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一番大事と思って

すべき、尊ぶべき、

けれどもその愛

のいのちは目に見ることも手

にはたらいているのです。そ

今ここにおいてはたらきづめ

のです 。はかりないいのちは、

ません。むしろはかりなきい

いる「肉体としてのいのち」

でつかむことも、あるいは思

それが一番大事で

はやがて老化し、病気にもな

い計ることもできません。け

のちがあるから、それによっ

ご本尊というと、お寺の仏

り、ついには滅んでいきます。

れども、いちばん身近にはた

あるといわれるの

であり 、尊いものでしょうか。

像とか、お内仏の正面に懸け

死ぬいのちです。いかに大事

らいているのです。私の身体

て〈肉体的ないのち〉もある

こう問われると多くの人が

られている阿弥陀如来様（絵

にしてもこのいのちは早晩ダ

的ないのちは、このはかりな

で す。

「私のいのち」と応えるので

像）をすぐ思います。また、

メになってしまい、死んでし

きいのちの海の上におかれて

健康とお金の外には子ども

大事だ と。

支えるところのお金や健康が

なのは私のいのちをまもり、

大事。だから、その次に大事

って、いのちがやっぱり一番

はたらきを私たちが礼拝でき

おはたらきです。ただそのお

す。いわゆる阿弥陀如来様の

のことを「ご本尊」と申しま

て、根本的に尊いおはたらき

うのは、絵やお木像ではなく

しかし、真宗でご本尊とい

いのち」は老衰し、しかばね

一番大事なものである「私の

私たちが知らないとすれば、

もしもこの〈いのち〉しか

って いる〈いの ち〉です。

ん。日々、老化し死へと向か

いようにすることはできませ

るかもしれませんが、死なな

い、そのいのちこそ一番大事

なきいのちのはたらきにであ

とにおいて、私たちははかり

南無阿弥陀仏を称え聞くこ

知らせて下さるお言葉が南無

ということをほのかながらも

ちの外に私のいのちはない」

こういう「はかりなきいの

如来様のこ とをいい ます。

はない でしょう か。

あそこの寺のご本尊は国宝だ

まいます。この〈いのち〉は

いるよう なものです 。

自分にとって何が一番大事

お金が大事といい、健康が

という場合のご本尊は仏像の

私の努力によって多少は延び

だとか、仕事だとか、夫や妻

るように造形化したのが、木

となっていくという悲しみや

で、根本的に尊いおはたらき

か

大事というけれど 、それは「い

ことをさ しています 。

が大事など、他に大事なもの

像とか絵像の阿弥陀仏です。

嘆きや憂いをまぬがれること

阿弥陀 仏です。

はいくつもありましょう。そ

阿弥陀如来は、本質的には

ところが、真宗の教えをお

ち」は安住の処を得しめられ、

はじめて「私の肉体的ないの

の中でも「私のいのちが一番

であることをほのかに知りま

聞きしますと、〈私のいのち〉

はかりないいのちに帰らして

光明無量、寿命無量のおはた

をして、いのちたらしめてい

いただけるという視野が開か

大事」であって、それがなか

る「はかりなきいのち」がま

れてまいります。こうして、

す。このいのちにであって、

もとにもどって、私たちが

しますことを知ります。すな

このはかりなきいのちである

らきと説かれています。寿命

「一番大事 なのは私 のいのち」

わち寿命無量の阿弥陀如来様

阿弥陀如来様こそ、〈私のいの

ったら、人生生活もいとなま

という場合の「いのち」とは

です。このはかりなきいのち

ち〉よりも大事で尊いもので

無量とははかりなきいのちの

何でしょうか。それは「身体

は、決して私のこの肉体的な

あると 知るでし ょう 。 （了 ）

れず、仕事もできず、さまざ

ところが真宗では「一番大

としてのいのち」「肉体として

いのちを離れて一瞬も存在し

はたら きです。

事なもの」「根本的に尊いもの」

のいのち」のことでしょう。

思います。

多くの人はそう考えていると

いわれるのでありましょう。

を〈ご本尊〉といい、阿弥陀

まな楽しみも楽しめないと、

は できません 。

こた

のちあってのものだね」であ

いのちより 尊いもの

○〈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
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〈たとえ我仏を得たらんに、

