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えも都合が悪ければ拒絶しか

《念佛寺永代経法要》

四月二十二日（日）

午後二時始
か ず え
西 川 和 榮 先生

が、あなたはそんな親にどう

捨てているような親がいます

心」を浅ましいと感じるのは、

度を「罪」と感じ、「浅ましい

ただそういう罪深い心や態

う親にどう声をかけますか」

「そうい

そこで

聞く私たちは「アミダ仏は私

けて下さっています。それを

法話

声をかけますか」と問われま

人間の 良心であ りましょう し、

と尋ねられても、「こう答えま

たちとともにいて下さる」こ

のです。

した。その時、日頃そういう

それはことに聖賢の教え、身

す」というような適切な言葉

ねないので す。

場面に直面することのない私

近には仏の教えによって知ら

とを知ら されます。

逆に言えば、自分のそうい

阿弥陀仏とお念仏が申されて

ただそんな中でふっと南無

きいのちであり光であって、

アミダ仏は大悲ある量りな

（ 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

には言葉が見つかりませんで

は浮かび ません。

う悪しき心が我が心の中にあ

くる。そこに、そういうやり

そのいのちは万物を貫き、個

うな心をもっているのだろう

るのを知らず、慚愧も懺悔も

きれない自己中心の心を抱え

々の人を貫き、私も人もその

じゃ ま

と感じたの でした。
「自分にとって役に立たな

ないままであったり、かえっ

ている私たちを大悲して下さ

なかにいることをほのかなが

さん げ

い、大きな負担になる、自分

て他者を批判していることも

っているお方がましますとい

「アミダ仏は私たち万人と

ざん ぎ

の幸せに邪魔になる」そうい

当然あ りましょ う。

ちに声をかけて下さっている

ともにまします」と言うこと

らも知 らせて下さ います。
仏教の教えにであって、我

ということ、それを知らされ

しまっている場合は希とはい
えないでしょう。そして時に

執我愛の根性がはびこってい

それが本当なのだなあ」と教

は子を見捨てて犯罪にまで及

深く浅ましい自分だ」と知ら

子を見捨てるような親にも、

えられ るのです 。

を聞かされ「私にはほのかに

そして、そういうような子

され るのではな いでしょう か。

またその親と同じ心を持って

私たちは個々別々のいのち

ます。

を見捨てる心は、傍観してい

もし教法にあわなかったら、

いる私たちにも、ともに等し

ではなくて大きな量りなき大

る自分であり、それゆえに「罪

るような私たちにも悲しいか

自分の心の奥に潜んでいる自

く南無阿弥陀仏と喚びかけて

しか感じられないけれども、

な同じようにあるのではない

我愛の深さには気づきにくい

見 捨てられた ような子に も、

でしょ うか。

悲のいのちの中にあるのだと
であれば、障害者の子を持

煩悩が深くて、自分と他者

かにしか感じられなくても。

下さっている。そのお声が口
自分の都合の良いことをひ

つ親で自分の子供を心で見捨

アミダ仏は南無阿弥陀仏の

と思われ ます。
たすら求め、都合の悪いこと

てている親がいたとしても、

言葉となって私たちに「我、

いうこと、それを肯定せざる
を避けてばかりいて、常に自

それを責める気にはなれない

汝らとともにいる」と喚びか

から耳へ南無阿弥陀仏と現れ

分の楽を求めて止まない凡夫

し、ただ悲しいことだと思う

をえないのです。たとえかす

の自我の心は、自分の子供さ

て下さるの です。

ぶこともあ るようです 。

うこと。南無阿弥陀仏と私た

う我が子を心理的に見捨てて

ただ、私もその親と同じよ

されるの でありまし ょう。

もつ子の親で、自分の子を見

Ａさんから「重度の障害を

共にま し ま すアミ ダ

http://nenbutsuji.info/

の美醜、財産の有る無し、い

の善悪や能力の有無、体や形

