《 聞法会ご案内 》
○〈 同朋の会 〉

毎月 ２２日 午後２時始。
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八 月 十日 （ 木 ）

午後二時始まり
私が三十四才の頃、鹿児島

「今日も、こうして元気でお

ということが、ややもすると

＊

県の串木野市で真宗門徒の研

れることは有難い。仏様のお

＊ 八 月 二 日 （ 座 談 会 ）・ 八 月 六 日 （ 聖 典 学 習 会 ） は あ

＊

修会がありました 。法話の後、

かげだ」ということで喜んで

り ます。

＊

座談会があり、さまざまな意

いる場合、病にかかり、病が

が「阿弥陀様に生かされてい

その時に年配のご門徒の方

いうような時に、「生かされて

重くなって死が迫っていると

ぬのは不幸だが、元気で生き

変結構なことです 。しかし「死

がそういう教えなり思想なり

実ではないでしょうか。自分

なかなかそうはいかないとこ

いることは有り難い」と喜ぶ

来ないで、都合のいいことだ

ろに苦しみがあり悲しみがあ

ることが有難い」と申されま

それはともすると「自分に

け来てほしい」という自我心

ります 。「それが本当なのだろ

を聞いて、実感としてすぐ感

い性分の私は「今は生かされ

とって都合の良い状態になっ

からの見方でありましょう。

ておれるのは結構だ」という

ているから有り難いと言って

ていること」を喜んでいるの

ことができるか、という疑問

も、やがて死ぬのではありま

であって、その喜ぶ心は功利

では一転して「生きておれ

したので、なんでも疑問があ

せんか」と発言しました。そ

的な自我心ではないでしょう

ることも結構だが、死なして

じるようになるかというと、

うしましたら、その方から「理

か。もし「生かされているこ

いただけるのも結構だ」など

だけなら「都合の悪いことは

屈を言うな」と叱責され、そ

とは有り難い」と喜ぶことが、

という見方は実際可能なので

が起るので す。

れ以上言うこともなく会は終

「死ぬことは不幸なことだ」

し ょうか。

きします。それはそれで結構

だ」という趣旨のお話をお聞

ることも結構だが、死なして

くようになって「生きておれ

そんな中で仏法のお話を聞

その場かぎりの思いや観念で

だ」と自分に言い聞かせても、

していただけるのもいいこと

ているのもいいことだが死な

のような法話を聞いて「生き

がよく説かれます。しかしそ

法話などでこのような見方

のことで頭がいっぱいで、生

またこの世の損得や善し悪し

ていは 、法話の時間がすむと 、

悩）にまで至りません。たい

受け取れない」という問題（苦

はどうしても感じられない、

ません 。「そうはいっても自分

いとそういう壁にもぶつかり

ことは、真剣に聞いていかな

ただここでもう一つ言える

かるので す。

感できない」という壁にぶつ

うけれども、そのようには実

わりました。でもその疑問は

という心と裏表であるなら、

なことなのです。「今元気でこ

いただけるのも結構だ」と、

あって、実際的にはそのよう

と死についてつきつめて考え

その喜んでいる心は功利的な

うして生きておれることを喜

おのずから受け取られての「生

には感じないし、思えもしな

ることはあまりありません。

自我心 だといえ ましょう。

び感謝する」、そのことが悪い

かさ れているこ とは有り難 い」

いというのが多くの場合の現

ただ 、「生かされている私」

生かされている、有難いこと

とい うのではあ りません。

というのであれば、それは大

しばしば「私たちは仏様に

ず っと続いて いたのです 。

ったら口に出さずにはおれな

＊ 八 月十 二日 と八 月二 十二 日の 集 まり はあ りま せん。

