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長生き志向について、「あまり

て」調査を実施。その結果、

四一〇〇人に「長生きについ

の二十～七十九歳の男女一万

今年の六月の調査で、全国

どだと 思います。

尽きるまで生きる人がほとん

も、死ぬのは避けつつ寿命が

弱って苦痛がいろいろあって

いかないでしょう。身体的に

それを途中で止めるわけには

も、実際に長生きをすると、

ど自分では死ねないので仕方

のも辛いですね。死にたいけ

て苦しい中でイヤイヤ生きる

楽ではありませんし、老化し

老衰して生きるのは確かに

われていま す。

ただ自死は望ましくないとい

いとも 申しません 。

いとも長生きが悪

ます。長生きが善

ことがよくいわれ

従う人生」という

だく。いわば縁に

うか。

ことになるのではないでしょ

ないから生きておろうという

ぬのはもっと辛いので仕方が

味では自然です。それでも死

思いが湧いてくるのがある意

かねばならないのか」という

をしてまでどうして生きてい

でしょうか。「こんな苦しい目

苦しい日々が重なると、どう

人生」をこそ求めているのに

ょ う 。「 安 楽 な 生 活 」「 楽 し い

たしかに病気とか経済的困

したくない」（二八・九％）を

なく生きているというのもか

た。

〇代が四七・七％で最多でし

八・〇％）が最も少なく、五

世代別では六〇～七〇代（三

氏だけではなく案外私たちの

であったらしい。これは西部

はなりたくない」ということ

っと生きているような自分に

がもっと老化して、介護でや

たが、その意図は「将来身体

ています。病苦や経済苦そし

済問題そして家庭問題と続い

いて、健康問題が一番多く経

るのかについては調査されて

亡くなってます。なぜ自死す

い国で二万人以上の人が毎年

ところで日本は自殺者の多

こちが故障して苦しいことが

います。

が弱っているともいえると思

えていこう」とする意欲や力

わらず「なお生きていこう」「耐

した苦しみや不自由にもかか

が、もう一つその奥に、こう

評論家で著名な西部進氏（元

二〇一七年の平均寿命は男

中にもある思いではないでし

て人間関係 での苦なの ですね 。

多いけれども、なお生きよう

含め、「長生きしたくない」と

窮とか人間関係の不如意とか

性が八一・九歳、女性が八七

ょうか。ただそうは思ってい

現在は楽しい生活をしてい

とするのがやはり人間として

んばしくあ りません 。

・二六歳ですが、「何歳まで生

ても西部氏のような思い切っ

ても病気に罹ると一返に苦し

あるべき自然な姿だと思いま

東大教授）は今年の一月に入

きたいか」との問いに、二〇

た行動に出るにはものすごい

みに転じますし、倒産とかリ

す。その場合苦しくても生き

答えたのは全体の四一・二％

代の男性は七八・一歳、女性

エネルギーがいるし、また周

ストラにあうと生活は困窮し

きろうとする意欲や力が必要

が自死の直接の原因でしょう

は七六・九歳と答え、世代別

りの人 たちを悲 しませるの で、

てきますから、現在は楽しい

でしょう 。

水自殺（七十八才）をしまし

でも最も低かった。平均寿命

〈まあなんとかなるだろう〉〈仕

と思っていても縁がくればい

ではなぜ苦しみに耐えても

長生きして身体も弱りあち

を上回ったのは六〇～七〇代

方がない〉ぐらいで生きてゆ

つ困窮した境遇に転落するか
実際には平均寿命は八〇才を

があ ればできる だけ生きき り、

仏教ではよく「生きれる縁

れなくなって死を選ぶのでし

ことが続くと苦しみに耐えら

自分の思い通りにならない

いうものが見いだせないとい

も人生は生きるに価する」と

退するかというと、「苦しくて

でも生きようとする意欲が衰
こえているのですから、長生

縁がなくなれば死なしていた

かか

の男性 だけでした 。

き、西部氏のような行動を取

分かりませ ん。

きはしたくないと言っていて

したくない 人が多いの ですが 、

