《 聞法会ご案内 》
○〈 同朋の会 〉
２０１ 7 年１０月１日

毎月 ２２日 午後２時始。
発行所： 真宗大谷派念佛寺

○〈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。
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親鸞聖人の言葉に

はな いでしょう か。

き草のような生で

の生活であり、浮

活は「根無し草」

起こすとか、地域の紛争が激

ない原子力発電所が大事故を

か、世界の何百基あるかしれ

は地球の温暖化が更に進むと

来るかも知れません。あるい

もっと平和で豊かな時代が

真 実は 生 き てま し ま す

「浮かれたまいた

化するとか、難民が押しよせ

未来は予測不可能ですが、

る人なり」との厳しいお言葉

たとえ未来は絶望的であって

ということでしょう。真実は

ないでしょうか。心の底では

も、真実（法）は常住であり

現代の私たちはややもする

はかなくすぐ去っていく日々

いつでも今ここに働いてまし

るとか、この先何が起こるか

「いや真実はあるかも知れ

をやりきれなく感じているの

ます。その働きは私たちに南

があります。真実に根ざして

ないが、それよりも私の存在

ではないで しょうか 。

私たちに離れておらず、私た

を知らなくても人生はやって

の方が確かである」といって

てまします 。「我、今汝と共に

と、「人生は楽しく過ごせば、

いける」と思っています。あ

も、そういっている〈私〉は

さみしさやあるいは死んでい

あり、われをたのめ」と喚び

分かりません 。

るいは「真実はあるだろう、

しばらくすればこの世のどこ

くことの不安を感じて、なん

かけてまします。平和なとき

いないと、たとえ「楽しい生

しかしそれを知ることはとて

にもいないでしょう。この世

とか確かなより処を見い出し

にも、戦争の最中も、災害の

ちは真実の中にあり、それこ

も難しくて不可能だ」と思っ

から消えてなくならない人は

たい、実のある人生を送りた

まっただ中でも、仲のよい家

別に真実はあってもなくても

てあ きらめてい ます。

どこにもいない。しかるに真

い、また死の不安を解決した

庭にも、ケンカの多い家庭に

活」であっても、どこか空虚

仏教は、釈尊の最初から「真

実は二千五百年前の釈尊の時

いという人が何時の時代にも

も、大勢の中にいる時も、孤

そが本当に実在しているもの

実はある、それを求めよ。真

代にもましまし、八百年前の

当然出てくるものです。それ

独の時も、真実である如来様

いい」と思っています。ある

実を知らないから人生に苦は

親鸞聖人の 時代にも ましまし 、

ゆえ仏教は二千五百年も続い

は いつでも今 ここにまし ます。

であり、空しく過ぎる生では

絶えず、人生はむなしく終わ

現代にも働いてまします。し

てきたのであり、これからも

そして、南無阿弥陀仏とご自

である、ということでしょう。

ってしまうのだ」と説き続け

かも誰の上にもどこにも働い

続く のでしょう 。

いは「真実などはない」と思

て きた教えで す。

てまします。真実（法）こそ

ある意味快適な物質文明は果

現代日本のような便利で、

に連れて行く」と仰せくださ

って捨てない、あなたを浄土

もにいる、あなたをおさめ取

身を知らせ、「私はあなたとと
わから ない不確か な存在です 。

たしていつまで続くのでしょ

っています。あるいは「真実

仏教で真実を「法」といい、

〈ある〉ものであって、人と

無阿弥陀仏となって喚びかけ

仏教の歴史は法を説き続けて

しての肉体的な存在は明日も
ヘーゲルという優れた思想

私の存在 ははかない けれども 、

そこに空 しさやはかな さや 、

きた歴 史です。
家が「真なるものは実在であ

いて現実を生き抜いて生きた

っています。ここに軸足をお

は戦後わずかな年数しかたっ

い ものです。

うか。歴史上このような生活