Ｄ「それは

Ｎ「では十八願の願文とは」

仏になられ たのです 」

が成就して法蔵菩薩は阿弥陀

をおこされました。この誓願

たいという誓願（四十八願）

の上なき幸せな身にしてやり

を仏にしたい、助けたい、こ

この世に出現し、一切の衆生

なられる前に法蔵菩薩として

Ｄ「ええ、それは阿弥陀仏に

束が説かれているのですね」

くれよ、信じさせたい、信ぜ

くれよとのお心です。信じて

誓いをどうか信じて助かって

まる助けるという念仏往生の

れよ〉という仏心です。まる

ることができると安心してく

まことと信じて浄土に生まれ

のお心で、〈念仏往生の誓いを

生ぜん と欲いて 〉

〈至心に信楽して、わが国に

Ｄ「経文では

れよ〉とは 」

Ｎ「では〈信じて助かってく

お心です 」

わば、まるまる助けるの

けるというお心です。い

あり、称えるばかりで助

という念仏往生の誓いで

は正覚を取 らない〉

れで、マカセヨ、タノメの思

は南無阿弥陀仏の南無のいわ

Ｄ「ええそうです。信ぜよと

信ぜよという ことなので すね 」

よというのが、弥陀の救いを

Ｎ「南無阿弥陀仏の船に乗れ

と喚んで 下さるので す」

で、我が救いの船に、乗れよ〉

〈汝をそのままなりで助ける

南無阿弥陀仏とまでなって、

せん。ですから阿弥陀仏は、

その人を救うことにはなりま

船に乗らなければ、救助船は

喚びかけて下さっても、その

まま助けるから、乗れよ〉と

救助船が来て下さって、〈その

いる人がいて、それを助ける

真っ暗な荒波に浮き沈みして

Ｄ「ええそうです。たとえば

らないので すね」

Ｄ「ええ、万人を平等に浄土

を信じ ないので すね」

が、私たちはこの有難い誓い

それを聞かせて下さるのです

ち南無阿弥陀仏になられて、

なりで助けたもう仏、すなわ

と誓って、私たちのこのまま

は、正覚 を取らじ〉

〈乃至十念せん、もし生ぜず

は

Ｎ「ということは、法蔵菩薩

けよ うとされる のです」

す。阿弥陀仏のお力一つで助

阿弥陀仏の大悲のおまことで

る信心まで与えて救おうとの

の誓いを聞かせ、それを信じ

Ｄ「ええ、そうです。お念仏

ね」

せようと誓われているのです

Ｎ「信じさせて浄土に往生さ

す」

ゃ

十方の衆生、至心に信楽して 、

しめずにはおかない、という

し召し です」

Ｎ「〈我が名を称えるばかりで

願です」

くれよ〉とおすすめ下さる誓

かこの誓いを信じて助かって

えるばかりでタスケル、どう

Ｄ「法蔵菩薩が〈我が名を称

しゃ って下さい 」

Ｎ「この願文をやさしくおっ

という願文 です」

謗正法とを ば除く〉

Ｎ「阿弥陀仏の大悲の仰せを

ません」

大悲の力はその人に活性化し

も、それを信じなかったら、

の大悲のおはたらきがあって

まる引き受けたもう阿弥陀仏

助けると誓って下さり、まる

Ｄ「いかに、称えるばかりで

か」

かないとまで誓われるのです

Ｎ「なぜ、信ぜしめずにはお

い、弥陀の誓いをたのましめ

どこまでも本願を信ぜしめた

と仰せ（左訓）られています。

いうこころ なり〉

うまれずばほとけにならじと

〈わが誓いを信ぜん者、もし

に

祖はこのご和讚の〈若不生者 〉

Ｄ「ええそうです。そこで宗

と いう意味な のですね」

ノメと仰せ下さる阿弥陀仏〉

ことなら、南無阿弥陀仏は〈タ

Ｎ「信ぜよとはタノメという

Ｄ「宗祖は、乃至十念の誓い

で与 えようとさ れるのです ね」

Ｎ「お助けの法を信じる心ま

と十八願に誓われたのです」

れずば仏に ならじ〉

〈至心に信楽して、もし生ま

を

おかないとまで誓われたお心

させたい、信じせしめずには

て下さっていて、どうか信じ

れをも如来法藏様は知りぬい

とができないということ、そ

ても、それを衆生は信じるこ

に至らしめる法はできあがっ

（和讚問答）

わが国に生ぜんと欲いて、乃

やるせない大悲のお心です」

タ スケル〉と は」

信じなければ、阿弥陀仏のお

たいとの、阿弥陀仏のお心で

正覚を取らじ。ただ五逆と誹

Ｄ「それは、十八願の文では

助けは私の現実の救いにはな

おも

至十念せん、もし生ぜずは、

若 不 生 者の誓いゆえ
にゃくふしょうじゃ

若 不 生 者のちかいゆえ
しんぎょう
信 楽 まこ とに とき いたり
きょうき
一念慶喜す るひとは
往生かならずさだまりぬ
（「讚阿弥陀仏偈和讚」）

現代語意訳（法蔵菩薩が「も
し汝が浄土に生まれないよう
なら私は仏にならない」とま
で誓いたもうたやるせなき大
悲がましますゆえ、その大悲
のお心が時節到来して私の上
に信心 として初 めて起こる 時、
「ああ有難い」と、阿弥陀仏
の大悲を慶ぶ人は不思議にも
浄土に生まれることが決定す
るのである ）
○
Ｎ「このご和讚の〈若不生者
のち かい〉とは 何ですか」
Ｄ「法蔵菩薩が私たちにかけ
て下さ ったお約 束のことで す」
Ｎ「それはどこに表されてい
るのですか 」
Ｄ「仏説無量寿経（大経）で
す」
Ｎ「大経の中に、阿弥陀仏が
私たちにかけて下さったお約

