《 聞法会ご案内 》
○〈 同朋の会 〉

毎月 ２２日 午後２時始。
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《念佛寺永代経法要》

ましょ う。

っている人でも宗教心はあり

教なんかに関係が無い〉と思

る心だといわれています。〈宗

宗教心はだれでももってい

いって、必ずしも宗教を求め

えば正月に初詣をするからと

ているとはいえません。たと

心がその人の上に露わになっ

がらそれはかならずしも宗教

れともいえますが、しかしな

るかは多様ですが、たとえば

の意識の上に露わになってく

宗教心がどのような形で人

す。

あ り ま

本欲求で

ことではなくて、いまこうし

まにか、そのお爺さんだけの

すると、それがまたいつの

宗 教 心にゆり 起こされて

なぜなら宗教心とは、端的

てはいません。あるいは家族

大変優れた思想家だった滝沢

て歩いている自分自身のこと

子 先生

に言えば無限なるまことを求

のものが重い病気にかかって

克己先生（一九〇九～一九八

になってい たのだ。

愛

四月二十二日（土）

午後二時始
渡 邊

める心であり、あるいは永遠

近くの神社に回復祈願のお百

四）がご自身の回想の中で、

法話

のいのちを求める心だからで

度参りをしたからといって、

ただ皆が皆それを自覚して

必ずしも言えないですね。そ

それは宗教を求めているとは

キロの道を重いカバンを肩に

中学一年の時、学校から六

いてはなれなかった。のみな

の奇妙な問いは、私に取りつ

めなかったが、それ以来、こ

じい

でいる のだろう か？」

（ 念佛寺住職の法話です）

＊ 同日（四月二十二日） 午前十時・勤行法話

す。
いないだけではないでしょう

の証拠に病気が治るとか病人

かけて 白い、 埃 っ ぽい日光街

らず、時とともにだんだん濃

そのときはさして気にもと

か。私たちに長生きがしたい

が死んでしまうと、もうお参

道を歩いて帰っていた。この

く、私の骨身に浸みてくるば

います。ただそういう欲求が

いいのち〉を求めていると思

すと、それは宗教心が自覚的

決したいと思うようになりま

なって、どうしてもそれを解

の上に表れてしかも離れなく

宗教心、それが自分の意識

に取り付けた箱の中の芋かな

が小さな水車を踏んで、それ

ばたの小川で、年とった農夫

その道を帰りつつあった。道

かたった一人で、とぼとぼと

日照りの午後、私はどうして

かぶ一つの光景がある。暑い

何をしているのか」と問うて

は結局のところ、この人生で

その光景がそのまま「あなた

日常的 に見る何 でもない光 景、

と言っています。これなどは

の座標」九 六頁）

かりだった 。（滝沢克己「読解

ほこり

という欲求があることは容易

りも拝みもしなくなる場合が

道で、今もはっきりと眼にう

あっても心の底に埋もれてい

になっ たというこ とでしょう 。

にかを洗っていた。と、不意

いる。その光景は、人生の根

こ

に感じられます。しかし、私

多いです から。

るか、初めからあきらめてい

その宗教心は、人によって

に、私の心の中に奇妙な考え

本を問われるような事として

し

たちのいのちの底にあるのは

るので はないで しょうか。

その現れ方 は違いま しょうが 、

が浮かんだ 。

長生きよりもむしろ〈死なな

合もある一方で、家庭のお内

宗教心そのものは、清沢満之

「あのお爺さんは、結局の

いも

仏（仏壇）やお地蔵さんや神

師の言うように「人心の至奥

ところ何のために、あんなに

宗教心を自覚していない場

社にお参りして手をあわせる

より出ずる至盛の要求」とい

して際限もなく、水車を踏ん

この年老いた農夫は芋を洗

す。

滝沢少年は自分に問うたので
ということもしばしば行われ

えましょう。人間の最深の根

し じ よう

ています。これは宗教心の表

「食うていくためである」と

っている。それは何のためか。
日、

す。ところが二十三歳のある

ような状態になったといいま
万人の人生の底に潜んでいる

