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《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

満之師は「私たちは神仏が存

が、真宗大谷派の先覚者清沢

こういう質問に関してです

す。

るのだろうか」という質問で

云えば「神仏はほんとうにい

か」と問われます。一般的に

ものが本当にあるのでしょう

あるいは極楽とか、そういう

があります。石には冷暖を感

と言っています。目の前に石

冷たいはないようなものだ」

感じる心の無いものには熱い

い冷たいはあるのであって、

じる意識があってはじめて熱

のではなく、熱い冷たいを感

「熱い冷たいは客観的にある

清沢師はそれを、たとえば

同じである といわれ るのです 。

いとアミダ仏はその人に活性

それを信じる心（信心）がな

思います。アミダ仏の働きは

あるいはこう言ってもいいと

人に無いのと同じでしょう。

ければアミダ仏の働きはその

働きはそれを感知する心が無

ら言えることは、アミダ仏の

たことか

こうし

浄土は顕現しないということ

浄土 を覚知する 心が無けれ ば、

きますと、浄土に生まれても

このことを更に展開してい

て働くの でありまし ょう。

実であり、その人の上に活き

においてはじめてリアルな事

宗教的事実はそれを信じる心

法話

在するから神仏を信じるので

知する心がありませんから、

化して こないと 。

のです。

はない。私たちが神仏を信じ

石には熱い冷たいはないでし

とっては仏も浄土も無いのと

るから、私たちに対して神仏

ょう。

楽は私たちに対して存在する

地獄極楽を信じる時、地獄極

信じるのではない。私たちが

極楽があるから、地獄極楽を

の人の上に働いているものも

気づくまいが、その働きはそ

うが知るまいが、気づこうが

一方、私たちがそれを知ろ

演奏で聴きました。美しさに

ティ―タ第２番」をピアノの

朝もスマホでバッハの「パル

音楽などもそうですね。今

は、このことなのでしょう。

とが一つに説かれていますの

を成就する（仏になる）こと

に生まれることと覚りの智慧

て浄土 は顕現す るのでしょ う。

覚りとは真実を覚知する心で

ハの音楽はあったとしても無

真実の覚りを成就する因が

圧倒されます。でももし美し
たとえば、地球の重力はニ

いのと同じです。音楽を美し

真実の 信心といわ れますから 、

あります。ことに物質的な働

ュートンが発見してもしなく

いと感じる心において音楽は

信心が無ければたとえ浄土に

のである」と言っています。

ても働いています。ニュ―ト

その人に活性化し、実在しま

生まれても浄土は知られない

すから、覚知する智慧におい

ンが万有引力の法則を発見し

す。机やイスにはそういう心

ままではな いでしょう か。

いと感じる心がなければバッ

ではここで清沢満之師はど

てもしなくても、リンゴは木

がないでしょうから、机やイ

きに いえます。

ういうことを言おうされてい

から地面に落ちるのです。私

スには音楽は無きも同然であ

るにあらず、信ずるが故に実

るかと言えば、アミダ仏も極

たちがたとえ知らなくても地

りま しょう。

なり」 と言われ るのです。

楽浄土もそれを感知する心（信

球の引力によって私たちの身

「仏がましますかどうかをよ

ですから信心が無いのに、

心）が無い場合には、仏や浄

体は地球の上に置かれてきた

そのように、神や仏という

土がましましても、その人に

要するに「実なるが故に信ず

でしょう。古来、真宗で浄土

（ 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

が存在するのです。また地獄

時々「仏（アミダ仏）とか、

仏の存 在と 信 心

http://nenbutsuji.info/

分かってから信じようとする

いでしょう。仏がましますと

探求しても、仏は確認できな

たら信じよう」といくら外に

して、お念仏を申しつつ、お

ない場合は、まずお念仏を申

