《 聞法会ご案内 》
○〈 同朋の会 〉

毎月 ２２日 午後２時始。
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先日も猿たちの群れの行動が

の生態が放映されています。

テレビ番組でときどき動物

と親子のいのちの共感性があ

は自分の生んだ子には、自ず

らず、生き物（有情）の多く

ます。それは、人間や猿に限

のだと 感じます 。

のの、いのちそのものにある

ろうとする心は生きているも

議です。自分の子を愛し、守

ら具わっているのです。不思

のです。おのずか

理屈も論理もない

議を思うのです。

のもっている不思

の阿弥陀仏は、一切の衆生の

るゆえに、はかりなきいのち

覚りの智慧（光）が無量な

る、と教え られてい ます。

の智慧（光）を本質としてい

の心はなく、この上ない覚り

い憎むという、そういう迷い

して、自分に愛執し、他を嫌

阿弥陀仏には、自他を分別

この上なき覚りの智慧を意味

取り上げられていました。猿

り、子供を自分のいのちと同

本当に不思 議です 。

の行動は人間に似たところが

じように感じて、それを愛し、

しま す。

多く、私たちに身近に感じら

守ろうとするのだなあ、と思

私はそこにいのち

れて面白いものです。猿にも

うのです 。

す。母猿は子猿に少しでも危

こまでも子供を守ろうとしま

でも危険があると感じるとど

ぐ光景です。子猿にチョット

自分の生んだ子猿に愛情を注

ありました。それは、母猿が

ている からでしょ うか。

は自然に本能的な制御がきい

とは殆どないようです。それ

でも人間のように殺し合うこ

ります。ただ、ケンカ早い猿

うにのんびりと平和な種もあ

あれば、オランウータンのよ

ものを反面ともなっていると

は統合性というか、そういう

いうか精神性というかあるい

だけにおさまらない意識性と

ちは単に物質的化合物という

く、意識的であります。いの

いのちは単に物質的ではな

えるのではないでしょうか。

いえますが、愛の本能ともい

子孫を残そうとする本能とも

探して産むようです。これは

されず、成長しやすい場所を

自分の産んだ卵が危険にさら

も、たとえば産卵するときは、

たとえホ乳類でなく魚類で

まうの だと思い ます。

しても悲しいかな愛憎してし

の意識がありますから、どう

迷いの心、自他を分ける迷い

衆生（有情）は仏でない限り

く起こるからだと思います。

いう愛憎の煩悩が強くしぶと

分け、自らを愛し他を憎むと

います。迷いゆえに、自他を

っている〉いのちだからと思

なぜでしょうか。それは〈迷

します。

には怒ったり、殺し合ったり

に対しては、そうはいかず時

は愛するが、自分以外の他者

ただ問題は自分の産んだ子

るために、南無阿弥陀仏とい

ること、しかもそれを知らせ

すでに万人に働いていて下さ

広大で不可思議な慈悲心が

う。

弥陀仏と申すのでありましょ

という無量の慈悲、それを阿

感し、愛さずにはおられない

ます。一切衆生の苦しみに共

いる不思議な尊い働きであり

い、いのちそのものがもって

ういのちで ありましょ う。

ずとそなわっている、そうい

みそなわす大悲の智慧がおの

々の生ける者を「我が子」と

先日 、そんな群れの生態で 、

さずにはおられない」という

「親は自分の産んだ子を愛

無量であります。無量の光明

います。阿弥陀仏のいのちは

（はかりなき光）といわれて

かりなきいのち）と光明無量

阿弥陀仏とは寿命無量（は

とで す。

思議であり、本当に有難いこ

に来られていることは、不可

にして私たち一人一人にあい

けて下さっている。このよう

そうなんだなと感じたことが

こういう内容の番組はよくあ

ことは当たり前と言えば当た

であって、この場合の光とは

所へ移って いくという 姿です 。
りますので珍しくもないので

り前ですが、不思議と言えば

（了）

すが、ふと感じたことがあり

う言葉にまでもなって喚びか

それは理論でも理屈でもな

害をかけようとする相手を威

しか思えま せん。

せい ぎよ

嚇し、子猿を抱いて安全な場

いのちを我がいのちと見、一

短気でよくケンカをする種も

いのち と 慈 悲 心

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

成就された力であると、先学

権力欲などの欲求が跋扈して

いから金銭欲、愛欲、名誉欲、

のよ うな物質の 光ではなく て、

Ｎ「光といっても太陽や電灯

Ｄ「及はという字ですが、こ

では〈及 〉とは」