どうやらそれほど長生きを

る人はまれ でしょう。

でした。

苦の中に生きる意 欲

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

を成就するために長い間修行

十八通りの誓いを建ててこれ

あたたかい大いなる慈悲の

し、一切衆生を仏にすること

ら教えられ ます。

ょうか。いわば人生そのもの
お心の伴っているいのちが、

の出来る功徳を成就して、こ

うことがあるのではないでし
が空虚になっているのでしょ
私たちと共にすでにまします

七宝講堂道場樹

う。毎日が何かむなしくて気
ということに気がつくことは

於て生きることによって、苦

の長い時間を塵点久遠劫とい

をかぞえて、その数の劫ほど

在まで十劫という時間を経て

陀仏になられた。それから現

定められて、法蔵菩薩は阿弥

おられる〉という説法です」

を成就して仏になられた、そ

＊

Ｎ「このご和讃に似た和讃が

の仏が阿弥陀如来様ですね」

＊

ありま すね」

Ｄ「ええそ うです」

Ｎ「十劫の昔に四十八の本願

Ｄ 「ええ、

Ｎ「ところが今回の和讃では、

ですね 」

ように 説かれて いるけれど も、

というように、始まりがある

この阿弥陀如来様は無量寿経

Ｎ「弥陀成仏のこのかたは

久遠劫という始めも終わりも

いまに十 劫をへたまえ り

今に十劫をへたまえり、とは」

無いほどの永遠の仏様のよう

では、ある時法蔵菩薩として

Ｄ「このことは無量寿経に釈

に感じられる、との思し召し

法身の光輪き わもなく

尊が説いて下さっているので

なのですね 」

発願し修行して仏となられた

す。それは〈昔、ある王様が

Ｄ「 ええそうで す」

現できるかを考え、そして四

起こし、それをどうしたら実

なりたいという広大な願いを

い、それによって自分も仏に

はなく、一切衆生を仏にした

薩は自分だけが仏になるので

入られました。そして法蔵菩

となって真理を求める修行に

になりたいと願い、法蔵菩薩

法身とはこの法性法身が衆生

の功徳そのものをいい、方便

量りなき光であるような無量

いわば量り無きいのちであり

もない真実の働きそのもの、

あって、法性法身とは色も形

けて法性法身と方便法身とが

Ｄ「これは仏身には大きく分

Ｎ「それはどうしてですか」

自分も世自在王仏のような仏

世自在王仏の説法を聞いて、

世の 盲冥をて らすなり

弥陀成仏の このかた は

＊

うといわれる 。

て一切衆生は成仏できると見

れを衆生に与えることによっ

力が湧かないということがあ
非常に大切なことです。大慈

『健康第一は間違っている』
しくてもそれに耐えて生きる

つに点をつけていく、その数

にして墨にし、筆の先で国一

ていますが、広大な世界を塵

て塵にして ）」と注をつけられ

して（それら国をみなつぶし

一つにちとつけて、つけつく

けて、国一つにちとつけ、国

て、この墨を筆の先にちとつ

祖は「一大三千世界を墨にし

（ 語句 ）塵 点久 遠劫 ーーー 宗

に感じられ る。

の昔よりも前からの仏のよう

それよりずっと以前、久遠劫

ってみると、阿弥陀仏は実は

る。しかし、阿弥陀仏にであ

時が経っていると説かれてい

てより、今までに十劫という

劫のご修行によって成仏され

陀如来が五劫思惟し、兆載永

（現代語訳）大経には、阿弥

（浄土和讃）

弥陀成仏のこ のかたは
い まに十劫とときたれど
じんてん く おんごう
塵点久遠劫よ りも
ひさしき仏とみえたまう

（ 和讚 問答 ）

ろうと思 います。

（名郷直樹著）という本の中
ことができるのではないでし

大悲のお心に包まれ、それに

に
ょうか 。

受け入れて下さっていること

さり、私たちをありのままで

たちにその存在を知らせて下

弥陀仏という言葉でもって私

大慈大悲のいのちは南無阿

「健康でも健康でなくても
かまわ ない

かまわ

人間は、健康を失うように
できてい るから
長寿でも短命でも
ない
を聞かされ知 らされるの です 。
南無阿弥陀仏のお念仏によっ