いた だきます。

＊ 法要 の 際、 法名 をご 持参 下さ れ ば仏 前に 安置 させて

見が飛 び交いま した。

＊

生と 死を平 等に見る智 慧 《盂蘭盆会法要》

http://nenbutsuji.info/

○〈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

の意味だと宗祖は教えてくだ
し

つ

ぽ

う

たく暗黒世界になり、恐ろし

いですね。物質世界としての

この世界に光が極めて重要な

さい ます。
「よりかかれ」は「まかせよ」

のと同じく、心の領域も光明

法然聖人や親鸞聖人は〈仏
教の深い道理は理解できる、
という意味ですから、「まかせ

七 宝 樹 林 くににみつ

しかしそれが身につかない〉

ことも結構だが、死なしてい
私たちを摂め取ってすてない

そしてはかりなきいのちは

さん ご

ご んじ ゆ

る

めのう

り

異なる宝で できてい るものが 、

Ｎ「心の領域にも光が必要な

よって、このような功徳を集

ることは同様である。本願に

して生きているのだろうかと

ちの人生において何を光りと

Ｄ「これに関して、一度私た

のですね」

められた阿弥陀如来を帰命し

考えてみてもいいですね。あ

Ｄ「このご和讃は、浄土には

Ｎ「収入や 蓄 え が乏 しくなっ

くなりま すか」

なたはどういう場合に心が暗

七宝の林があってどれもこれ

た時、病気にかかって簡単に

＊

も互いに光輝いている、と。

治らない時、好きな人や親し

＊

浄土を讃歎さ れているの です 。

い人と仲違いになった時、人

たくわ

これはもとは仏説無量寿経の

から非難され排除された時、

生きる 目的が見 つからない 時、

の樹、世界に周満せり。金樹

Ｄ「そうで しょうね 」

には心が 暗くなりま すね」

などなどですね。そういう時

・銀樹・瑠璃樹・玻瓈樹・珊

Ｎ「こういう時、心が明るく

光がないと想像すると、まっ

太陽が照らさず、この世界に

Ｄ「ええそうです。たとえば、

ですね」

と譬喩的に描写されているの

土は光輝いている領域である

の樹の林でもって説かれ、浄

Ｎ「浄土の内容をここでは宝

お浄土 を讃歎し ておられま す 」

などと説かれ、釈尊は詳しく

そういう工夫努力によって、

がいを見つけるとかですね。

か、仲直りをするとか、生き

とか、病気を治してもらうと

Ｄ「努力工夫して収入を得る

Ｎ「どうい うことで すか」

とです ね」

ことは、それらの逆を得るこ

Ｄ「一般に、すぐに言われる

しょ うか」

なるにはどうしたらいいので

瑚樹・碼碯樹・硨磲樹なり。

その国土に七宝のもろもろ

経説に

＊

たてま つれ。

お互いに輝き照らし合ってい

がはな はだ大事で すね」

よと仰せくださるはかりなき

ただけるのも結構だ」という
有難いお働きであり、今の私

（ 浄土和讃）

（ 和讚 問答 ）

ということで悩まれ壁にぶつ
いのち」が帰命無量寿如来す

ことが、単に観念的にそう考
を引き受けて〈浄土に生まれ

り

しつ ぽう

（菓）、枝や葉など、それぞれ

一本の樹木にも、華やこのみ

が互いに光 り輝き合って いる 。

ちており、そのどれもこれも

硨磲樹などの七宝の樹林が満

しやこ

・玻瓈樹・珊瑚樹・碼碯樹・

は

土には、金樹・銀樹・瑠璃樹

こ んじ ゆ

（現代語訳）阿弥陀如来の浄

弥 陀仏を表して いる。

で、今は本願の語を加えて阿

べて具えている身ということ

こと。功徳聚とは、功徳をす

ということで、阿弥陀如来の

すべての功徳を具えている身

本願功 徳聚―― 本願に報い て、

光耀― ―光り輝 くこと。

ことを七宝と表現したもの。

報土が無量の宝でできている