〈乃至十念せん、もし生ぜず

自分の力で信 じたのでは ない 、

ることができたのであって、

さる大悲の願力によって信ず

おかないとはたらきかけて下

ぜしめたい、信ぜしめずには

できたのは、如来法藏様が信

私がこの誓いを信じることが

る〉という誓いも有難いが、

である〈称えるばかりで助け

に初 めてであっ た時です」

喜ばしい時ですね。阿弥陀仏

Ｄ「ええそうです。そういう

た、という ことです ね」

うとうほんまに届いて下さっ

Ｎ「如来様の大悲の願心がと

お言葉 です」

楽まことにときいたり〉との

ういう時がきます。それが〈信

あったか〉と受け入れる、そ

大慈大悲の思し召しを聞くと

仏の声に於いて、阿弥陀仏の

さるお念仏を称え、そのお念

Ｄ「ええそうです。お勧め下

こるので すね」

ちにお助けを信じる信心が起

心を聞くことによって、私た

Ｎ「南無阿弥陀仏の大悲の願

こと によってで す」

大悲の願心を聞かせて下さる

とで すか」

Ｎ「極重悪人とは、だれのこ

する〉との 思し召し です」

仏の名を称えるばかりで仏に

Ｄ「〈極重の悪人なる汝、ただ

Ｎ「〈極重悪人唯称仏〉とは」

という阿弥陀仏の仰せです」

でいえば〈極重悪人唯称仏〉

Ｄ「ええ、そうです。正信偈

るの は何ですか 」

Ｎ「そうするとどこまでも残

いや最後にはこの肉体もはぎ

の仕方も 、パソコンの操作も、

た英語や社会の知識も、運転

も孫も、つれいあいも、習っ

Ｄ「お金も不動産も、子ども

Ｎ「た とえば」

す」

を信じる信も、それを与えて

阿弥陀仏の行も南無阿弥陀仏

のお心は、このお助けの南無

信楽まことにときいたり

若不生者のちかいゆえ

ね」

れたのがこのご和讚なのです

Ｎ「それをああ有難いと詠わ

の誓いで ありましょ う」

せしめずにはおかないとまで

済（念仏往生の誓い）を信受

私たちに阿弥陀仏の絶対の救

じ）の如来法藏様の誓いは、

若し生まれずは、正覚を取ら

Ｄ「ええ、（至心に信楽して、

のですね」

が本願を信じることができる

本願を信じる力のない私たち

Ｎ「その大悲のお力によって、

無阿弥陀仏の名声（名号）と

Ｄ「それは一言で言えば、南

なものでし ょうか」

ことですが、それはどのよう

来様が考えて下さったという

けをいただく思案はすでに如

Ｎ「私たちが阿弥陀仏のお助

下さ ったのです 」

とすでに五劫のご思案をして

て我が誓いを信ぜしめたい〉

手立ては如来様が 、〈どうかし

かし大変有難いことにそのお

分かるはずがありません。し

の方法も道も分かりません。

てもだめです。私たちにはそ

私がどれほど自分だけで考え

ちがどうあが いてもだめ です 。

Ｄ「どうしたらといって私た

いのですか 」

さるには、私はどうしたらい

心となって私の心に届いて下

Ｎ「では、そういう願心が信

Ｎ「大慈大悲に溢れた阿弥陀

る 助ける、と の仰せです 」

に何もいらない、汝をまるま

かりで引き受ける、そのほか

Ｄ「南無阿弥陀仏と称えるば

Ｎ「我が名を称えよ、とは」

との阿弥陀仏のお約束です」

Ｄ「〈我が名を称えよ、助ける〉

いう お心ですか 」

ずば正覚を取らじ〉とはどう

Ｎ「〈乃至十念せん、もし生ぜ

のお心であ り、お力 です」

ば正覚を 取らじ〉

〈乃至十念せん、もし生ぜず

です。 いわゆる

願の念仏往生の願の思し召し

Ｄ「それはさきほどの第十八

はどういうも のですか」

Ｎ「では肝心の大悲の願心と

って下さ るのです」

仏のお助けを信じる信心とな

至り届いて、私の上に阿弥陀

ころに、大悲の心が私の心に