ていません。今の状態は一時

真実は常住 です。
真実にであわず、真実を拠

的であり、どこまで続くか誰

る」「真なるものは全体である」
要するに真実（法）は真の

り処とせず、真実がましませ

も分か りません 。

といったそ うです。
実在であり、それは全体であ

ども、それに無関心である生

（了 ）
ってすべてに遍満している、

き、その一々の蓮の華から百

Ｄ「浄土には宝の蓮が一杯咲

みるよ うである ）

がたはまばゆいこがねの山を

数もひとしくて、仏身のおす

が現われ、仏身の数も光明の

光明からそれぞれ無数の仏身

らぬくまもない。一々の華の

に照らして、十方世界にいた

明を放ち、その光明は朗らか

々の華の中から無量無数の光

現代語訳（浄土の宝蓮華の一

相好金山 のごとくなり

仏身もひかりもひとしくて

三十六百 千億の

いた らぬところ はさらに なし

光明 てらしてほ がらかに

三十六百千億 の

一々のはな のなかよ りは

れぞれの色が互いに交わり合

紫色の六色あって、しかもそ

・白色・黒色・黄色・朱色・

が放たれ、その花びらは青色

（一〇〇〇億の百倍）の光明

Ｄ「一つの蓮の華より百千億

光明 とは」

Ｎ「ところで三十六百千億の

ているので しょう」

しい世界であるかを表現され

メージで浄土がいかに素晴ら

このように美しい色と光のイ

寿経に 説かれて いるのです が 、

Ｄ「こうした状景は仏説無量

ね」

はおられない響きがあります

リズム感がよく口ずさまずに

Ｎ「これらのご和讃は非常に

が更に豊 かになりま す」

きしますと、浄土のイメージ

ます。こういうご和讃をお聞

やいている、と形容されてい

としてあらわれ黄金色にかが

る、その一々の華の光が仏身

土は無数の蓮の華から放たれ

Ｄ「真実実在の働きを私は寿

か」

ではどう表されているのです

Ｎ「普遍的な真の実在を真宗

ょう」

な働きであるということでし

いわゆる真実の実在は普遍的

は全体である〉というように、

なるものは実在である〉〈真実

です。先ほどのヘーゲルが〈真

も行き渡っているということ

その真実実在はどこどこまで

ないと言うことです。そして

在であって、虚妄のものでは

的な真実があり、真実こそ実

す。それについて先ず、普遍

Ｄ「当然のご質問だと思いま

のです」

いるのかという点が気になる

が、その光明はどこに光って

よく光明についていわれます

か。というのは仏教のお話で

光明が輝いているのでしょう

のですが、どこにそのような

来の光明と、よくお聞きする

Ｎ「浄土の光明とか阿弥陀如

ね」

無数の光明を表されるのです

六百千億のという数量で無量

量を顕す〉のであって、三十

いうのは〈数量でもって非数

ここで三十六百千億の光明と

浄土の光と言うような光は対

Ｄ「ですから、佛の光明とか

しての生命しか知りません」

Ｎ「いわゆる物質的な領域と

えていま せんね」

のちといってもそこでしか考

いる領域ですね。私たちはい

あり、自然科学が取り扱って

Ｄ「いわゆるそれは自然界で

せ んが」

世界しか私たちは考えていま

られ観察されているいのちの

はないのですね。対象的に見

あってまだ全面的ないのちで

それは対象化されたいのちで

ちの働 きと聞い てきました が 、

いうのを生命の働きとかいの

という風に習ってきて、そう

人間のいのちと展開してきた

て有機物から生物、生物から

無機物や有機物の世界、そし

Ｎ「確かにいのちと言えば、

在の働 きでしょ う」

面だけではなくて 見､ている私
たちもその中にいる広大な実

が見ている対象的な物質的な

としての無量の寿命は私たち

を考えます。しかし真実実在

ぐ対象的に物質的な領域のみ

か生命というと、私たちはす

Ｄ「ええ、ただし、いのちと

なるは たらきな のですね」

きいのちの働き、それが真実

Ｎ「寿命無量というはかりな

Ｄ「彼は科学者でもありまし

Ｎ「理 科で習い ましたね」

習ったことがあるでしょう」