死ぬようにできてい

るか ら」

て阿弥陀仏とであわさせてい

人は
とありました。このように諦

ただくのです。阿弥陀仏と共
に生きる。阿弥陀仏に支えら

観できるなら、それは結構で
すが、それでもこれではなお

れ励まされ慰められながら生
きる、またその阿弥陀仏のお

生きる意欲は湧かないと思い
ます。

徳を人と共に喜びながら生き
る のです。
こうして与えられる量りな

やはり「苦しいことが多く
ても、それでも人生は生きる

さまざまな苦しみに耐える力

きいのちによる功徳は人生の

観なり意欲なりが大切だと思

となって下さるのでありまし

に値するものだ」という人生
います 。

ょう。
最後に、ただ余りにも強い
肉体的苦痛が続く場合には、

ではどこからそれを得るこ
とができるのでしょうか。結

死を選ぶ可能性がありえまし
ょう。
（了）

論から申しますと、それは大
慈大悲の量りないいのちにで
あうことによって、と宗祖か

ます」

現れて下さる仏のことをいい

して衆生に救いの働きとして

を救うために形を表し名を示

限の働 きであり ましょう」

の本性は滅することのない無

Ｄ「ええ、ですから阿弥陀仏

ますものね 」

私たち一人一人の所に於て、

仏は私たちと一瞬も離れず、

き慈悲があるのです。阿弥陀

Ｄ「そうです。ここに驚くべ

お 便 り

Ｋ ・Ｔ生

るのは、全く無碍光のおはた

らきの賜物でありましょう。

全く障りにならない、如来の

ほうからいえば、問題になら

阿弥陀如来様は法性法身から

Ｄ「ええそうです。ですから

方便法身な のですね 」

を救いたもう阿弥陀如来様は

ってお出まし下さって私たち

私たちには知れようがなく、

形も名も無い働きでしたら、

Ｄ「もし法性法身の色もなく

うか」

様だけではいけないのでしょ

Ｎ「ではなぜ、法性法身の仏

なにも分からず迷いに沈んで

によって、愚かで真理などは

ダブツと聞かせて下さること

て口に称えられ耳にナムアミ

Ｎ「そうするとお念仏となっ

喚びかけづ めであり ます」

となり言葉となって私たちに

を示すときは無碍光如来、絶

如 来の無碍性 （障碍不 可）

で はないかと 思います。

接伺ったのは、昨日が初めて

無不可思議光如来のことを直

くらいのはずなのですが、南

くようになってから、２年半

なく、「一声称えるばかりで助

ます。念佛して助かるのでは

さった大悲、誠に有難く存じ

佛に成らじ」とまで仰って下

け る 」、「 汝 を 往 生 さ せ ず ば 我

「わが名を称えるばかりで助

た本願のお力だと思います。

よくぞ ここまで仕 上げられ

ないの であります 。

現れて衆生を救済せんがため
私たちは仏様にであわないま

いる私たちも阿弥陀仏に遇う

対性（不可思議）を示すとき

ける」とまで仰って下さる、

今ここに、南無阿弥陀仏の名

に願を起こし修行して救済佛
まで、いつまでたっても迷い

ことがで きるのです ね」

は、 不可思 議光如来と 讃えて

その底知れ ぬ 大 悲に助けら れ

Ｎ「そうすると法蔵菩薩とな

となられた私たちの救い主と
の世界に彷徨しなければなら

Ｄ「ええそうですね。方便法

おられると伺い、そのような

て往生させて頂くのである、

先生からお話を聞かせて頂

しての方便法身の仏様です。
ないでしょ う」

身の南無阿弥陀仏によって法

違いがある のかと思 いました 。

と聞 かせて頂い ております 。

われた のですね 」

の仏のようにおもわれるとい

は塵点久遠劫よりも長い永遠

Ｎ「それで宗祖は、阿弥陀仏

るのです」

の法身（仏）であるといわれ

と阿弥陀仏は無始無終の永遠

の源である法性法身からいう

Ｄ「ええそうです。阿弥陀仏

法身の 仏なので すね」

Ｎ「この阿弥陀仏の元は法性

と説かれてい るのです」

まで十劫という時を経ている

れ、ナムアミダブツと聞かせ

たちの口に南無阿弥陀仏と現

として私たちに喚びかけ、私

徳は大慈大悲の南無阿弥陀仏

て下さったのです。無量の功

って私たちにご自身を現わし