の上 に起こりう る問題であ り、

うな問いはいつでもだれでも

いるのか」あるいは「私とは

なり、「私は何のためにここに

ぜ生きねばならないのか」と

か」であり、つまるところ「な

に食うていかねばならないの

ておられるのだ』とわかって

幾多郎）はここのことを言っ

こういうことだ、先生（西田

えているうちに、突然、
『ああ、

っぱをぐるぐる回りながら考

「そのようなある日、前の広

を尽く しきって そのあげく に、

対して滝沢先生のように思惟

もちろんこのような問題に

が躍動していると思います。

っぴきならぬところに宗教心

なんとか解決したいというの

ちようしゆげん

＊

＊

しゆげん

ごうじよう

Ｄ「実は、数量の限定を越え

りま すか」

Ｎ「他にはどういう意味があ

あります」

う心配はない、という意味が

辺の世界であるゆえ、そうい

す。けれどもお浄土は無量無

ないかという懸念が起こりま

け ねん

になったり満杯になったりし

ら、極楽浄土はいつかは窮屈

生は多いといわれていますか

る世界から浄土に生まれる衆

Ｄ「一つには、十方のあらゆ

おうとされるのでしょうか」

Ｎ「これはどういうことを言

といわ れるので す」

ほど広大で無量無限な領域だ

数量ではかることのできない

Ｄ「妙なる世界である浄土は

ろしいです か」

受け取らせていただいたらよ

Ｎ「〈妙土広大超数限〉をどう

にされ たものです 」

というのを聖人がそのまま歌

る。

清浄大摂受を稽首したてまつ

け い しゆ

仏の本願力より荘厳起る。

るところな り。

自然 の七 宝を もつ て合 成 す

（ 和讚 問答 ）

妙土 広大にし て数限を超 ゆ。

の 中の一節、

制作された『讃阿弥陀仏偈』

Ｄ「このご和讃は曇鸞大師が

＊

味。阿弥陀仏のお浄土のこと。

土とはすぐれた世界という意

い、奥深いなどの意味で、妙

妙土―――妙は、美しい、よ

（ 語句）

てまつれ）

阿弥陀如来に、礼拝帰命した

このような浄土を建立された

受け入れていく世界である。

浄であるとともに一切衆生を

がっている。その浄土は、清

如来の本願力によってできあ

である。この浄土は、阿弥陀

量で表すことのできない世界

広大無辺際で数量を超え、数

（阿弥陀如来の真実報土は、

現代語 訳

妙土広大超 数 限
しようごん
本 願荘 厳よりお こる
しようじゆ
清浄大摂 受 に
けいしゆきみよう
稽 首帰命せしむべし

妙土広大超数限

一応応えるでしょう。しかし

いったい何なのか」という生
きたことがあるんです。そん

突然に解決されたといわれる

問いでありましょう。それを

の根本問題に関わる問いだと
な場合、禅の方ではよく何月

その問いは更に「なんのため

言える でしょう 。

ような道程を私たちが同じよ
うにたどることは難しいと思

どう てい

何日に開眼したというような
ことをいいますが、そういう

滝沢少年は、日光街道での
帰宅途中で、そういう人生の

います。
ではこうした難問に対して

ふうに日付までははっきりと
覚えているわけではないので

根本問題に触れたのではない
でしょうか 。

しょうか。それは、南無阿弥

真宗は、どう応えているので

取っつきようのなかったもの

陀仏とまず称え、称えながら

すが、とにかく以前はまるで

に、生きているのか、ここに

が、『ああ、ここだ』というふ

それは「私は結局何のため
いるのか」「私は一体どこから

南無阿弥陀仏のいわれをよく
聴聞していく。そこに、南無

うに、はっきりしてきたこと
があるのです。」（「現代におけ

来てどこへ行くのか」という
不可解さにとらえられた最初

阿弥陀仏がこうした問いにす

生そ のものが問 題となるの も、

我 が心に宗教 心が起こり 、人

が知られて くるのであ ります 。

でに答えて下さっていたこと

る人間の問題」）

き 真実にであ ったのです 。

と回想しています。であうべ

のほのかな経験であり、その
問いから離 れること ができず 、
長じるにしたがってその問い
は色濃くなってきたと、滝沢
