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毎月 ２２日 午後２時始。
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こうしたものを確かな人生の

がちで す。

分だけを特別視し

分は大丈夫」と自

聞かされても「自

だそのような話を

はありません。た

とをすれば極楽へ行く。悪い

世間でよく言われる「善いこ

れを死後まで引き延ばすと、

なる」という倫理観です。そ

り、悪いことをすれば不幸に

「善い行いをすれば幸せにな

ことをしておれば地獄へ落ち

ういう法以外の有限なもの全

「他に依るな」の他とは、そ

とは 別なもので はありませ ん 。

ょう。ですから「自ら」と「法」

自己」という意味でありまし

なってはたらいている真実の

うのは 、
「法が今ここに事実と

合の「自（みずか）ら」とい

という句があります。この場

丈夫」と思っていても、それ

とえば、「自分は健康だから大

止まないという意味です。た

ということで、常に変化して

す。無常というのは常が無い

なものであり変転する事柄で

しかし、それらは皆「無常」

を支えにして生きています。

政府とかなどさまざまな「他」

間性とか才能とか、会社とか

るいは家族や親族、そして人

こうしたお金とか身体とかあ

というのは私たちは普通、

となりまし ょう。

の手前で「この世の時間切れ 」

うのは当てであって殆どはそ

百までは生きれるだろうとい

は今日 の敵にな りかねませ ん 。

若さは老いに移り、昨日の友

のか」と嘆くことになります 。

れて「なんでこんな目に遭う

ところがしばしば当てが外

ざるを得 ないのです 。

れを頼りにし当てにして生き

どころを知りませんから、そ

こういうものよりほかに依り

るか分かりません。しかし、

とっても不安定でいつどうな

なようですが、それはどこま

でありま す。

にあるのは功利心（我執我愛）

むようですが、その心根の中

います。世の中ではそれで済

れは案外人の心の根になって

―というような考えです。こ

不幸になる、バチが当たる―

たり嘘をついたりしていると

もたらされる。人に冷たくし

いをしていくと自ずから福が

直であるというような善い行

ってくる。親切をするとか正

し悪しで未来の幸不幸が決ま

これは――自分の行いの善

る」などと いう考え です。

てと言 えましょう 。

は今の状態が健康であるだけ

そういう当てにならないも

でも自分の行いを依りどころ

そういうわけで身体一つを

では「法」とは何かといえ

であって、十年先どころか一

のを当てにしていると、当て

にして自分を安定させようと

依りどころとしてはいけない

ば、真宗では南無阿弥陀仏（ア

年先いや半年、いや本当は明

が外 れて嘆きに 陥 り ます 。そ

しているのですから、やはり

といわれるの です。

ミダ仏）のことであります。

日もわかりません。病気にな

して、たとえ無事安穏である

なお「法」を依りどころにせ

また、自分の行いを当てに

一方「法に依れ」とは、南

あ

では法以外の「他」とは何

ったり事故に遭ったりして身

時でも「もしも」という不安

ず自分の行いという「他」を

このような生き方は真面目

かといえば、いわゆる「世間

体が悪くなることがしばしば

がつい てまわりま す。
「ついこの前電話で話し合っ

している場合もあります。そ

無阿弥陀仏に依れといってい

おちい

のもの」であって、その中に

ありま す。
ど、そういった有限で流動し

ていたＡ君が次の日に脳溢血