一つ言えば南無阿弥陀仏とな

に方便法身の阿弥陀仏、もう

功徳を私たちに与えんがため

はご自身を知らせ、ご自身の

Ｄ「ええ、ですから法性法身

てし まうのです ね」

たちには手がかりが無くなっ

は極めて難しいと思います」

解できても、実際的な出遇い

かいっても観念的には多少理

大なさとりの智慧である〉と

りないお慈悲である〉とか、〈広

いいのちである〉とか〈かぎ

を離れて〈阿弥陀仏は量り無

Ｄ「南無阿弥陀仏という言葉

ですね」

真実にであうことは難しいの

陀仏様がなければ、私たちは

Ｎ「もし方便報身の南無阿弥

でき るのですね 」

ことで あります 。

全く 理解 できない不 可思議な

は、驚嘆すべきことであり、

ことに仕上げられていること

そのことが如来に帰命する

く。

の仰せに従い、ただ念佛を聞

佛善知識がお勧め下さる如来

全く分からない。しかし、諸

一念に往生が決定するのか、

なぜ南無阿弥陀佛を信受する

けよのお勧めであり、このお

う仰せは念佛を申しつつ、聞

量寿佛の御名をたもて」とい

く、聞名の一行をたもつ、「無

信前信後を問わず、念佛を聞

います。そうすると、やはり

佛往生の相なのではと思って

って導いて下さる、これが念

の念佛、信心の智慧が師とな

名となり、声となり、智慧

ほう こう

阿弥陀佛になられて今に至る
Ｎ「法性法身のままでは、私

性法身の働きにふれることが

分別思議が到底及ばない。

Ｄ「そうだと伺います。もし

て下さる のです」
Ｎ「法性法身の永遠の仏様は

のまま貫き 至り届い て下さり 、

の三業も全く障りとせず、そ

ります 。

（了 ）

勧めによりかかるばかりであ

法性法身という背景が無けれ
また終があるという有限な仏

そ れほど身近 な救い主と なり 、

衆生に信心が発起せしめられ

また凡 夫の悪業煩悩 、身口意

と受け取られてしまいます」

ご自身を露わにして下さるの

（了）

Ｎ「しばらくしたら、居られ

ですね 」

ば、阿弥陀仏は始めがあれば

なくなったというのでは困り

助けを聞いて「ああ有難い、

で助ける」という無条件のお

である。ただ「そのままなり

ありべのままに救われる教え

凡夫のまま 、煩悩具足のまま、

りで、お助けの法を信じない、

のである。私たちは煩悩ばか

まで知り抜いて下さっていた

る心（信心）も起こらないと

には南無阿弥陀仏を受け入れ

ところが如 来法蔵様は衆 生

て与えら れるのであ る。

お心が届いて私に信心となっ

仏にこもっている大慈大悲の

下さるのである。南無阿弥陀

仏を聞き受ける信心となって

そようこそ」と、南無阿弥陀

いた 。 その 後、三 日間 も停電 し不自

ら 、は がれ た大 きなト タンが 落ち て

音 はこ の音 であ った 。庭に は近所 か

か 、見 当 たら ない。 バリバ リとい う

その殆どは何処に飛んでいったの

ニー ルの 波板 は全 部剥が れてい て、

信心夜話
こんな者を」と「聞く」「聞き

由極 ま りな しの状 態。そ の間 、行水

東漸寺 様が 略
類の 初め
｢か文
まんぎょう
ごう
さわ
に〈 万 行 円 備の 嘉号 は障 りを

だから疑いを晴らしたもう

それほどの底下の凡夫なので

とロ ーソ クの 生活 であっ た。 勿論、

受ける 」
「信じる」か、それと

信心は南無阿弥陀仏の大慈大

電話 もテ レビ もラ ジオも ダメで 、な

消し疑を除く〉とある。これ

悲のまことのほかにはない。

に もで き ない ので、 夜ロ ーソク の光

ある。
そのことを知り抜いて下さ

この南無阿弥陀仏を称え聞く

の 前で じ っと 座って いると 、おの ず

もそれを拒絶するか、受け入

って、南無阿弥陀仏の中に南

ことによって、大悲心は私に

と 自分 の姿 に目 がゆ く。ロ ーソク の

れないか、そのこと一つが問

無阿弥陀仏を受け入れる心ま

届いて信心となって下さるの

光 は不 思議 で、 己の人 生全体 が闇 の

をどう頂きなさるか と｣。
人々は聞きながら、念仏も