先生 は回想して います。

真実そのものからの波動を受
けて起こるのであり、起こっ

滝沢先生の歴程は宗教心の
展開の一事例ですが、宗教心

そうして先生は大学生の時
に著名な哲学者であった西田

た問題にすでに応えていて下
さっているのも真実なのであ

は人生そのもの、私そのもの
が問いとなる、そういう質の

幾多郎博士の書物に専ら取り
組み、難解で分からなくて二

りましょう。その真実を南無
阿弥陀仏のお念佛において、

問題であり、その問いは決し
て特殊なだれそれの問題では

年ほどは悪戦苦闘を繰り返し
ました。一日に二・三ページ

くの であります 。

知らされ、であわせていただ
足下に問われている問題であ

（了 ）

なく、人である限りその人の

間読んで考えてはあと一日は

ります。滝沢少年が発したよ

しか進まない日があり、二日
ぐったりして床に着くという

難民の受け入れに対して反対

てきてますね。それで移民や

が圧迫されるという不安が出

職場や福祉費用などで、住民

れ続けると、国民の住環境や

リカでも移民や難民を受け入

フランスでもドイツでもアメ

なりますね。最近の例では、

り、トラブルが発生しやすく

あまり増えてくると窮屈にな

て、外部から入ってくる人が

と、一国に住む自国民にとっ

Ｄ「たとえば、最近の例です

か」

が、どういうことがあります

こに困難があるといわれます

面で数量に限界があって、そ

Ｎ「この世ではいろいろな場

しょう」

大な領域だと仰せられるので

浄土はそういう困難のない広

が起こる ということ でしょう 。

因でさまざまな困難や苦しみ

ります。それゆえ、それが原

いろなところで数に限りがあ

それに比べてこの世は、いろ

た無量に広 い領域である 浄土 、

か」

Ｎ「それはどういうことです

ょう 」

が、こういうことも言えまし

お徳と言うしかないでしょう

Ｄ「それは有り難い不思議な

れはなぜ なのでしょ うね」

はあるということですが、そ

できる徳が阿弥陀仏の浄土に

数限りなく受け入れることの

屈にならない、それどころか

がどれほど多 くても浄土 は 窮

Ｎ「浄土に往生する衆生の数

のではない でしょう か」

受け入れて下さるといわれる

限がなく、往生人のすべてを

入って（往生して）も数に制

ね。しかるに浄土はどれほど

争ったりすることが多いです

れて、それがために困ったり

様々な場所では数に制限をさ

Ｄ「そういう風で、この世の

るという 話もよく聞 きますね 」

ても空きがなくて、待たされ

Ｎ「老人ホームでも入りたく

ります 」

を感じて排斥をするようにな

といろいろな面で問題や圧迫

す。たとえて言えば、一切衆

Ｄ「そういえるのだと思いま

うか」

つ死ぬということなのでしょ

のちの中で生まれて生き、か

Ｎ「私たちは、阿弥陀仏のい

ことになる でしょう 」

かんでいたのを離す、という

あるいは自分のいのちだとつ

いのち に自分の いのちが帰 る、

うことではなく、阿弥陀仏の

か違うところに生まれるとい

れると言うことは衆生がどこ

のちの領域である浄土に生ま

わけですから、阿弥陀仏のい

の外に私たちのいのちは無い

思います。阿弥陀仏のいのち

Ｄ「ええそういってもいいと

すね」

ちの中の一粒のいのちなので

Ｎ「私たちははかり無いいの

とです」

いのちの外にはないと言うこ

ちは寿命無量なる阿弥陀仏の

ち生きとし生けるもののいの

のことからいいますと、私た

なっている、とあります。こ

住であり、一切衆生の寿命と

無量寿は不生不滅にして常

あるいは残る間は、また小さ

身見）があり 、それがある間 、

ちを自分だと執着する迷い（有

までも波のような有限ないの

ということが無ければ、いつ

〈知る〉
〈気がつく〉
〈さとる〉

ないとしても、それをそうと

ちは無量寿のいのちの外には

たとえ私たちそれぞれのいの

Ｄ「そうは簡単にいえません。

帰るの ですか」

ねばすべて無量寿なる浄土に

Ｎ「では一切衆生はみな、死

減りもしない といえまし ょう 」