れはいわゆる真面目に生きて

いのでありましょう。これは

依りどこ ろにしてい るのです 。
つつあるすべてのものを「他」

で死んだと聞いてびっくりし

いる人によくあるのです。ど

実際にはどういうことかと申

昨日も友 人から電 話があり 、

と 申します。

ている」との事でした。こう

ういうことかと申しますと、

それで「他に依るな 」とは、

いう話は決して珍しいことで

や他者や自分の身や心などな

はもろもろの財物や社会（国）

自らに依って 他に依るな
法に依 って 他に依るな

釈尊の 有名なお言 葉に

法に依って他に依るな

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

りかかれ」とのアミダ仏の大

の南無阿弥陀仏の南無は「依

ツと耳に聞こえてきます。こ

す。そうするとナムアミダブ

て南無阿弥陀仏と称えてみま

議にもはかりないいのちであ

こそ」と聞き受ける時、不思

葉を聞いて、「アミダ様なれば

と仰せ下さるアミダ仏のお言

たのめ 、助ける 、引き受ける」

いて「我によりかかれ」「我を

ですから南無阿弥陀仏にお

当てにしてはいけないから

りましょう 。

体を大事にして生きるのであ

事をながら経済生活を営み、

前提でローンを借りたり、仕

年先もまだ生きているという

ないでしょうか。十年先、一

てにしながら」生きるのでは

せん。今となっては「あんな

正直今居なかったかもしれま

とのご縁がなかったならば、

のをそのまま頂くより道が無

の仰せじゃ」と教えて下さる

ませんが、先生方が「助ける

自分には今も、何も分かり

い」と仰るのが、不思議にも、

りで助ける、他に何も要らな

こえるままと教えて下さり、

悲の仰せです。だから南無阿
り光である永 遠の実在に ふれ 、

といって、未来のこと、明日

こともあったな」と思うので

いし、仕様がないのでありま

健康や家族などを「一応、当

弥陀仏は「依りかかれと仰せ
このアミダ仏に離れなくなる

のことを一切考えず、今日た

すが、生きることに行き詰ま

す。現実（弱肉強食、金銭至

仏のお念仏 なのです。

下さる阿弥陀仏」であり、そ
のです。アミダ仏と私はもう

だ今だけに生きるという生き

った時 、これまで（それまで）

上、差別、動乱、どうにもな

しますと、まずお念仏を申し

の喚びかけたもう声であり、
切っても切れない、離れない

方は聖者にはできても凡夫に

自分の抱えてきた問題、即ち、

らない、我執、煩悩具足の身

る南無阿弥陀仏といつも教え

知の者であるということと、

ただ念仏を申す。申せば耳

と世）は何も変わりません。

て下さいま す。

春に苗を植えるのは秋に収

決定的に孤独であるという実

自分に関しましては、真宗

先生は「我が名を称えるばか

言葉で あります 。
有難い関係にあることを知ら

はできないのではないでしょ

自分は一切に関して根本的無

お 便 り

さて、アミダ仏とは寿命無
されるのです。こうして南無

うか。

今この口に称え、耳に聞こえ

量・光明無量のお働きであり
阿弥陀仏は変転しない真の依

Ｋ ・Ｔ 生

ます。はかりなきいのちであ
りどころとなって下さるので

穫を得るためという当てでも

相にぶつか りました。

に聞こえ、骨に響く。ただそ

っていたします。来月先、来

本当にどうにもならなくな

祖師聖人の仰る専修念仏、

す。

り光である お働きです 。
それは万人いや一切の生き
とし生けるものに働いている

年先まで視野に入れて、仕事

った時、ああ、もう一度生き

に現われて来て、この妄念妄

苦しみ悩みの状況が自分の上

と光を「知らない」ゆえに、