言葉を伝えているかが分から

るお方が正確に親鸞聖人のお

それでもなお、説いて下さ

聞いていけ ば良いのです 。

といつまでたっても分からな
話を聞く。そうするとお念仏

く調べて、仏ましますと知れ

いままです 。

聞いて、ともかくも「自分に

えば、仏を信じた人の言葉を

ではどうし たら良いかと 言

うようになるのではないでし

のずと親鸞聖人の教えにかな

てお話を喜ぶようになり、お

無阿弥陀仏の有り難さを感じ

にぴったり合うお話なら、南

は仏は確認できなくても、こ
ょうか 。
なぜならお念仏は「浄土真

の人の 言うことは 間違いない 。
この人の言うことをまず信じ
実の行」であり「ただ念仏の

を引 き寄せて下 さいます。

仏の真実は真実に応ったお話

かな

みぞまこと」ですから、お念

てみよう」と一歩踏み出して
みることで す。
では「仏を本当に信じた人」
は誰なのか、という現実の問
題があります。ここがまた大
ともかくも信心において私
たちは生きたアミダ仏とであ

切な点 です。
中にはとんでもない「尊師」

うことができるのです。です
そして今回は詳しく申せま

から信心は 大切です 。

なる人に引っかかって自分の
人生を台無しにしてしまうこ
ともありま す。

心が私の上に起るのは自らの

せんでしたが、そのような信
私たちは幸いに開祖の釈尊

力でも無ければ、信心はまた
自らの心が生み出すものでは

がおられ、釈尊のお言葉に信
順されて救われた親鸞聖人が

ありません。アミダ仏の大悲
のお心が私たちに届いてはじ

ましますので、親鸞聖人のお
言葉に信頼することができま

めて信心が私の上に発るので
あります。
（了）

す。
そうすると親鸞聖人のお言
葉を直接に学ぶなり、あるい
は聖人の教えを正確に伝えて
下さるお方のお話を信頼して

き

申すばかりでタスケル〉と聞

くの です」

ブツと聞こえるでしょう。そ

Ｄ「ええ、今耳にナムアミダ

す ね」

Ｎ「これが本願の名号なので

Ｄ「その名号を聞くのです」

Ｎ 「ええ」

ツと聞 こえるでし ょう」

ミダブツが耳にナムアミダブ

Ｄ「ほら自分で称えたナムア

ミダ ブツ」

Ｎ「ナムアミダブツ、ナムア

さい」

Ｄ「今、お念仏してごらんな

とができ ますか」

Ｎ「どこでその名号を聞くこ

て聞く ことです 」

を南無阿弥陀仏の名号におい

を聞くとは、念仏往生の誓い

いです。ですから本願の名号

浄土に往生せしめる〉との誓

私たちに〈念仏申すばかりで

Ｄ「凡夫の私たちは自分の姿 、

んが」

Ｎ「なかなかそうは思えませ

る しかない者 であるから です」

込んでいく身であり、流転す

の凡夫であり、死の闇に入り

ならぬものであり、煩悩熾盛

助からぬ者であり、どうにも

Ｄ「現在の私はこのままでは

Ｎ「な ぜですか 」

す」

ミダ仏の驚くべき大悲なので

Ｄ「ええそうです。これはア

さっていることなのですね」

りでタスケル〉とお聞かせ下

は、アミダ仏が〈そのままな

Ｎ「ナムアミダブツと聞くと

て下さ る〉と聞 くのです」

〈ああ、このままなりで助け

アミダ仏の誓 いを聞くこ とは 、

えるばかりで助ける〉という

Ｄ「ええ、称えている私に〈称

ん

の名号において誓いを聞くの

自分の状況が如何なる状態で

も

です」

あるか分かっていません。そ

ょ

Ｎ「耳にナムアミダブツの音

んな私を罪悪深重にして流れ

し

が聞こえま すが」

転がっている者であり、そこ

う

Ｄ「単にナムアミダブツの音

から出られない生死の凡夫で

ょ

Ｎ「ナムアミダブツと称えて

いる声を聞くところに〈念仏

申すばかりでタスケル〉と聞

を聞くのではなくて、ナムア

あると、徹見して下さってい

くのです ね」

ミダブツの音声において、念

るのがアミダ仏です。そのよ

（ 和讚 問答 ）

信心歓喜慶所聞
きょうしょもん

信心歓喜慶 所 聞
ないかい
乃 曁一念至心者
南無不可思議 光仏
ず め ん
らい
頭 面に礼したてまつれ
（浄 土和讃）
現代語訳（誓いの御名を聞き、
信心歓喜して、ああ有難いと
せめて一念でも喜ぶ人は、助
けたもう南無不可思議光であ
るアミダ仏に頭面を御足につ
＊