原理〉でも有名で中学時代に

想家の言葉です。〈パスカルの

ズ・パスカルという著名な思

Ｄ「それはフランスのフレー

Ｎ「どのような言葉ですか」

る思想 家の言葉 を引用しま す」

であるということを感じたあ

Ｄ「そこで私自身が心が広大

Ｎ「難しい ですね」

ます」

で深い領域であると私は思い

心の領域は質的に非常に広大

えにくいのです。ですけど、

心は空間的なイメージでは捉

に狭く考えています。それに、

Ｄ「心の働きを私たちは非常

とですね」

Ｎ「心の領域があるというこ

ないでし ょうか」

光明はこの心の領域の光では

があるということです。仏の

対象化して〈知る心の領域〉

Ｄ「その点ですね。私たちが

でしょうか 」

明はどう受け取ったらいいの

明無量であるという場合の光

Ｎ「そうすると阿弥陀仏は光

ように 思われる のですね」

というと単なる比喩か空想の

せん。ですから仏の光明など

一 々のはなのなかよ りは

千億の光が出ているが、花び

って、六かける六で三十六色

命無量とお聞かせていただい

象的にはどこにも見いだせま

＊

＊

＊

（宗祖・浄土 和讃）

て、十方の世界を照らす。浄

（和 讚問 答）

らは六色があり、六色の花び

の光の色となって放たれてい

ており ます」

とら

対象 的に知る領 域ではなく て、

らの光が互いに反映し合って

る、といわれています。ただ

一々の はなのなか よりは

三十六百千億のひかりとなっ

いということは、人間は物質

Ｄ「人間は一本の葦にすぎな

という言葉はよく聞きます」

い。しかし考える葦である〉

い。〈人間は一本の葦にすぎな

Ｎ「少し詳しく説明して下さ

と いっていま す」

こむ。

つつみ 、一つの 点の よ うにのみ

い。

からである。宇 宙は何 も知 らな

分に対 する優勢 と を知っている

彼は自 分 が死 ぬこと、宇 宙の自

の よ り 尊い だ ろ う 。な ぜ な ら 、

つぶして も、人 間 は彼 を殺 す も

だが、たとい宇 宙が彼 を おし

で も彼 を殺 すのに十 分である。

ば ない 。蒸 気 や 一 滴の 水（ 毒 ）

に、宇 宙 全 体 が武 装 するには及

である。かれを おしつぶすた め

で あ る 。だ が 、そ れ は 考 える 葦

ない 。自 然の中で最 も弱い もの

彼の 言葉（パン セ）に

たが深い思 想家でもあり ます 。

がなく物質 的な肉体だ けなら 、

体をもっていますが、もし心

Ｎ「ということは私たちは肉

間その ものを知ら ない」

間ももし物質だけだと宇宙空

を知らない。物質的な宇宙空

太陽は自分が太陽であること

自分が何ものかを知らない。

きくても 、物質であるかぎり、

太陽や月や星々はどれほど大

大きくて広大でも、たとえば

なことです。物質はどれほど

Ｄ「ええ、これは非常に大事

すね」

考える働きがあるというので

いが、しかし知る働きがある、

Ｎ「人間は小さな物にすぎな

のだと思い ます」

とのできる存在だといわれる

する、思考する、そういうこ

りましょう。知覚する、認識

とができる〉という意味があ

いう狭い意味以上の〈知るこ

という意味は単に思考すると

Ｄ「ええ、ここで〈考える〉

といわれる のですね 」

Ｎ「けれども〈考える葦〉だ

にもな らない物体 です」

ら言うとごく小さなチリほど

まうような存在です。宇宙か

どころが悪いだけで死んでし

実際そうですね。こけて打ち

Ｄ「ただ一人の人間の心は広

限なのでし ょうか」

Ｎ「では私個人の心は無量無

いえる のではない でしょうか 」

質的に限りない領域であると

も質的に広大な働きであり、

ますが、それをそれと知る心

質的な宇宙空間は広大であり

Ｄ「ですから外の大自然、物

できる。不 思議です ね」

や太陽などを認識することが

できる。私の心は宇宙の星々

〈私は宇宙をつつむ〉ことが

あり考える力があるから逆に

けれども私たちは知る働きが