た樹林。七宝とあるが、真実

七宝樹林――七種の宝ででき

（語句）

七宝 樹林 くに にみ つ
光 曜 た が い に かが や けり
け か
華 菓枝 葉ま たおな じ
じゆ
本 願功 徳聚 を帰 命せよ

かられた のでありま す。

えるというのではなく、しみ
させる〉と誓いたもう仏さま

なわち南無 阿弥陀仏 です。

じみと感じるのはどこから可
です。

ではそこで「生きておれる

能であ りましょう か。
なりで浄土に生まれさせる」

この「まかせよ、そのまま

南無阿弥陀仏を信じることに
との仰せは ナム アミダブツ の

それは南 無阿弥陀 仏を称え 、
よって可能 なのでしょ う。
喚び声となって口に称えられ
聞かされてまいります。その

そうするとはかりなきいの

阿弥 陀仏のこ とを 無量寿如

無量寿如来とも表されます。

ちと離れない私であったとほ

仰せを仰せのままに聞き受け

南無は帰命ということで、

のかながらも知らされます。

来と申します。いわゆる「は

帰命とは「命（おおせ）に帰

生きているのもはかりなき

る、そこにおいてはかりなき

すること」です。仰せに帰順

いのちの中、死ぬるのははか

かりなきいのちの仏様」です。

することです。そうすると帰

りなきいのちの領域へ生まれ

いのち にふれるの です。

命無量寿如来は、「帰命せよ」

往くこと。いわば生死ともに

ですから南無阿弥陀仏を帰命

と仰せくださるはかりなきい

きます。するとそこに「生き

阿弥陀仏のいのちの中だとい

「帰命せよ」の仰せは「帰

ておれることも結構だが、死

のちの仏様という意味になり

せよと命ずる」「帰せよと仰せ

な していただ けるのも結 構だ 」

うことがほのかに感じられて

くださる」という意味であり

という智慧がおのずから湧い

ます。

ます。そして「帰せよ」とは

てまいりましょう。

（了）

「よりかかれ」「よりたのめ」

Ｎ「なぜお念仏が救いになる

しょう 」

Ｄ「それはお念仏にあるので

ので しょうか」

定ですが、どこに安定がある

Ｎ「自分の心はまことに不安

す」

悩具足の凡夫といわれるので

いうものですね。ですから煩

Ｄ「そうはいかないのが心と

はでき ないので しょうか」

Ｎ「いつでも心が明るい生活

やすいです ね」

ったして、状況に振り回され

次第で明るくなったり暗くな

んでしまいますね。心は状況

不都合なことが起ると落ち込

くなりますが、縁が来てまた

て都合の良いときは心が明る

Ｄ「そうですね。自分にとっ

ってしまい ます」

また何かにつまずくと暗くな

らくは心 が明るくな りますが 、

すが、工夫努力によってしば

Ｎ「それは分かっているので

ころで す」

皆さんがしばしば経験すると

心が前より明るくなることは

Ｄ「以前にも申しましたが、

Ｎ「難し いですね」

離れて いないの です」

の阿弥陀仏の大悲のいのちを

はたらきですが、私たちはそ

陀仏は寿命・智慧・慈悲のお

Ｄ「ええ、そうですね。阿弥

いいのでし ょうか」

Ｎ「それは阿弥陀仏といって

いまこ とです」

も私たちの心と決して離れな

の心を越えていながら、しか

ちの心の中ではなく、私たち

えてまします。ですから私た

ちの心の善し悪しや明暗を越

Ｄ「ええ、広大な真実は私た

て〉起る のですね」

の広大ないのちの働きに〈於

たちの心の働きや明暗も、そ

Ｎ「よく分かりませんが、私

働き があります 」

ている広大な真実のいのちの

てすでに働いていてくださっ

て〉起る、そういう場所とし

う人の心の働きが 、そこに〈於

Ｄ「心の明暗、起滅、そうい

ってく ださい」

Ｎ「もう少し詳しくおっしゃ

まし ます」

Ｄ「今ここに私たちとともに

の明暗を越えていく道が与え