力によ って開かれ たのですね 。

Ｎ「お浄土そういう不思議な

です」

よって開かれた世界とのこと

はそういう不可思議なお力に

いわゆる本願力ですね。浄土

行によって成就されたお力、

不可思議な大慈大悲の願と修

Ｄ「法蔵菩薩（阿弥陀仏）の

Ｎ「神 力本願とは 」

讃』に 依られて います」

曇鸞大師の『讃阿弥陀仏偈和

というご文を元に讃えられた

のゆえなり 。

に、堅固願のゆえに、究竟願

足願のゆえに、明了願のゆえ

ゆえに、本願力のゆえに、満

これみな無量寿仏の威神力の

無量寿 経の

Ｄ「このご和讃は直接的には

帰せよ、と 。）

て、真実はかりなき阿弥陀に

Ｄ「先ほどの自我的な欲求が

るとどうなるのでしょうか」

Ｎ「根本欲求が満たされてく

されて くるのでし ょう」

それが本願力にであって満た

のもの の根本欲 求のことで す。

ではなく、私たちのいのちそ

まざまな自我的な人間的欲求

悦楽がほしいというようなさ

Ｄ「金がほしい名誉がほしい

Ｎ「私たちの根本の願いとは」

ありま しょう」

それによって満たされるので

信受した衆生の根本の願いも

がないゆえに、その本願力を

願力はその働きに欠けたもの

Ｄ「一切衆生を救いたもう本

ね」

うのに完全円満な願なのです

Ｎ「弥陀の本願は私たちを救

のこと でしょう 」

いる世界であり働きであると

が欠けるところなく成就して

れゆえお浄土は法蔵菩薩の願

それを成就されたのです。そ

れ、そして欠けるところなく

いたもうに十全な願を起こさ

Ｄ「法蔵菩薩は一切衆生を救

Ｎ「満 足願とは」

るかった人だと思います。で

ーテはすでに心は基本的に明

私の独断かも知れません。ゲ

Ｄ「ええ、そう思うのですが、

でしょ うか」

Ｎ「一般に死にがけは暗いの

いでし ょうか」

っと光を〉といったのではな

それですから死にがけに〈も

見出してお られたお方 でした 。

うです。ゲーテは人生に光を

に、〈もっと光を〉といったそ

～一八三二年）が亡くなる時

イツの文豪ゲーテ（一七四九

Ｄ「それに関してですが、ド

Ｎ 「で は根本欲 求とは」

です」

貪欲を離れることは難しいの

ッコをつけ ることは できても 、

Ｄ「一時的に我慢するとかカ

か努力ではムリなのですね」

Ｎ「いわゆる道徳的な反省と

されな いと難し いと思いま す 」

って来る元の根本欲求が満た

そういう自我的な貪欲が起こ

か減らないのですね。やはり

で減らそうと思ってもなかな

自分の良心や反省による努力

な欲求を減らそうと思って、

Ｄ「ですから、たとえ自我的

くるの ですね」

人生に行くべき方向を示し、

いて意味あらしめ、私たちの

Ｄ「実は、私たちの人生を導

はおれない と思いま す」

るくしてくれる光を求めずに

なく、自分の人生を底から明

物質的な太陽などの光だけで

さえ光を求めますし、人間は

Ｎ「生きているものは植物で

う に」

ないと地球全体が闇であるよ

ちょうど太陽の光に照らされ

る光（心の光）だと思います。

らし人生を根本的に明るくす

大事な一つは私たちの心を照

Ｄ「人生に何が必要か。その

Ｎ「そ うですね 」

は人生に光がほしいですね」

ます。なんといっても私たち

生に不安だから心が暗くなり

が暗いと不安ですし、逆に人

しば経験したと思います。心

そういうことを私たちはしば

っとし て明るく なるでしょ う。

される見通しがつくと心がほ

すね。その時に少しでも解決

どうしていいか分からなりま

いは真っ暗になり、苦悶し、

であうと心が暗くなる、ある

活において何か困難や不幸に

Ｄ「当然そうですね。人生生

心の光 ですね」

ばつ こ

はい われていま す」

この場合は成就された本願力

削 られていく のです」

すから一層光を求めたのでし

しかもはかりない光でもって

＊

（ 和讚 問答 ）

を開けば、〈別して〉というこ

Ｎ「ということは私たちのい

ょう」

＊

とで、満足願・明了願・堅固

のちの根本欲求が満たされな

神力本願及満足
ぎゆう

神力本願 及 満足
くきよう
明 了堅固究竟願
慈悲方便不思 議なり
きみよう
真 無量を帰命せよ
（語意 ）
神力本願（不可思議な救済力
をもった阿 弥陀仏の 本願）
究竟願（どんな困難にもくじ
け ることなく 必ず成就す る願）
現代語意訳（弥陀の浄土は、
阿弥陀如来様の不可思議な本
願力によって仕上げられた領
域であります。法蔵菩薩の本
願は欠けたることなく満たさ
れています。弥陀の本願は、
真実を明らかに悟りきっての
本願であり、決して破綻する