の間に溝を作り、人を、行い

そし てそういう 親に対して 、

と声を かけて下 さっていま す 。

悲のいのちのが南無阿弥陀仏

がともにいて下さり、その大
身にも貫徹しているのであり

なく、それを見ている自己自

いのちはただ外にあるのでは

弥 陀の 浄 土に 帰 しぬれば

価してし まいます。

いによって人を見てしまい評
大悲のアミダ仏はまします、

も、「あなたにもお子さんにも

実際には声をかけられなくて

いるのでしょう。それは人間

大なるいのちの働きが貫いて

色も形も違いますが、一つの

リンゴとナズナとは表面の

すなわち諸仏 に帰するな り

弥陀の浄土 に帰しぬ れば

を全人生のより処にし、死し

Ｄ「アミダにであい、アミダ

Ｎ「〈帰しぬれば〉とは」

（和 讚問 答）

人それぞれの違いにとらわ
南無阿弥陀仏と喚びかけてま

に対しても同じであって、人

一心 をもちて一 仏を

て帰る領域とさせていただく

ましょ う。

かん てつ

わんや学歴や家柄、などの違

れて、全ての人に働いている
します 。抱いて下さっている」

の姿形はみな違いますが、同

ほむるは無碍人をほむるなり

ことで ありまし ょう」

でありまし ょう」

大悲のいのちに目が塞がれて
ということを、自分にも人に

じいのちが働いておりましょ

ふさ

しまうのです。違いをこえた
も知りたいし知ってほしいと
う。

またげられずに、アミダ仏は

かわらず、そうした煩悩にさ

者を見ていない私たちにもか

しかるに、差異的にしか他

ので はないでし ょうか。

い社会を作ってしまっている

しょう。このゆえに差別の多

う、それほど煩悩が深いので

れぞれの形にとらわれてしま

して思えば 、リンゴという「個

からないままでしたが、今に

が何を意味するのか、よく分

いる」と言われました。それ

して、「じっと見るようにして

が机の上にあるリンゴを指さ

せて頂きました。ある時、師

し、お膝元に二ヶ月余り居ら

法寺に佐々木蓮麿師をお訪ね

若い頃、大分県臼杵市の善

そういう困難を破って少し

ひっかかってしまうのです。

別々の実体感覚や差別感情に

らではないでしょうか。個々

まって目が塞がれてしまうか

人の態度などにとらわれてし

も好き嫌いや人の美醜やその

難しいと思うのは、どうして

いのちを感じることが非常に

な人に対してこうした平等な

ただ〈静物〉ではなく身近

Ｄ「まず弥陀はアミダ仏、浄

とは」

Ｎ「〈弥陀の浄土に帰しぬれば〉

諸仏を讃歎するのである。）

一仏を讃歎するのは、同時に

あり、他力の一心を以て弥陀

るのは即ち諸仏に帰するので

切仏であるから、弥陀に帰す

りは平等であり、一仏即ち一

現代語訳（あらゆる仏のさと

Ｎ「たとえば、どういうお方

は 理解したい と思います 」

たちのことであると、ここで

るいはアミダに目覚めたお方

今は私は、もろもろの仏とい

はいろ いろな理 解がありま す。

Ｄ「諸仏ということに関して

Ｎ「諸仏とは」

Ｄ「ええそ うです」

れるのです ね」

る〉ことにもなるのだといわ

げ

平等な大悲のいのちに気づか
思いま す。

私たちと共にいて下さる。大

物」に、目に見えない大きな

ずつでも「いのちの平等感」「大

土はアミダ仏の浄土のことで

ですか 」

（ 浄 土和 讃 ）

ないのです。平等ないのちを

いなる大悲のいのちの中に私

不可思議ないのちが躍動して

いなる大悲のいのちにともに

すが、アミダ仏とその浄土は 、

Ｄ「十方世界に諸仏はおられ

Ｎ「そのことが、〈諸仏に帰す

たちはおかれている、それが

いる、そのいのちを感じよう

生きているという実感」に導

寿命無量・光明無量のお働き

ましょうが、そういってもな

ほのかに知らされても、人そ

極めて大事な事だということ

としておられたのだと思いま

いて下さるはたらきがあると

を表されたものです。このお

かなか実感しにくいので、仏

垣根 かな」

ひざ もと

を教えられ肯定せざるを得ま