しきものはみな離れていきま

ると思っている善きもの、美

す。煩悩以外に身についてい

我執・我愛の煩悩ばっかりで

Ｄ「ええ身についているのは

ですね」

煩悩の深いこの私のことなの

Ｎ「そうすると極重悪人とは

い汝よ というこ とです」

一つ言えば、どうにもならな

の汝よということです。もう

くて、我執我愛の煩悩だらけ

別なだれかさんのことではな

す。極重悪人という言葉は特

らぬ者よ〉と仰せ下さるので

ちに〈汝、極重悪人よ、助か

は知りぬいて下さって、私た

ちの心の底の底まで阿弥陀仏

極悪人とは知れません。私た

ほど自分で自分を反省しても

られています。私たちがどれ

仏様のおん眼には極悪人と見

されて いる者であ る私たちは 、

です。阿弥陀仏からみそなわ

Ｄ「私のこと、私たちのこと

はおかないという如来様のや

Ｎ「どこどこまでも助けずに

こ められてい ますね」

の〈若不生者の誓い〉の一句

Ｄ「ええ、如来様の大悲はこ

Ｎ「有難い ですね」

と仰せ 下さるので す」

れさせる、安心してくれよ〉

弥陀は引き受けて浄土に生ま

悪人よ、そんなお前をこの阿

よりそって、〈汝、煩悩具足の

Ｄ「ええ、煩悩しか無い私に

おられるの ですね」

して、阿弥陀仏は喚びかけて

い無能で粗悪な私たちにたい

ついていて除くことができな

Ｎ「そういう煩悩が心に染み

す」

では除くことができないので

です。この煩悩は私たちの力

いう煩悩の心が私の当体なの

Ｄ「欲とか怒りとか愚かさと

だけが残っていくのですね」

Ｎ「私の心、しかも煩悩の心

Ｄ「煩 悩の心で す」

とられてい きます」

と願力を仰いでおられるので

救おうとの大悲の願心が、大

なって私たちに喚びづめに喚

仏のお 心なので すね」

す」

悲の力となって私たちに働き

んで下さり、南無阿弥陀仏の

Ｄ「え え、それ で

かけ、時が来て〈ああそうで

し〉はこの園がいわせました。

〈若し生まれずば〉の〈若

お園同行は 、

りに出られた妙好人の三河の

に深厚です。江戸時代の終わ

Ｄ「阿弥陀仏の誓いはまこと

すね」

る一句なのですね。有難いで

るせない大悲心がこもってい

なって下さるのです。それは

いて下さり、私たちの信心と

られずに、無碍の大悲心は届

悩だらけの私たちの心に妨げ

ね。にもかかわらず、この煩

いし、実際起こし得ないです

夫の私たちが起こす心でもな

Ｄ「ええですから、信心は凡

Ｎ「不 思議です ね」

るのです」

のお心 をお話し 下さい」

〈一念慶喜するひとは

Ｎ「ではこのご和讚の後半に

感じるので す」

によって知るのです。そして

かを、説法をお聞きすること

に満ちた仏の思し召しである

る南無阿弥陀仏がいかに大悲

仏の声となって聞かしめられ

Ｄ「ええそうです。耳にお念

浄土に生まれるのはこの世で

とが決定するとの仰せです。

らずさだまりぬ 〉なのですね」

Ｎ「そういう人は〈往生かな

当に不思議 です」

離れることはありません。本

届いて下されば、もう二度と

わるのです。しかもひとたび

念 慶 ぶ 心も阿弥 陀仏から たま

は到底できません。本願を一

お助けを慶ぶなどと云うこと

＊七月五日。名古屋別院。

午前十時法話・午後座談

＊六月四日。福井別院。

〈遠方法話予定 〉

＊七月九日。福井別院。

午前十時法話・午後座談。

＊七月十四日～十五日 。石川県鳳珠郡穴水町。

法琳寺。午後より午後まで。

＊九月十日。福井別院。

Ｄ「〈乃至十念せん、もし生ま

とどう いう関係 があります か」

の〈極重悪人唯称仏〉のお心