もし 、「受け入れることも信

で込めて私たちに与えて下さ

であるから、南無阿弥陀仏に

われ てくるので ある。

れようとしても、疑いの晴れ
じることもいらない、万人を

る。南無阿弥陀仏は私たちの

中に 浮 かぶ ようで 、人 生全体 が幻の

せずに、疑い晴れよう疑い晴
る薬を飲まないから、何時ま
そのまま助けて下さるのでな

は疑いを除くお徳がこもって

よう に 感じ たので ある。 宗祖 の時代

「助からぬ姿」「疑いばかりで

いるのであ る。

ければ絶対無条件のお助けに

法を受け入れない闡提」であ

でたっ ても 疑
｢ 晴｣れぬ。
ならない」などと言う人がい

はこ うい う光 の中 で生き られ たので

（「松並松五郎念仏語録」より

このような南無阿弥陀仏を

ること、それを南無阿弥陀仏

ある から 、自 己省 察が深 くなら れた

るが、それなら始めから救い

称えず聞かずにいるから、い

の だと 思 う。 電気の 明る すぎる 光の

松並松五郎 さんの言葉 ）

つまでも疑いが晴れぬのであ

中 では ど うし ても眼 は外向 きにな っ

で知らせて下 さる。
南無阿弥陀仏を称え聞くと

る、との松並さんの仰せです。

などと言う必要はない。もう
皆すでに佛になっているのだ

いうことは、「汝は助からぬ者、

＊

聞法者が一番困るのは、「本

から、人間もいないことにな

＊
願を疑う心」が取れないこと

疑い晴れぬ者である。だから

（了）

る。そんな話は要するに観念

こそこの阿弥陀仏がまるまる

てしまう。

である。このこと一つに困る
である 。

（ 了）

のである。この疑い心が問題

引き受ける、そのまま称える
それが南無阿弥陀仏の仰せで

如来法蔵様は、一切衆生を
願行成就して一切衆生を助け

ある。「助からぬ者」と知らし

九月四日、台風二十一号が襲い

○十月七日。福井市照手町。安居

にならない間は聞法と言って
らである。真剣に聞くと必ず

る法を仕上げて下さった。そ

て下さるのも南無阿弥陀仏な

か かっ て きた 。たい したこ とは無 い

寺法 話 。午 前 ・ 午後

ばかりで助ける」との仰せ、

といっていいほど本願を信じ

れが南無阿弥陀仏である。こ

ら、そんな者を「助ける」の

だ ろう とた かを くくっ てい たが、 実

○ 十 一 月 七 日 。 名 古 屋 。「 名 鉄 ・

救いたいと発願し、修行し、

る信心が頂けないとか疑いが

の南無阿弥陀仏が仏になる因

仰せも南無阿弥陀仏である。

際 は近 年に 無い 激しい もので 、風の

も未だ真剣に求めていないか

晴れな いとかに 悩むのであ る。

であって、これを私たちに与

まことに到り届いた大悲で

〈遠方法話予定 〉

「真宗は本願を信じる一つで

えて下さる。ただ私たちは与

住 職雑 感

助かる、有難い教えである」

えて下さる南無阿弥陀仏をハ

る大悲心は知らずして、煩悩

このように私にかけて下さ

と 思っ て 、風 がおさ まっ た後、 家の

も し たの で、 これ は只で は済ま ない

の間 バリ バリ とい う大き な音 が何度

た。 ほ ぼ一 時間吹 きまく られ た。そ

音をきいているだけでもこわかっ

い）

（詳しくは念佛寺にお尋ね下さ

（ 午後 ）
。 姫路 市。 西 源 寺。

○ 十 二 月 十 五 日 （ 夜 ） か ら十 六 日

時 よ り法 話 ・座 談

前後駅下車すぐ」西雲寺。午前十

館。 午 前 十時 よ り 法話 ・ 座 談

○十月四日。名古屋。高畑聞法会

と聞くと、必ず「どうしたら

イと受け取 るだけで ある。
ま れ変わり死 に変わりし ても 、

の塊である我が心に浸透して

周 りを 見 渡す と、物 干し台 の塩化 ビ

ある。

信じられるか」となり、「どう

この仏因である南無阿弥陀仏

遂に「ああこんな者をようこ

壁 にぶつかる のである。

にも関わらず、長い間、生

たしかに真宗は一切衆生を

を拒み続けてきたのである。

しても信じられない」という

平等に 助けたも う教えであ り、