す。芭 蕉の有名 な句に

すれば、お念仏として現れて

働きを主体的に表されたのが

教の歴史の中で申しますと、

なずなはなさ

薩、世親菩薩、その他、大小

の真実に触れたお方たち、あ

いのち（寿命）と光（光明）

の覚りを開かれたお方と言え

＊

われる仏とは普遍的なアミダ

せん。その大いなるまことが

「ふとみれば

下さるアミダ仏であり、アミ

アミダ仏、場所的に表された

諸仏として身近で著名なお方

名畑応順師訳

一声の南無阿弥陀仏にご自身

く

ダ仏との交わりをより深くさ

のがアミダの浄土といえまし

では、まずお釈迦様、龍樹菩

の無量なるお働き（アミダ）

＊

を露わにして下さっているの

というのがありますが、これ

せて頂くほかには無いように

ょうから、弥陀の浄土とは、

やく どう

です。

も同じく不可思議ないのちの

思 います。
ると 思います。
この不可思議なはかりなき

（了 ）

働き、輝きを感じた一句であ

重い障害を持てる子にもそ
の親にも、私たちにも、大悲
のいのちはかりなきアミダ仏

仏 といってい いのですか 」

Ｎ「なぜアミダに触れると諸

ってもいい と思いま す」

れるでしょうから、無数とい

うし未来にもたくさん出現さ

在にもたくさんおられましょ

ダに触れたお方は過去にも現

んおられると伺います。アミ

学者だけでなく、外にたくさ

くなりましょう。宗教家や哲

を含めるとともっともっと多

ダに触れたお方は名もなき人

ょうか。その他いわゆるアミ

も入れてよいのではないでし

の優れた思想家や宗教家など

ラなども入りましょう。西洋

テスや孔子や老子、シャンカ

有名な人ではイエスやソクラ

Ｄ「そうではないと思います。

Ｎ「仏教の方々だけですか」

いえる でしょう」

大師や道元禅師なども諸仏と

ありましょう。あるいは弘法

人も私たちから云うと諸仏で

ましょう。法然聖人や親鸞聖

の聖者や賢者が入り、その方

うと浄土の祖師方以外の無数

なさいました。そして広く伺

や聖徳太子などの諸仏に帰依

依され、同時に釈尊や七高僧

か。親鸞聖人はアミダ仏に帰

ら連なるのではないでしょう

諸仏に帰依することに自ずか

からアミダに帰依することは

も自ずとなりましょう。です

て帰した真実に帰することに

するということは諸仏が触れ

普遍的で不変的な真実に帰依

Ｄ「ですから、アミダという

仏に帰 する、と いうのは」

Ｎ「ではアミダに帰すると諸

と伺 います」

想や宗教となっていったのだ

と思います。それで色々な思

違いによっても表し方は違う

その人の性質や時代や環境の

る深さによっても違い、また

しょうし、またアミダに触れ

Ｄ「表し方はそれぞれ違いま

表さ れたのでし ょうか」

れた人が同じようにアミダを

ことは諸仏をほめることにな

Ｎ「アミダ仏のお徳をほめる

を 讃える言葉 ですから」

ことでしょう。無碍人とは仏

Ｄ「無碍人とはここの諸仏の

むるなり〉とは 」

Ｎ「そのことが〈無碍人をほ

です」

は讃歎行だと云われているの

Ｄ「ええそうです。称名念仏

るのですね」

たたえていることになってい

とがアミダ仏のお働きをほめ

難い〉とお念仏申しているこ

無阿弥陀仏を聞いて、〈ああ有

Ｎ「南無阿弥陀仏を称え、南

いわれ るのです 」

をほめたたえている行いとも

お念仏申すことがすアミダ仏

りましょう。南無阿弥陀仏と

のずとほめたたえることにな

信心はアミダ仏のお助けをお

アミダ様なればこそ〉という

仰せを聞いて〈ああ有難い、

信じる信心です。アミダ仏の

Ｄ「一心とはアミダの本願を

ほむる〉とは」

て私は真実にふれることがで

Ｄ「ええ、それは〈いかにし

しょ うか」

ですが、その点はどうなので

実の表し方が違うということ

Ｎ「諸仏によって普遍的な真

を得ない でしょう」

の聖賢たちを諸仏と仰がざる

思えば、信心の智慧に於て世

ダに帰すことが出来たことを

へと 促 さ れ、育 てられ、 アミ

ことによって、私たちも真実

れ、それを表現して下さった