れるのですが、それと正信偈

たのんでくれよとまで仰せら

れよ、まかせてくれよ、我を

どうか如来の救いを信じてく

心に信楽して〉と仰せられ、

むあみだぶつ。そうすると〈至

び聞いても有難いですね。な

Ｎ「ええ、このお心はいくた

なのです」

よい〉の大悲窮まりないお心

ならず一緒に地獄に落ちても

それは弥陀の本願の第十七願

な阿弥 陀仏のお はからいで す 。

う道をつけて下さったのもみ

Ｄ「ええ、そうです。そうい

の ですね」

せいただく。それによってな

仏の心を仏法の師からお聞か

お念仏を耳に聞き、そのお念

Ｎ「そうするとお念仏を称え、

ていた だくこと によってで す 」

号のお心を善知識より聞かせ

かせて下さるのです。その名

でなって称えさせ、名号を聞

Ｄ「私たちのお念仏の声とま

聞くのです か」

Ｎ「ではその大悲心はどこで

さるから、ああ有難いと慶ぶ

Ｎ「大悲心が我が心に来て下

えない ですね」

煩悩だらけの私はお助けにあ

もし無碍光のお徳がなければ

に 貫徹し届い て下さるの です。

それに碍りなく、邪魔されず

どれほど深く濁っていても、

お徳があり、私たちの煩悩が

阿弥陀仏のお心には無碍光の

Ｄ「それは不思議なことです。

はなぜ 届くので すか」

に届くといわれますが、それ

Ｎ「阿弥陀仏のお心が私の心

て起こる信 心のことで す」

慶ぶことです。一念は、初め

て〈ああ有り難い〉と初めて

〈まるまるのお助け〉を聞い

まれる ことが定 まるのです 」

を信じる、その時に浄土に生

〈若不生者〉の十八願の誓い

際であろうと 尋常であろ うと 、

ろんありましょうが。死ぬ間

ぬ間際に決定することはもち

定するのではありません。死

決定するのです。死ぬ時に決

午前十時法話・午後座談。

＊十二月十七日。福井別院。

＊ 十二月 十日か ら十一 日。姫 路市。 西源寺 。

市。名聲寺。午後から午後まで。

＊ 十一月 二十三 日から 二十 四日。 石川県 金沢

＊十月二十三日～二十五日。札幌別院。

＊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

＊十月十三日～十五日。福井別院

Ｄ「ええ、浄土に生まれるこ

れずは 、正覚を取 らじ〉

にしめさ れています 」

ことができるのですね。煩悩

午前十時法話・午後座談

の〈我が名を称えるばかりで

Ｎ「第十七願のお働きによっ

だけの心では到底不可能です

往生かならずさだまりぬ〉

よろこ

というては落涙されたそうで
如来様の大悲の心を聞かせて

Ｄ「一念慶喜とは、如来様の

午前十時法話・午後座談。

す。〈我が名を称えよ、もしそ
いただくことによってです」

きょうき

れで汝が浄土に生まれないよ

助ける〉の思し召しが〈極重

て、私たちは念仏を申し、お

ね」

うなら、この法蔵菩薩も仏に

悪人唯称仏〉です。この大悲

念仏を聞き、南無阿弥陀仏の

Ｄ「ええ、大悲の本願のお心

＊

＊

＊八月二日（座談会）・八月六日（聖典学習会）はあります。

＊八月十二日と八月二 十二日の法座はありません。

＊法要 の際、 法名を ご持参下されば 仏前に安置させていただきます 。

＊

午後二時 始まり

八月十日（水）

《 盂蘭盆会法要》

○詳しくは念仏寺にお尋ね下さい。

夜から午後まで。

午前十時法話・午後座談

心を聞くところに不思議にも

いわれを仏法の師からお聞か

が与えられないと阿弥陀仏の

（了）

弥陀をたのむ信心が起こり、

せてい ただくの ですね」

さわ

弥陀のお助けに疑いがなくな