な一つの点の ようにのみ こむ 、

そして宇宙は私を一つの微少

いるのはこ のことな のですね 。

宙は何も知らない〉といって

Ｎ「パスカルが、物質的な〈宇

べき働 きです」

ことができる心もまた驚嘆す

ますが、大自然の働きを知る

私たちは大自然の働きに驚き

人生そのものもありません。

も知れず、親も子も知れず、

宇宙も自然界も知れず、人々

でしょう。知る心がなければ、

らです。知る働きがあるから

知れるのは人間に心があるか

り人々がいる。それをそうと

月が照らし、山があり川があ

があると、心は閉塞されて、

Ｄ「ええですから迷い（無明）

えてしまう のですね」

に、大きな心と別なものと考

の中にあってもそれを知らず

うことは、大きな心（如来）

Ｎ「私たちは迷うているとい

いま す」

を知らず、自他を分け隔てて

て、大きな心の中にあること

す。ただ私たちは無明によっ

といわれ、如来とされていま

群生海 の心なり 。
（唯信鈔文意 ）

ちたまえり。すなわち、一切

この如来、微塵世界にみちみ

心について 、

Ｄ「ええ、親鸞聖人は無量の

中にある のですね」

Ｎ「私たちの心は無量の心の

はない ですね」

は切り離せないですね。別で

その大きな心と私たちの心と

しかし無量の 心の中にい ます 。

たちの心は 限定され ています 。

Ｄ「そう考えたいですね。私

ていると いえるので しょうか 」

量な心の限定された心をもっ

いますね。それぞれが広大無

を持っている生き物は無数に

Ｎ「人間以外でも心（意識）

ます」

Ｄ「そうで すね」

すね」

関係、そこでのであいなので

Ｎ「仏の心と私たちの心との

ことであり、私たちの心にお

そうとしてもそれはできない

質的な領域に仏や浄土を見出

らされるのでしょう。外の物

の心に働きかけ、私たちは仏

Ｄ「ええ、仏の光明は私たち

られ るのですね 」

大な心の領 域での光で あって 、

域で知られるのではなく、広

明とは、対象的な物質的な領

Ｎ「そうすると浄土や佛の光

ありま しょう」

う働きをして下さる心の光で

ていて、迷い苦しむ衆生を救

光明は広大な心の領域に働い

れるのでしょう。阿弥陀仏の

さる心の光が仏の心光といわ

真実を知らせたいと働いて下

明で照らし、無明の闇を破り

Ｄ「ええ、それを悲しんで光

すね」

るのが迷える衆生の心なので

Ｎ「そんな無明の闇の中にい

じよう き

宙をつつむ。
魂の非物質性。

あし

考 えるこ とに よって 、私 は 宇

空 間に よっては 、宇 宙 は 私 を

あし

であるという点からいうと、

肉体を肉体であるとも知れな

大無量な心（あるいは意識）

暗いの でしょう 」

人 間 はひ と く きの 葦 に す ぎ

ごく小さな物に過ぎず、一滴

いで すね」

のなお限定された心だと思い

ね」

（了 ）

いて知らせていただくのです

の心光を私たちの心に於て知

それは私たちの心において知

の毒薬で死んでしまうような

Ｄ「ええそうです 。花が咲き、

へだ

か弱い存在だというのです。

信心でないゆえに弥陀の信心

ことができるのである。我の

の宿業に無能のまま落ち着く

照らされるがゆえに我が無能

弥陀の願心相応の機と弥陀に

あります。我が煩悩のまんま

信頼され安心させられるので

能のまま弥陀の願心に相応し

おいて、我が宿業は絶対の無

に金剛の信心となる。ここに

願心ゆえの信心であるがゆえ

私の心に一切用ナシ。弥陀の

ら迷い苦しむのであります。

心と誤解するから、教えるか

のであります。私のつかむ信

がゆえに若存若亡とならない

いとなり、如来の信心である

ゆえに我にとっては絶対の救

願願心南無阿弥陀仏であるが

ります。その凡夫のための本

ろが如来より給わる信心であ

にハッキリと信知されたとこ

信心はない、助からぬと如来

であります。お前は死ぬまで

ければ凡夫の信心とか疑いは

の弥陀の本願願心であると頷

悲心だったのです。私のため