立てであります。それを思っ

陀仏の不可思議な大悲のお手

こまでも救いたいという阿弥

す。これは一切衆生をどこど

こうしてできあがった浄土で

はおかないとの願であって、

までも一切衆生を助け遂げず

ことのない本願であり、どこ

は たん

願・究竟願という四つの願が

光なのです ね」

Ｎ「阿弥陀仏とははかりなき

光あるもの〉という意味です」

申しますが、それは〈無量の

ドの原語で〈アミターバ〉と

です。阿弥陀仏のことをイン

さっているのが阿弥陀仏なの

私たちを護り照らし続けて下

始まるのです 」

を少しづつ離れていく生活が

欲求が満たされてきて、貪欲

とき、私たちのいのちの根本

この南無阿弥陀仏を信受する

Ｄ「この南無阿弥陀仏を称え、

のです ね」

私たちは本当の満足を感じる

Ｎ「この阿弥陀仏にであうと

望したり、あるいは怠けたり、

を受けると、くじけたり、失

たちの願いはいろいろな妨害

Ｄ「ええそうですね。逆に私

すね」

なお心でなしとげられたので

Ｎ「法蔵菩薩は願と行を堅固

です 」

を成就してされたのがお浄土

慈悲のお助けであるというこ

実の仏にしたいう不可思議な

煩悩だらけの私たちを清浄真

Ｄ「如来浄土の働きは、悪業

は」

Ｎ「〈慈悲方便不思議なり〉と

う」

下さっているのでありましょ

Ｎ「そういう阿弥陀仏の救い

次々と出て下さるのですね」

した。今も現に救われる人が

われた多くの方々がでられま

が説かれ、それを信受して救

救いの働きがあることを釈尊

とが 出来るので すね」

思議な大悲のお働きを知るこ

意味です。その阿弥陀のいの

量のいのちあるもの〉という

ミターユス〉ともいわれ〈無

仏です。阿弥陀仏は原語で〈ア

えて下さっているのが阿弥陀

Ｄ「人のその欲求にすでに応

でし ょうか」

ではどこに問題解決があるの

を人は抱えているのですね。

らぬという根本的な欲求不満

Ｎ「生きたいけど死なねばな

す」

を抱えて人は生きているので

果てていくのです。この問題

根本欲求は満たされないまま

わらず人は死 んでいくの です 。

しかし死にたくないにもかか

たちのいの ちの根本 欲求です 。

でも生きたいという欲求が私

です。死にたくない、どこま

いらないほどの私たちの欲求

ち〉でしょう。これは説明も

ついに悔いじ〉と説かれてい

終受不悔――我が行は忍んで

って、大経に〈我行精進

う堅固な願心であり修行であ

てしりぞかず、なしとげたも

う苦しい状況においても耐え

たがってご修行され、どうい

法蔵菩薩は起こされた願にし

Ｄ「『無量寿経』によりますと、

願とは」

界なのでしょうね。では堅固

それは明らかな智慧の光の世

土が浄土と聞いていますが、

Ｎ「迷妄や闇のない無量光明

ょうか 」

域といわれるのではないでし

の智慧が明るく輝いている領

せん。それゆえ浄土はさとり

たもので空虚な願ではありま

菩薩の智慧によって起こされ

かに悟（了）りきられた法蔵

Ｄ「弥陀の本願は真理を明ら

Ｎ「で は明了願 とは」

忍

ないという願、そういう究竟

こどこまでも助けずにはおか

途中でくじけず一切衆生をど

にはおかないという願です。

までも建てた本願を成就せず

な困難があっても、どこどこ

Ｄ「法蔵菩薩の本願は、どん

Ｎ「で は究竟願 とは」

が あります」

なられたと、お聞きしたこと

果たし遂げられて阿弥陀仏に

と、あらゆる労苦を忍んで、

の起こした本願を実現しよう

か。ところが法蔵菩薩は自ら

るかどうかではないでしょう

痛や苦労に耐えることができ

Ｄ「仏道修行で一番問題は苦

うかは、おぼつかないですね」

の人がそれを実現できるかど

って修行を始めたとしてもそ

Ｎ「人が悟りを開きたいと思