ても、浄土そのものは増えも

どの数のものが浄土に生まれ

にないわけですから、どれほ

のいのちも浄土のいのちの外

から、その中の小さな私たち

無量の領域といわれています

Ｄ「そうですね。浄土は寿命

はないのです ね」

加わって増えるということで

っても浄土に何か別のものが

なって浄土に生まれる、とい

Ｎ「そうするとこの世で亡く

て増え も減りも しない」

は往生人の数のいかんによっ

（不増不減）ですね。お浄土

としては増えも減りもしない

声に喚び さまされる のですね 」

Ｎ「その南無阿弥陀仏の喚び

さって いるお姿 なのです」

る、汝を助ける〉と喚んで下

いている、汝を引き受けてい

量寿なる阿弥陀仏が〈汝をだ

Ｄ「ええ、南無阿弥陀仏は無

う意味をも っている のですね 」

Ｎ「お念仏を聞くとはそうい

Ｄ「ええ そうです」

らせて いただく のですね」

たちのいのちの親であると知

ことにおいて、阿弥陀仏が私

Ｎ「南無阿弥陀仏を称え聞く

とを知らし ていただく のです 」

が私のいのちの主体であるこ

そのことにおいて、阿弥陀仏

ちは南 無阿弥陀仏 を称え聞く 。

Ｄ「ええ、そうですね。私た

すね」

ただくのが私たちの道なので

Ｎ「であうには、お念仏をい

す」

Ｄ「ええ、まさにその通りで

がとても 大切なので すね」

く、いわばであうということ

寿なる阿弥陀如来様に気がつ

Ｎ「そうすると私たちは無量

まう と説かれて います」

こうして生死を繰り返してし

な波のようないのちを我とし

びさまされるといってもほの

Ｄ「ええ、そうです。ただ喚

きゆう

運動が起こり、対立や排斥、

Ｄ「有名な念仏聖であった一

生のいのちは、大海の上のさ
まざまな小さな波や渦のよう

我が身としてつかんでしまう

かにですが（少なくとも私に

くつ

そして衝突が起こってきてま

遍上人の お言葉に、

なもの。ですから波が生まれ

のではないでしょうか。いわ

は）。しかしほのかでもお知ら

はい せき

す。難民は自国の内部紛争や

たり消えたりすることは大海

ゆる生死するいのちを自己と

せいただいて、それをその都

阿弥陀の三字を無量寿とい
この寿（いのち）は無量常

から現れたり元に戻るような

とらえてしまうのでしょう。

弾圧による生命の危機から逃
然人道的に受け入れるべきで

住の寿にして不生不滅なり。

ものでしょう。ですから海水

うなり。

すが、受け入れ先の国民は入

すなわ ち一切衆 生の寿命な り 。

れてきた人たちですから、当

ってくる人の数が増えてくる

仏教では読 み慣わし ています 。

Ｄ「荘厳は〈しょうごん〉と

のでしょ うか」

おこる〉とはどういうことな

Ｎ「では次に〈本願荘厳より

有り 難いことで す」

度お知らせいただくのは大変

です。真如をかざることによ

たちに露わとなって下さるの

ることによって真如の徳が私

と申します。その真如をかざ

の、それを仏教では〈真如〉

Ｄ「ありのままの真実そのも

が、何 をかざる のですか」

Ｎ「本願荘厳ということです

しょう」

いお 方だからで す」

た如来法蔵様は大変憐れみ深

は愚かであります。そしてま

ないからです。それほど凡夫

その徳をいただくことができ

いによ って真如の 徳を発見し 、

凡夫であって、凡夫の力や行

Ｄ「それは、私たちが迷いの

なか ったのです か」

様によってかざられねばなら

お徳の ことであ ります」

るという不可思議な有り難い

（清浄化）して仏にして下さ

取り、浄土に生まれさせ浄化

私たちをこのままなりで受け

く清浄でありつつ、罪業深い

Ｄ「如来浄土はそれ自身が全

Ｎ 「では 清 浄大 摂 受とは」

いわれ るのです 」

たらきをして下さっていると

私たちに清浄大摂受というは

そうだ なあと感 じました。

限ることとのお言葉、本当に

います。憑むとは、自分を見

念仏、そのものが本願だと思

為に選びとって下さった称名

情を必ず浄土に往生せしむる

選択本願、即ち、全ての有

＊

お 便 り

もともとの意味は（かざる）