が私の機目あての回向の大慈

す。弥陀の願心念仏そのもの

が仏の願心そのものでありま

のです。「乃至十念のただ念仏」

念仏をいただくことができる

懺悔と感謝が云える人だけが

のです。弥陀の願心に心から

の人にのみ弥陀の願心は届く

みを持った人であります。そ

とは自己の宿業に本当の悲し

は幸いなるかな」。心貧しき者

願念仏なのです。「心貧しき者

の我が悪人の機にお与えの本

れの安心なのです。本願相応

す。その弥陀の願心念仏がわ

てくれるのが本願念仏なので

いと弥陀の願心念仏が知らせ

ません。我に真実も信心もな

凡夫そのものには信心はあり

宙一切の大音響であります。

自身の正覚願心信心であり宇

☆「ただ仰せのみ」が如来御

心もただ一つなり」のところ

いては地獄一定であります。

に落ち着くことができ若存若

一切問 題ではあ りません。

お 便 り

本願相応の正客の極悪人であ

亡にならないのであります。

無相師といえども我が機にお

ります。親鸞聖人といえども

と信ぜられることが信心であ

我が機のための本願であった

信じ心でもない。凡夫相応の

信じ心でもなく無相師が思う

☆私思う。これは親鸞が思う

（木村無相 ）

喜ばせていただいています。

人の信心も一つなりと一人で

が、今は無相の信心も親鸞聖

と親鸞聖人の仰せがあります

聖人の信心もただ一つなり」

「歎異抄」に「善信が信心も

＊

９月号よりの続きです。）

無相師臨終法話注記』からの

（Ｔ・Ｓさんの所感『木村

Ｔ ・ Ｓ 氏の お 便 り 。

るこの私にかかり切りの本願

これを 金剛の信 心という。

ころである。凡夫の信じ心で

の信心もただ一つなり」のと

問題ではありません。ただ仰

が信ずるとか疑うとかは一切

心、安心はありません。凡心

ただ念仏申すほかに私の信

（続 く）

念仏であるぞと知らされたる

はありません。本願相応の凡

せのみただ勅命のみでありま

姿が「法然上人の信心も親鸞

夫の機と弥陀に信知されたの

（ 木村無相）

が「善信が信心も無相師の信

す。

（Ｈ ・ Ｍ さ ん の お 便 り ）

私の母親は、私が六才の頃

から仏法の話を聞かせてくれ

ました。ですから仏法を聞い

て信心をいただきたいとずっ

と思い乍らも（仏法をきかせ

ていただいて三十八年間位た

ちます）なかなか信心が届い

て下さりませんでした。ある

時から、先生の説教に遇わせ

ていただいて本当に有難かっ

たです。お念佛、南無阿弥陀

仏は、助からぬこの者をこそ 、

そのままなりで助けるとお聞

かせにあずかりまして、ああ

南無阿弥陀仏と言うお言葉は

そういう事でありました、と

気づかせていただけました。

それから数年がたちました。

今では、口からお出まし下

さるお念佛、南無阿弥陀仏の

お 声を耳に聞 かせていた だき 、

そのお念佛の声を心の拠り処

とさせていただく、日々の生

活であります。如来様からお

念佛をお与え下されていた事

に長い年月気がつかずにいま

した。

南無阿弥陀仏・南無阿弥陀

仏・本当に申し訳ない事であ

りました。南無阿弥陀仏・南

無阿弥陀仏

私は人間界に生まれさせて

いただき、遇う事の難い仏法

に遇 わせていた だきました 事、

阿弥陀如来様のお計らいであ

りました。ようこそようこそ

とお念佛をさせていただくよ

り他はありません。南無阿弥

陀仏・南無阿弥陀仏、ありが

たいことで す。

でも私の本当の相は、お念

佛を称えさせていただいても

すぐにお念佛を忘れてしまっ

て欲の心がすぐ出て来ます。

これが私の本当の相であり、

お恥ずかしい者であります。

ナムアミダブツ・ナムアミダ

ブツ

（ 了）

《念佛寺報恩講》

滋賀県・大谷派玄照寺住職

う

瓜

り

ゆ

生

う

崇

師

十二月二十二日（金） 午後二時始
講師

＊なお同日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。

木 村 無 相さ んの法 信９