ですね 」

す願いは挫折することが多い

横にそれたりして、私の起こ

じめて私たちは阿弥陀仏の不

Ｎ「釈尊によって説かれては

であうことができるのです」

弥陀仏の救いを知り、それに

ることによって、私たちは阿

れたお釈迦様によって説かれ

りません。その活動を感得さ

ってきたのか、とうていわか

Ｄ「なぜこういう働きが起こ

の活動があるのでしょうか」

Ｎ「どうしてこのような慈悲

るといえる のですね」

救いの不可思議なお働きであ

なる慈悲からの働きであり、

それらはすべて如来様の大い

も、親鸞聖人の出られたのも、

の救いをお説きになられたの

がお出ましになって阿弥陀仏

も、本願の念仏も、お釈迦様

Ｄ「ええ浄土が開かれたこと

すね」

取って働いていて下さるので

に私たちに、さまざまな形を

Ｎ「そういう救済活動が現実

ほかな いです」

と、それは全く不思議という

聖 人はおすす め下さるの です」

う。その阿弥陀仏をタノメと

といっていいのでありましょ

量なるお方を真無量（阿弥陀 ）

たもう大悲のいのち、その無

しょう。一切衆生を救い取り

のいのちであり光明でありま

つ、無量にして大いなる大悲

な無限性、それらも包含しつ

てまします。大自然の物質的

阿弥陀仏は無量無限の真実に

は当然阿 弥陀仏のこ とですが 、

申されるのです。また真無量

もっておられるゆえ真無量と

計り知ることのできない徳を

の慈悲の働きを私たちが到底

Ｄ「真無量とは、まことにそ

Ｎ「〈真無量を帰命せよ〉とは」

Ｄ「ええそ うなんで す」

とがで きるのです ね」

阿弥陀仏のお助けを信じるこ

さることによって、私たちも

を証しする人が次々に出て下

Ｄ「ええ、不可思議な有難い

Ｄ「それともう一つ私たちの

ちを我がいのちと知らせて下

ます。かような堅固な願心よ

願が成就して本願力となって

根本欲求は〈はかりなきいの

さるのが南無阿弥陀仏なので

っての願行を修められ、それ

（了 ）

す」

お 便 り
師の人間観はそのような甘っ

がそれはやはり不徹底なもの

仏 」「 称 我 名 字 」「 た だ 念 仏 し

っています。では何故大自覚

私は思う。本願を信じるこ

するものとしないモノとの相

人の自己そのものに実にピッ

とも弥陀を頼むこともハカラ

て」の「よき人の仰せ」「如来

タリといただかれて生まれて

ワヌことも全て落第と自覚す

であった」と思われたのであ

私思う。みずから心血注い

初めて「我が生死の帰依処」

ることもそれもできぬ自分で

たるいものではなかったので

りました。「ハカライがやむ中
だ「念仏詩抄」をよくぞここ

は如来回向のただ念仏にあり

ありましたと知ることが本当

違があ るのでし ょう。

に信心があるのかそれともハ
まで自己否定され内心を吐露

とはっきり頂かれて、決定せ

の機の信心と いうのでし ょう 。

の勅命」が初めてこの極重悪

カライがやまぬところに信心

されました。無相師だからこ

しめられたのでありますと。

ります 。

があるのか」という本願の核

そこの真実の言葉がはけたの

ノは本当の自覚ではないので

あります。正にどす黒い泥中

「木村無相さんの法信」の中
心に迫る大説法が始まるので

です。我々凡夫には自己の心

私思う。この「決定せしめ

す。自己の宿業を自覚するこ

んだということかまたははか

ます。それは「はからいがや

無相師は鋭く追及しておられ

返信に、それはどう意味かと

とって一大鉄槌となったとの

にまかせよ」の言葉が自分に

灯抄」の「はからいなく弥陀

陀仏

注記でもあります。南無阿弥

むということも落第でした③

の心で本願信じて弥陀をたの

ることは落第であった②自分

分で念仏申して助かろうとす