ゆる「当てにならないものを

を一応当てにしながら、いわ

なお様々なこの世の物や事柄

を真 の依りどこ ろと知って も 、

ただしかし、南無阿弥陀仏

と聞きながら、この世のもの

共にあり、汝を抱いている）

声を南無阿弥陀仏（我、汝と

南無阿弥陀仏であり、そのお

どこまでも真の依りどころは

聞 きつつ生き るというこ とは、

祖師聖人は「もっぱらこの

甚だ難しいことであります。

思いまするに、信心の相続も

じられるばかりであります。

けるぞ」の仰せがしみじみ感

もう何処へやらで、ただ「助

た訳でもありませんが、今は

光輝くような慶びがなかっ

往きたく存じます。

さん、松並さんの後を慕って

まま、末席ながら先生や無相

れだけ で他に何 もありませ ん。

世間の様々なもの、我が身、

をしたり人と交わったりする

選択本願念仏とは「唯」であ

いのちそのものでありましょ

我が心、それらに依りかかっ

てみようかと今こうして生き

う。この御いのちの上に私た

のであ ります。

ていた私が阿弥陀仏を真のよ

ります。無上正真道、念仏の

ちは生まれ、生き、死んでい

ているのは聞其名号の一念が

りどころ とさせて頂 くのです 。

身体のことも配慮しながら生

執を長々と繰り返しているの

一応当てにしながら」生きて

は当てにならず仮のものと知

行に奉へ、ただこの信を崇め

そういうことで、お金とか

くのでありますから、一切衆

その上でこの世を生きるので

きるのですが、しかし仏法を

大道をこの凡夫の身と無明の

生の存在の土台であり、根源
す。

起こっ たからであ ります。

です。

です。

いるというのが、凡夫におけ

らされつつ、この世のことを

ただこの阿弥陀仏のいのち

こうして苦悩の世界にいる

る念仏生活ではないでしょう

よ」と仰り、松並さんや無相

（了 ）

私たちに、有難いことにアミ

大事にしながら生きるのが凡
この世に生き、この身をも

さんは、流れるまま、ただ聞

か。

さり、喚びかけて下さってい

って生きている間は、お金や

夫の 仏教生活で ありましょ う。

ダ仏はご自身を露わにして下
るのです。それが南無阿弥陀

仏になられたお方が衆生救済

手前の菩薩です。またすでに

す。弥勒菩薩は仏になる一段

それらを含めて菩薩といいま

全では無く 仏への途 上のお方 、

度開いてもその覚りがまだ完

お方、あるいは覚りをある程

ら、覚りを未だ開いていない

お方のことです。菩薩ですか

の完成に向かって歩んでいる

Ｄ「仏に対して菩薩とは覚り

いますか」

Ｎ「では仏と菩薩とはどう違

のことで す」

Ｄ「ええ覚りを完成したお方

味では ないので すね」

Ｎ「仏とは死んだ人という意

ちの ことです」

は、十方三世にまします仏た

とです。十方三世の無量慧と

成したお方のことで、仏のこ

Ｄ「量り無き覚りの智慧を完

Ｎ「乗 じて、とは 」

方です 」

仏はその覚りを完成されたお

こ とが覚りと 云われてい ます。

ノママをその通りに覚知する

とも云います。この真実アリ

リノママの世界ですから真如

かような一如の真実は真実ア

死を平 等に見て いる智慧で す。

憎の煩悩がなくなって、生と

なる一事象と覚りきって、愛

りの智慧とは、生と死は平等

れが迷いというものです。覚

愛し死を憎んでいますが、こ

生と死を別々に捉えて、生を

う真理のことです。私たちは

滅）は一つの事実の裏表とい

また生死一如とは、生死（生

見る ような智慧 のお方です ね。

ら、いわば宇宙全体を自己と

ったのが仏ということですか

一如といい、それを完全に覚

の一切が一体であるのを自他

