されないままです。たと

自分は大丈夫、自分の生き方

るをえないのです。人生にお

＊十月二十三日～二十五日。札幌別院。

き ょ うき

Ｎ「そうすると〈おおきに所

え人間生活を楽しんでいるよ

で大丈夫と、自分をたのみに

ける最高の〈喜び〉です。所

＊ 十一 月二十 三日か ら二十 四日。 石川県 金沢

できますから、それに気がつ

うでも、心の底にこの問題に

している、そういう自己信頼

聞とはお聞かせいただいてい

市。名聲寺。午後から午後まで。

午前十時法話・午後座談

＊十月十三日～十五日。福井別院

午前十時法話・午後座談

根差した憂苦や不安がへばり

の 心のことで す」

る阿弥陀仏のお助けのことで

○詳しくは念仏寺にお尋ね下さい。

きょうまん

ついていま す」

Ｎ「自分の知性と行いで、自

す」

真実信 心いたりな ば〉

Ｎ「では〈阿弥陀至徳の御名

分を支えられるという自己過

をきき

《住職 雑感》

＊四月二日。大谷大学同期（昭和

四十二年卒）会が初めて行われ、

半世紀ぶりに二十数名の同期の人

に大谷大学でお会いした。女性は

三人ほどで、三十人ほどが物故者

となり、追悼がなされた。大学時

代は人との交わりが少なかった私

には、数名の知人の外は初めて遇

うような人たちであった。それで

も同じ大谷派教団に属している人

が多いので、語られる話の内容は

同じ関心領域であったから退屈は

しなかった。同期のお互いは老体

となった。老体は障りが多く、自

分の身体を安寧にするだけでも容

易ではない。老苦を日々に感じる

が、また老苦の身なればこそ、死

を受容する心も起こりやすいとも

いえる。逆に余り元気だと死ぬこ

とへの抵抗はおおきいともいえよ

うか。ならば、老苦も浄土を憶念

する縁になろう。生まれさせて下

さる光明無量のお浄土はどのよう

な領域なのであろうか。そう想う

てみても想像をこえている。この

人間世界も実に不思議な世界であ

るが、浄土もまったく不可思議な

世 界 で あ ろ う 。 た だ 娑 婆 は苦 し み

の多い世界であるが、浄土は《も

ろもろの苦あることなし、ただも

ろもろの楽を受く》との阿弥陀経

の仏 語 が有 り 難 い。