ようでした。」無相さんは①自

すっきりしないモノがあった

仏、はもう一つウス紙一枚の

「極重悪人唯称仏、ただ念

述べられてい ます。

三十四回の法信で次のように

ホームに入 る前年で しょうか ）

二。昭和五十六年八月（老人

あったと。このような厳しい

ることも信じることも落第で

は弥陀を頼むことも、まかせ

うなことを許しません。自分

の自己を見つめる目はそのよ

こうとします。しかし無相師

しいい加減なところで落ち着

我々はすぐに自己の心に妥協

我々 と大きく違 うところで す。

ができませんでした。ここが

は自己の心にウソをつくこと

提としてしまいます。無相師

決まったかのように浄土を前

を持ち出し救いを予想しもう

出離之縁、自己の力では助か

の鍵があるのでしょう。無有

ぬという絶望的自覚に大光明

いうところ何をしても助から

たと。この何をしても落第と

しても落第に気づかしめられ

ハカラワヌことに落第、何を

て落第 、本願を頼むのに落第 、

それは念仏して助かろうとし

重悪 人の自覚へ の転機は何 か 。

りません。悪人の自覚から極

の短い文から推測するしかあ

書かれていません。しかしこ

こが知りたい。しかしそれは

によるとは何を指すのか」そ

めるこ とはでき ぬのでしょ う。

しか弥陀の本願願心を受けと

ん。地獄の経験のある者のみ

理屈の世界では推し量れませ

のでないでしょうか。これは

機が闇の中より立ち上がった

た本願相応の罪悪熾盛の私の

大光明（大自覚）に照らされ

感応道交したのです。ここに

宿業の悲しみが弥陀の願心と

のです。その本当の底なしの

帰依処」の本願念仏であった

を知らせるのが「我が生死の

うか。その深い悲しみ（自覚）

の自覚というのでないでしょ

ともできぬ深い悲しみが宿業

の中より咲く壮絶の信心であ

で私が特に感銘を受けた法話
す。今まで誰も聞かなかった

を厳しく見ることができませ

られたのはどうしてか、光明

Ｔ・ Ｓ氏より

を自分のために書き写したも
ような自己の宿業の本質が思

ん。我々はすぐ弥陀のお助け

らいがやめられぬ自分である

自分としてハカラワヌとか自

自己否定からしか真実の道は

らぬ、死ぬまで煩悩はとめら

生きた念仏は自己の深い悲し

「木村無 相師臨終法 話」注記

のであります。と同時に私が
い知ら されるの です。

と明らかになったことか」と。

分の生死を弥陀にマカセルと

開かれないのですね。浄土真

れぬと絶望観念したとき、弥

みと伴に生きてあるのです。

人間の頭でわかったというモ

ようやく「弥陀の願心我が安

ここから今まで聞くことが

いうことも不可能であった。

宗は決して易行道ではありま

陀の本願はこの極重悪人の無

心」とうなずけた感謝の記録

できなかった大説法が始まり

④それでクサイものにフタを

せん。難 中の難なの です。

いた。信心を得ればハカライ

やみ助けられると私は思って

本願を信じればハカライが

仏」と体感しているかのよう

感されぬのに「極重悪人唯称

あった。悪人唯称仏としか体

仰せ一つといっていたようで

る）によって「極重悪人唯称

重悪人」の大自覚（光明によ

もかけぬ「悪人」ならぬ「極

三。昭和五十六年八月。思い

信心）は念仏称える者は皆知

れと。しかしこの理屈（二種

たのです。ただ念仏して来た

れていたとピッタリ実感でき

相師本人を正客にして懸けら

がない のです。

不思議な教えとしか言いよう

めであったと頷けるのです。

き弥陀の生きた本願が私のた

助からぬと信ぜしめられたと

一。土井師が無相さんに「末

ます。 南無阿弥陀 仏

するように念仏一つただ念仏

がやみ煩悩も消えると、とん

に「念仏詩抄」に歌っていた

（続）

だ勘違いでありました。無相