ゆる、自分と自分以外（他）

されることが多いです。いわ

理は自他一如・生死一如と表

実・真理のことです。その真

Ｄ「一如とは仏の覚られた真

が、時々耳にするのですが、〈Ａ

Ｎ「ところで話は変わります

られ るのです」

く尊いお働きである、と讃え

私たちの思いの及ばない有難

お働きは、不可思議で、到底

なり〉とは、そういう諸仏の

のを随縁と申します。〈不思議

状況（縁）に随ってなされる

その活動はそれぞれの衆生の

れて 下さること を摂化とい い 、

Ｄ「衆生を教化して仏道に入

は」

Ｎ「摂化随縁不思議なり、と

満道平等といわれるのです」

全に得ていているので二智円

道（覚り）を平等にしかも十

ことです。諸仏はこの二智の

手だてで働いて下さる智慧の

生を救済しようとさまざまな

してやりたいと働きだし、衆

や嘆きから解放して同じ仏に

みや悲しみに共感し、苦しみ

如くに覚知して、衆生の苦し

の智慧は一切の衆生を自己の

のこと、権智とは、自他一如

実の如く悟った智慧そのもの

というのは仏道を完成するた

智慧を得た菩薩でも、菩薩道

Ｄ「ですから、たとえ覚りの

がい はあり得る のです」

ませんから、偏見や認識まち

足の凡夫であることは変わり

信心の行者といっても煩悩具

起こり得るということです。

うことは煩悩や偏見・邪見が

しないでしょう。しないとい

いるかぎり一部であって全現

の徳を表すのは、身をもって

かし、その智慧がこの世でそ

の智慧に連なりましょう。し

ょうから、信心の智慧は覚り

ておられるという点では仏の

無いでしょう。ただ信心を得

が円満しているということは

せん。ですから先ほどの二智

せんしいわんや仏ではありま

されたような菩薩でもありま

得た大学者でも、煩悩が浄化

はありません。いかに信心を

うであっても、別に不思議で

かりません。しかしたとえそ

どういう事情であったかは分

Ｄ「そうした行為が、実際は

うなことが起こるのですか」

十 方 三 世の無 量 慧

のために菩薩の地位に下られ

Ｄ「一如の真理を悟り真理に

師やＢ師のような大先生であ

めに、仏法の学びだけでは無

＊

の国家主義に同調されるよう

な経験を積み重ねていく道で

く、様々な学問を修め、様々

Ｎ「そ うですか 」

な発言をされたり、時には差

あるとも説かれています。い

さと

る菩薩もあります。法蔵菩薩

順じて働いて下さることでは

り名師であるお方が、戦時中

智慧を頂いておられるのでし

や観音菩薩などです。このよ

ないでしょ うか」
Ｎ「 二智円満道 平等とは」

別的な発言もされた〉と聞か

わゆる論理学、医学、天文学、

とら

うに、菩薩の意味は多義的で

Ｄ「二智とは実智・権智とい

されますが、どうしてそのよ

す」
Ｎ「おなじく一如に乗じてぞ、

って、実智とは一如の真理を

（ 和讚 問答 ）

十方三世 の無量慧
おなじく一如に乗じてぞ
二智円満道 平等
せ つ け
摂 化随縁不思議なり
（浄土和讃）
（現代語訳）あらゆる諸仏は
同一に真如の理によってさと
ごん

りを開き、権・実の二智を円
満し、菩提の仏果は平等であ
って、しかも衆生を救うため
には、機縁に随い、差別があ

＊

って、測り知られない）（名畑
応順訳 ）
＊
Ｄ「このご和讃は諸仏のお徳
を讃歎され た内容で す」
Ｎ「十方三世 とは」
Ｄ「十方は、東・西・南・北
・南東・北東・南西・北西・
上・下の十方で、あらゆる方
角のあらゆる場所が十方世界
でこれは空間的、そして三世
とは、過去世（前世）・未来世
（来世）・現在世の三世でこれ
は時間的で、時間空間の全体
を 十方三世と 申します」
Ｎ「無 量慧とは 」