申し御名を聞くばかりで、心

すからわたしたちはお念仏を

びかけておられるのです。で

陀仏の声となって私たちに喚

えた有難いお働きが南無阿弥

私たちの浮き沈みする心を越

Ｄ「ええそうです。今ここに

陀仏にであ うのです ね」

心の明るい暗いを越えた阿弥

Ｎ「お念仏において私たちの

であう のです」

のところに、この阿弥陀仏に

ナムアミダブツと聞くばかり

南無阿弥陀仏 とお念仏を 申し 、

難しいことは分からなくても

Ｄ「ええ、ですから、そんな

ね。分 かりません 」

Ｎ「でもやっぱり難しいです

Ｄ「え えそうで す」

いう ことですね 」

私を抱いてくださっていると

を超えた阿弥陀仏が今ここに

Ｎ「私たちの心の明るい暗い

すという ことです」

弥陀仏（真の実在）がましま

の波も届かない、その底に阿

の心の悲喜・苦楽・明暗の心

と云うのがあります。私たち

れる、そのお言葉を聞くこと

となって私に喚びかけておら

まことが南無阿弥陀仏の仰せ

取って離れたまわない大悲の

Ｄ「それは今ここで私を摂め

がる のですか」

まれるということはどうつな

いうことと、未来に浄土に生

る身であったと知らされると

ように阿弥陀仏に抱かれてい

Ｎ「煩悩妄念のままで、その

Ｄ 「え え、そう です」

いう ことなので すね」

まで救われるというのはそう

Ｎ「真宗で煩悩が離れないま

あうことで す」

を受け取ってくださっている

もともにいてくださって、私

ず、無くなりもせず、いつで

るい暗いによって、壊れもせ

というのは、私たちの心の明

Ｄ「ええ、そうです。越える

ですね」

暗いがありながら、越えるの

Ｎ「そうすると、心に明るい

ん」

Ｄ「いいえそうではありませ

か」

なくなるということでしょう

Ｎ「そうすると、仏様の大悲

のでしょ う」

今が続いて浄土に生まれゆく

くるのです。そのような今、

のお心がまことと感じられて

浄土へ参らせる〉との大悲心

陀仏の仰せである〈未来はお

れてきます。そこに南無阿弥

から離れたまわないと感じら

なっても大悲の阿弥陀仏は私

摂め取られており、私がどう

Ｄ「ナムアミダブツを聞くと

きる のですか」

ような言葉を信じることがで

来のことなのにどうしてその

Ｎ「まだ浄土を見もせず、未

です」

難い〉と受け取られてくるの

まれさせて下さることよ。有

よって、〈ああ、私を浄土に生

まれさせる〉というお言葉に

Ｄ「ええそ うです 。
〈浄土に生

せていただ くことな のですね 」

まれさせる〉との仰せを聞か

うことは〈汝を必ず浄土に生

Ｎ「南無阿弥陀仏を聞くとい

かけて下さっているのです」

本願成就の言葉となって喚び

を必ず生まれさせる〉という

られるので す」

Ｎ 「 そのお言葉 とは」

によってで す」

られ くるのです か」

ちがいがないと自然に受け取

心によって仏様のお言葉にま

阿弥陀仏、その阿弥陀仏にで

のですか 」

西田幾多郎 博士の歌 に

Ｎ「心の明るい暗いを越える

Ｄ「〈もし生まれずば正覚を取

Ｄ「ええ、そうです。阿弥陀

ころに、今ここで阿弥陀仏に

Ｄ「明暗する私たちの心を越

我 が心

というのは、私たちの心が暗

らじ〉の本願が成就して、〈汝

えた真実（真の実在）の働き
に であうから です」

悲し みも

くなったり明るくなったりし

深き 底あり

Ｎ「心を越えた真実はどこに

とど かじと思 う

憂 いの波も

ありま すか」

仏の今の大悲のお助けが実感
されてきますと、阿弥陀仏の
仰せにまちがいがないという
信頼（信心）がともないます
から、阿弥陀仏の仰せをその
通りに信 受させられ るのです 」
Ｎ「この仰せに対して、本当
だろうかという疑いはちっと
も起こらなくなるのでしょう