ってその徳が私たちに露わと

Ｎ「如来法蔵様は憐れみ深い

Ｎ「まことに煩悩の塊である

るといいま すね」

Ｎ「よくお仏壇をおかざりす

に感じら れます」

ることが、そこに参加する人

ものであり喜ばしいものであ

がめで たいもの であり厳 粛 な

そうすることによって結婚式

や電飾などでかざりますね。

ときに、その場所を花や敷物

すね。たとえば結婚式をする

に露わとするためにかざりま

切衆生に開かれたのでありま

って、真如から如来浄土が一

の願行成就の本願のお力によ

真如からあらわれた法蔵菩薩

如の徳が与えられるのです。

その成就によって私たちに真

Ｄ「それは阿弥陀仏の本願と

うな るのですか 」

さるのですね。どのようにそ

私たちに具体的に表われて下

まがかざられて、その功徳が

Ｎ「真如という真実ありのま

弥陀仏のお徳として露わにな

Ｎ「真如から、万人を救う阿

さるのです 」

て、一人一人に喚びかけて下

まれる行としてお念佛を与え

とおすすめになり、浄土に生

〈我が 浄土に生ま れてくれよ 〉

よって 浄土が私 たちに開か れ、

の結果をお与え下さることに

荘厳行をなされ、そのご苦労

如来法蔵様はごらんになって

それを得ることができないと

Ｄ「凡夫では真実を見いだし、

のよう に憐れみ深 いのですか 」

＊ 三月十 七日。 名古屋 市。高 畑聞法 会館。 午

＊ 三月四 日。福 井別院 。午 前十時 。法話 座談

です」

たてまつれ、と仰せになるの

で、頭を下げて帰依し帰命し

土を〈稽首帰命せしむべし〉

Ｄ「ええ、だからその如来浄

ですね」

慈悲の受容者が如来浄土なの

化して下さるほどに大いなる

私をこのままを受け入れて浄

必ず救う」の仰せに随順いた

からぬまま、「我が名を称えよ、

ことですよ」と。故に何も分

いました 。「助からないまま助

ません。ある方が教えて下さ

と思うのですが、全く分かり

るまで、そして今に至るまで

ち上がってくる。その時に至

さんと思い起つこころ」が立

られ、そこで初めて「念仏申

形で自らの限界性を知らしめ

せられない」とも。何らかの

です。「そう簡単に自分をまか

でも、一方でこうも思うの

＊

Ｄ「ええ、それも同じです。

す。そういう意味で〈本願荘

って下 さったの ですね」

前十時。法話座談

します。引き続きよろしくお

＊

聞法念仏者Ａさんからの便り

ということです。かざるとい
なってくださった相、それが

お方だと言うことですが、ど

もしお内仏（仏壇）の中に阿

厳よりおこる〉といわれるの

Ｄ「ええそうです。阿弥陀仏

＊四 月十 五日か ら十六 日。広島 市。龍 善寺。

願いしま す。

しようじようだいしようじゆ

うのは、あるものの意味とか
阿弥陀仏の浄土（如来）です」

弥陀仏の絵像だけしか正面に

でありましょう。如来法蔵様

（浄土）のお徳は基本的には

午後から午後まで。

なら

意義とか功徳というものを、

かかっていないなら、阿弥陀

の思惟と願と修行――それを

寿命無量であり光明無量の徳

＊五 月十九 日から 二十一 日。福 井別院 。午後

それを見たり聞いたりする人

仏の尊さはそれを拝む人には

荘 厳 行と いいます――によ

であり、それがさらにさまざ

から午後まで。法話座談。

げんしゆく

たいして感じられません。花

って、浄土が私たち凡夫に開

まな功徳として現れてはたら

＊ 五月 二十六 日。名 古屋市 。高畑 聞法会 館。

（了）

けられる教えだから、大変な

どんなご縁があったのだろう

でかざり壁を金箔でかざり、

かれ、如来の功徳が与えられ

いて下さいます。その一つが

午前十時。法話座談。

（ 了）

彫刻でかざるなどをすること

るのだと大無量寿経に釈尊は

次の〈清浄大摂受〉というお

（詳しくは念佛寺にお尋ね下さい）

【遠方法話予定】

によって、阿弥陀仏を拝む私

説か れています 」

徳です。浄土（如来浄土）は

しようご んぎよう

たちが自然に尊くありがたい

Ｎ「ではなぜ真如が如来法蔵

きん ぱく

感じになって頭がさがるので