もともろの聖賢達が真実に触

をもっと 広い立場で 伺うなら 、

讃えずにはおれません。それ

感ぜずにはおれず、有難いと

の御恩やお徳を〈有難い〉と

迦様とか七高僧とか親鸞聖人

目覚め、それを説かれたお釈

お徳を讃えることは、それに

阿弥陀仏と称えてアミダ仏の

Ｄ「身近に申しますと、南無

おっし ゃって下さ い」

Ｎ「それをもう少し具体的に

ること になると 言えましょ う 」

のお徳を〈尊い〉とほめ讃え

もろの仏さまたち（無碍人）

なくて 、真実他力にであって 、

これが単なる「思い」では

い」「ハカライ」に過ぎない。

るなら、それは要するに「思

もしそれに留まっているとす

というか 、知的理解というか、

か。なおそこにそういう解釈

いうと、それはどうであろう

とが信心そのものであるかと

すが、このように受け取るこ

からの味わいとしては結構で

ましょう。ただ、それは信心

のお話自体はその通りであり

などとよくお聞ききする。そ

が出来る。これ他力である」

る。血液が流れて下さる。息

「心臓が何十年も動いて下さ

のであ る」とか 、あるいは

が浄土に生まれさせて下さる

のおかげである。この本願力

お育て下さった。これ本願力

ようになり、仏法を聞く身に

るようになり、お念仏を申す

た者が掌を合わせ、お寺に参

信心夜話

Ｄ「諸仏はそのような普遍的

たちの目覚めた真実とその教

るので しょうか 」

きるか〉に関わる非常に大事

その上の味わいなら、それは

こう ぼう

な真実の働きにであったお方

えを敬 うことに なりましょ う 。

Ｄ「実際、南無阿弥陀仏のお

な事柄であって、私は何を選

結構なことだと思う。聖人も

て

ぎょうしん

え

時々 、
「仏法聞く気の無かっ

であり、であった真実を仏教

それを〈諸仏に帰する〉と受

助けを〈ああ有難い、尊い〉

ぶかということは地に足を付

え

ではアミダ仏とか大日如来と

け取ることができるのではな

とほめたたえることは、その

き

か〈空〉とかと表現されます

いでしょう か」

「た また ま行 信 を 獲 ば、遠 く

うなが

が、他の宗教や思想では神と

けてよく考 えねばなり ません 」
量なるいのちと光）にふれほ

られている。行信の上から、

よろこ

普遍的な真実であるアミダ（無
Ｎ「では〈一心をもちて一仏

めたたえることですから、そ

ここまでお育て下さった如来

かブラフマンとか〈道〉とか、
さまざまに名づけられて呼ば

をほむるは無碍人をほむるな

の真実に触れて説かれるもろ

宿 縁 を 慶 べ 」（ 教 巻 ） と 仰 せ

れる のでしょう 」

り〉の〈一心をもちて一仏を

（ 了）

Ｎ「ではそういうアミダに触

である。念仏（行）の信心を

こまでも「行信を獲ば」なの

である。けれども、それはど

の御恩を慶ばしていただくの

（了 ）

信心とは言えないでしょう。

喜んでいるならそれは真宗の

的に理解し、理解したことを

拠である。ああ有難い」と知

まことあることなし。ただ本

しょう。人間の思いや知恵は

の信心をいただくことなので

弥陀に信知されることが弥陀

も悟りもいただけない盲目と

て浄土へ行くのでない。信心

☆私思う。何も信心いただい

むようになった子供の成長を

うなもので、母親は乳房を噛

「逆謗闡提の歯」が生えたよ

智疑惑 」するほど「疑いの歯」

っとる 」というようなもの「仏

からしてみれば「やっとるや

坊が噛むようなもので、母親

ら、言わば母親の乳房を赤ん

勝願とたてられたのであるか

南無阿弥陀仏はそのまま「助

願念仏のみが生死を超えて永

喜んでいられるかもしれませ

頂いて の上の感懐 なのである 。

蔵様ご自身の仰せであり、誓
願不思議であり、大悲そのも

か

ける」「引き受ける」の如来法

遠の智慧であると如来より信

んよ。

え

のであります。その仰せを聞

心をたまりたる善智識の言葉

お 便 り

いている端的には解釈も知性

（木村無相さんのお手紙）