私のためであったと心底に回

弥陀の願心はこの絶対無能の

し悲しむとき、弥陀の本願、

己の姿を絶対無能と深く信知

の本願が信じられたとき、自

自己のはからい離れて弥陀

う・・・・ ・」

れば、功徳は十方にみちたま

けれども、弥陀回向の御名な

この身にて、まことの心はな

らになし、・・・・無慚無愧の

のこの身にて、清浄の心もさ

実の心ありがたし、虚仮不実

いことを忘れてはならないでしょ

れが な いと もはや 真正の 宗教 ではな

がど こ まで も真宗 の核 であっ て、こ

た だし かし 、阿 弥陀仏 との出 遇い

れ は間 違 いで す 。

し て説 か れる 場合が ありま すが、 こ

真 宗の 信 心の 問題で はな いと切 り離

の話 で、 やや もす ると社 会の問 題は

お 便 り
Ｔ・Ｓさんの所感『木村無
向されるときはじめて信じら

これほど自己を深く見つめた

う。

◎

む ざ ん む ぎ

相師臨終法話注記』からの前

れるのでしょう。そこに弥陀

聖人は未だかってなかったの

＊ 今年 四 月よ り大谷 派教 団の大 阪教

Ｔ・Ｓ氏より

月号よりの 続きです。

の本願の願心の不思議が現れ

でな いでしょう か（続く）

◎
るの でしょう。

大切なことは「よき人の仰

如来の勅命を信じることにな
う。

をもって体験されるのでしょ

のずから阿弥陀仏の〈汝を浄

本願の仰せのまんまに「ただ

☆私思う。よき人のまんまに

天地の開きがあります。歎異

とは我々凡夫が自覚するのと

尼入道と自身を自覚されたこ

れる べ きこ とが らです 。なお 、真宗

大 事な こと で、 これか ら更 に推進 さ

き てお り ます 。これ は避け られな い

会 問題 に 仏教 も関わ るこ とにな って

擁 護 、人 種差 別の 撤廃な ど多く の社

こと で、 世界 平和 、環境 保護 、人権

うに な って きまし た。こ れは 大事な

社会 倫 理、 共同体 倫理 が説か れるよ

教も キ リス ト教 に遅れ ばせな がら、

で ある こと にな りまし た。 そこで 仏

々 の力 に よっ て改変 するこ とが可 能

た 。し か し近 世以後 、社 会体制 は人

人 倫 理だ けで 倫理 がとか れてい まし

しの べて あげ なさ い、な どと いう個

切に せ よ、 困った 人がい たら 手をさ

ロッ パ でも 日本で も、 人に対 して親

か ら、 そう いう 時代の お説教 はヨー

え られ ない もの であり まし た。で す

組 みを 民 衆の 力で改 変でき るとは 考

た もの で あり 、運命 であ り、そ の仕

＊ 近 代以 前は 社会 や国家 は与え られ

【住 職 雑 感 】

（了）

（詳 しくは念 佛寺にお 尋ね下 さい）

午後 七時よ り午後四 時まで。

十二月九日・十日。姫路市。西源寺。

館。十時 から十二 時半。法 話座談。

＊十一月九日。名古屋市。高畑聞法会

二時四 十分。法話 座談。

＊十一月四日。福井別院。十時より十

時四十 分。法 話座談。

＊九月九日。福井別院。十時より十二

会館 。十時 から十二 時半。法 話座談

＊八月二十九日。名古屋市。高畑聞法

【遠方法話予定】

す。

のであろうかと嘆息してしまいま

こ うい う こと をしな くては 進まな い

容 が随 分 乏し く、組 織体 という のは

が非 常に 多く 、そ の割に 実質的 な内

が、 教団 の仕 事は 形式的 な書 類作成

た。 任 につ いて四 ヶ月が 過ぎ ました

ルギ ー を注 がねば なら なくな りまし

ま して 、事 務処 理の作 業に結 構エ ネ

区 第八 組 とい う阪神 地区寺 院（三 五

は起こっても、摂取したもう
っているのでありました②弥

信心とはこの弥陀の恩徳が

その弥陀の願心の恩徳に気

事実と如来の仰せの前には抵
陀をタノムということになっ

わが身に受け入れられた姿に

せ」「如来の勅命」のまんまに

抗できないですね。疑いの心
ているのでありました③ハカ

他ならないのでしょう。法然

か」

はどれほど起こっても、そん
ライなく本願にマカセルとい

上人が善導大師の「順彼佛願

ヶ 寺） で組 長と いう 役割が 回って き

な心 にもう用は なくなりま す。

うことになっているのであり

故」に涙せられ悟られたのも

づくとき、弥陀の本願はこの

大悲のお心に反抗しきれず、

ました 。「無義」ということに

自己の無能に泣くとともに、

「ただ念仏する」というその

疑いは敗退してしまいます」

なっているのでありました。

この仏の本願願心に感じられ

Ｄ「いいえ、起ることも勿論

Ｎ「すでに摂取されているか

これは実に不思議な「助け方」

た時節のことでないでしょう

私のためであったのかと驚き

ら疑いが起こっても、疑いは

であります 。（木村無相さん言

か。智慧の法然房とまで云わ

ままが①よき人の仰せを信じ

力を失うの でしょう ね」
葉）

あります。しかし、疑いの心

Ｄ「ええそうですね。阿弥陀

土へ連れて行く〉というお言

念仏する」ことができぬのが

抄全編、親鸞の自己の業の深

れたほどの天才が一文不知の

葉が大悲の力によって受け入

我々凡夫の姿です。自分の心

さを嘆く悲しみとともに救い

仏の大悲の摂取にあうと、お

れさせ られてくる のです」

が納得できなければ信じられ

給う弥陀の御恩を喜ぶことに

（了 ）

ないのです。自我の満足がな

尽きており ます。
六歳 で「愚禿悲 嘆述懐」に

親鸞聖人いわく。御年八十

ければ信じ られないの である 。
しかしこのことが迷いの元凶
なの です。

「浄土真宗に帰すれども、真

木 村 無 相さ んの法 信９