とは」

報道が完全に規制され一方的

きないですね。戦前のように

積まなければ正確な判断はで

でのフィールドワークなども

という学問だけで無く、現地

況判断にしても政治・経済学

えば、この世界の政治的な状

いと、いわれています。たと

学なども修めなければならな

自然科学から、経済学や政治

び続けていく、それ全体が聞

しい判断がなされるように学

ってくる情報にも偏らない正

せていただきつつ、外から入

何が真実であるかをよく聞か

受けます。ですから聞法して

どのマスコミの影響をもろに

日々読んでる新聞やテレビな

Ｄ「そうなんですね。ことに

民の 判断は誤り やすいです ね 」

そうですから、私たち一般庶

が信心であるとも言われる。

る、あるいは立つこと、それ

事実そのもの、その事実に帰

先だって今ここに生きている

あるいは、何時でも思いに

あると。

―を引き受けることが信心で

かあるいはいのちの事実とか

今ここの事実―因縁の事実と

思い通りにならないような

であ る。

らは十万億土の彼方に去るの

ろうか。足元の事実は自我か

ぬ身」にぶつかるのではなか

除五逆誹謗正法の私」「助から

「出離の縁あることなき身」「唯

が絶対 的否定に あうのであ る 。

たか。ここにおいて自我の知

血の涙を流したのではなかっ

めた者がこの鉄壁にぶつかり

れを信心の智 慧という。

「事実」を知るのである。そ

ってはからずも言うところの

いうのである。この信心によ

届いて下さる。それを信心と

の大悲がお念仏を通して私に

であり大悲の塊であって、そ

御名が事実なるアミダの現行

続けて下さる。この本願力の

たしかに宗教理論としては

はよく話され る。

いであると、大谷派の法話で

るとか帰るとか知ることが救

っている身の事実を引き受け

以上のように、思いに先だ

はあるのである。この矛盾を

いる主体のところにこそ事実

できない。むしろ対象化して

ある。ところが事実は対象化

の知は対象化してしまうので

事実といっても、私（自我）

如来といい、いのちといい、

して捉 えようと する知であ る 。

自我の知はすべてを対象化

てはじめて仰せが聞こえるよ

は如来の大悲心の働きによっ

えのが十八願であるが、それ

そのままお助けの仰せと聞こ

二十願。称えているお念仏が

って「念仏一つ」になるのが

これがどうにもならなくな

は十九 願の話であ る。

という話で終わるなら、それ

実に帰れとか事実に立てなど

ろうと思います。ですから判
断に偏りや誤りがあり得るの
でしょう。又その人の気質や
幼い頃から受けてきた教育の

信心夜話

とら

信心を智慧といい。智慧と

成り立つのであろうが、ここ

自我からは超えることが不可

うになるのであって私の知性

ことを不幸 と思っている 。

な報道の中で、戦地の実際状
法生活 なのです ね」

影響、また厳しい弾圧の影響

は「事実を知る」智慧である

でいう「気がつく」
「うなずく」

能なの である。

だから、事実を知れとか事

況を日本の書斎の中だけで判

も当然ありましょう。ですか

と云うような話を聞く。そし

「帰る 」
「引き受ける」という、

（了）

ら正確で正しい判断をするこ

て以下 のように説 かれる。

断することは難しいことであ

とは容易なことではありませ

それが自我である私から可能

生の願を建て、本願成就して

し、永劫修行をされ、念仏往

三月三日 。福井別院 。２ 組門徒研修会 。

〈遠方法話予定 〉

（了）

信心は、思いを越えた事実を

なのかどうか。自我なる私の

名号となり、これを諸仏を通

十時 より十 二時半。 法話・座 談。

によって では無い。

Ｎ「そうすると、たとえ名師

知る、事実に立つ、事実にう

知（知る能力）でそのような

して衆生に聞かせ、さらに衆

三月七日。名古屋市。高畑聞法会館。

なぜ阿弥陀仏が、五劫思惟

とか高僧といわれるお方でも

なずく、事実に気がつく、な

事実に目覚める、うなづく、

生の念仏にまでなって聞かせ

こうした 言葉は簡単 であるが 、

自己の判断に於ては錯誤はあ

どと言われる。「生かされてい

引き受ける、というようなこ

信心とは〈思い〉ではない 。

り得 るのですね 」

る身の事実に気がつく」こと、

ん」

Ｄ「ええそれは十分にありえ

十時よ り十二 時半。法 話・座 談。

それはそういう事実に働い

会。一 時半始。

て下さ るのか。
むしろ自我の知とその事実

て下さっている大慈大悲の光

三月十七日 。姫路市 。西源寺 。一時始 。

とがで きるのか どうか。
また、思いは自力であり、

の間には、鉄壁があるのでは

明そのものが、衆生の力（自

これが 信心だと 。

仏法が身についても、自分の

事実は他力であるとも言われ

ないか。この鉄壁にぶつかる

ましょう。ですからすこしは
判断は誤りやすいことはよく

る。

と、 おっしゃっ ています」

も偏った見方をしかねない〉

ません。親鸞聖人さえ〈自分

幸せと思い、都合の悪くなる

いの、都合のよくなることを

心に生きていて、私たちの思

そして、私たちは思いを中

ないか。古来真剣に救いを求

き身」と言われたお言葉では

人の「いずれの行も及びがた

のではなかろうか。それが聖

御名を示して、私に喚びかけ

たまいて、おん自ら形を現し

実にあうことは不可能と知り

我の知）では到底真実なる事

可）
。逮夜よ り逮夜。

六月十三日～十五日。福井別院（宿泊

十 時より十 二時半。 法話・ 座談。

五月九日。名古屋市。高畑聞法会館。

三月十日。石川県小松市。興宗寺婦人

自分に自覚しておかねばなり

Ｎ「秀れた知識人や高僧でも