「弥陀の願心が我が安心」。

☆私思う。もうここまで仏智

をただ 信じるだ けです。

（Ｔ・Ｓさんの所感『木村無

如来の願心をいただいた方々

Ｔ ・Ｓ 氏か らの 便り

いるままが本願他力に端的に
相師臨終法話注記』からの二

的理解も入りません。聞いて
触れているのです。「こう理解

はありません。ただただ南無

に見通されれば何も言うこと

人によって のみ通じる 。

阿弥陀仏と念仏申すしかあり

の言葉を信じよ。言葉はただ
一蓮院に香樹 院曰く

ません。我が助からぬと知れ

月号よりの続きです。）

「お前もう、あちこち聞き歩

たところが南無阿弥陀仏の弥

した」とか「こう受け取って

ってからでなく、メクラのま

かずに家にいて念仏申してい

陀の願心なのです。弥陀には

いう場合は、信心の味わいと

お力である。ああ有難い」と

連れて行って下さるのもこの

最終的には彼の土まで離れな

とり」となることであるから、

まうもので、結局は「自分ひ

人師といえども皆死んでし

（佛智 疑惑）

し」。
＊

なむあみだぶつをとなうべ

ねてもさめてもへだてなく

深く信ぜん人はみな

のであります。汝のその謗法

惟のもと本願念仏を悟られた

故に弥陀は五劫の苦しみの思

と変わることはありません。

の強固なことでは弥陀の本願

り無仏法であり闡提でありそ

しょうじ

しては大変結構なのですが、

いお念仏様によって、不審は

今さらわれわれが本願を疑

どうにもならぬ機に、汝相応

し ゅっ り

「こうなった、ああなった。

問題は世間出世間ともに念仏

おう と 逆 謗闡 提 の本 性、自 性

の弥陀願心の念仏の乳を飲め

には ないのです 。

＊

んま目アキの如来にただ念仏

なされ」。

何も隠し事ができぬのです。

＊

それゆえ、掌が合わさり、

してと「手を引かれて」「生死

親鸞聖 人いわく

我は十劫の昔から無信人であ

いる」とかいう解釈じみたも

仏法を聞くようになったこと

出離之境涯」無量光明土にま

「弥陀大 悲の誓願を

メクラの子は、目アキにな

を押さえて、「ここまでお育て

いらせていただけるのでしょ

のは「たのむ一念」のところ

下さったのは如来様の本願力

う。・・・・・

これは 本願力のお かげである 」

に聞思させていただくのが最

をチラチラ顕わそうと如来法

よと 。
「本願相応の念 仏と機」

せん だい

のおかげであり、私を浄土に

と知的に理解し納得しただけ

高最上だと思います。詳しく

蔵様におかれてはすでに十劫

（ 続く）

闡提の ナントモな らない機に 、

＊

〈遠方法話予定 〉

○三月七日 。名古屋市 。高畑聞法会館 。

十 時より十 二時半。 法話・ 座談。

○三月十日。石川県小松市。興宗寺婦

人会 。一時 半始。

○ 四 月 七 日 。 福 井 別 院 。２ 組 推 進 員 研

修会 。十時より十二時半 。法話・座談 。

○ 五 月 三 日 。 福 井 別 院 。２ 組 推 進 員 研

修会 。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 。

十 時より十 二時半。 法話・ 座談。

○六月十三日（午後）から十五日（午

後）
。福井別 院。法話 ・座談

＊詳し くは念 佛寺にお 尋ね下 さい。

【念佛 寺発行 書籍 】

㈠『木 村無相 ・お念仏 の便り』

㈡『松並松五郎念仏語録 』

㈢『真宗の念仏と信心』

㈣『真宗教学の諸問題』

㈤『仏に遇うまで』

三月二十二日（木）
午後 二時始まり

《春 季彼岸会 》

のことならそれは信心とはい

は念仏称え称え念仏そのもの

の昔にそれらの一切をつぶさ
に見抜き知り切っての上に「念

すが、当時の原文のまま引用しています。

メ クラ という 語は今で は差別語と されま

仏往生」の誓願を建立無上殊

ぎゃくほうせんだい

えますまい。いわんや「心臓

に聞くべし 。
（木村無相さんのお手紙）

が動く、血液が流れて下さる。
これは我が力ではない、仏様
に生かせていただいている証