けて礼したてまつれ。）
＊

Ｄ「〈信心歓喜慶所聞〉とは信
心歓喜して聞くところを慶ぶ
という意 味です」
Ｎ「何を聞くのを慶ぶのです
か」
信心歓喜〉と説

Ｄ「それは無量寿経の下巻に
〈聞其名号

かれているように、名号を聞
くとこ ろの慶び です」
Ｎ「名号 とは」
Ｄ「本願の 名号です 」
Ｎ「本願と は」
Ｄ「念仏往生 の願です」
Ｎ「 念仏往生の 願とは」
Ｄ「アミダ仏の誓いであって、

仏往生の誓いすなわち〈念仏

すからその南無阿弥陀仏を聞

Ｄ「ええそうですね。それで

のです ね」

仏とお聞かせいただくことな

さり助けて下さる南無阿弥陀

て、そんな私を引き受けて下

からぬ私と知り抜いて下さっ

ブツと聞くということは、助

Ｎ「そうすると、ナムアミダ

いるのが南無阿弥陀仏です」

今ここに喚びかけて下さって

んで下さって救い主となって

うな私を大悲したまい、哀れ

く、アミダ仏の大悲の真実心

自らの力で起こったのではな

あ有難いという一念の信心は

即ち信心の人のことです。あ

心のことで、至心を頂いた人

至心とはアミダ仏の真実心の

Ｄ「信心者という意味です。

Ｎ「〈至心者〉とは」

なひと思 いです」

て、身の髄に浸むというよう

い込むとかいうものとは違っ

普通のいわゆる考えるとか思

現するのは難しいのですが、

このひと思いというのは、表

かせてくれよ（帰せよ）と仰

Ｄ「まるまるタスケルからま

Ｎ「帰命 せよとは」

仏だか らです」

で、帰命せよとの不可思議光

Ｄ「南無とは帰命と言う意味

ですか」

Ｎ「なぜ南無がついているの

たえられて いるので す」

こでは南無不可思議光仏とた

ちたまえるアミダ仏ゆえ、こ

う不可思議な救いのお徳をも

議で有難いことです。そうい

うことも出来ないほどの不思

ということは、思うことも言

に居て「太陽は照らしていて

閉め切った真っ暗な部屋の中

さんとふりそそいでいても、

と、ちょうど外は陽光がさん

ましょう。ただ、ややもする

原理的にはその通りであり

など とお聞きし ます。

はすでに浄土 の中にいる のだ 」

助かっているのだ」とか「私

救いの中に いる 」
「私はすでに

らときどき「私はもうすでに

真宗をよく学んでいる人か

るのであ ります。

ダ仏との生きた出あいが始ま

仏の光が入って下さり、アミ

いながらも扉が開いてアミダ

び続けて下 さってい ます。

アミダブツとたたき続け、喚

外からナムアミダブツ・ナム

称えられ耳に聞かされて、真

念仏となって、私たちの口に

だけです。

くと自ずから慶ばざるを得な
が悪業の凡夫の心に不思議に

せ（命）下 さることで す」

＊詳し くは念佛寺 にお尋 ね下さい 。

天講座（午前六時）。午前十時より座談。

○七月三十一日。福井別院。二組の暁

会館 。十時より十二時半 。法話・座談 。

○七月二十七日。名古屋市。高畑聞法

後）
。福井別院。法話・座談

○六月十三日（午後）から十五日（午

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 。

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 。

○ 四 月 七 日 。 福 井 別 院 。２ 組 推 進 員 研

〈遠方法話予定 〉

（了）

に喚びさまされて、遂に小さ

その南無阿弥陀仏の喚び声

っ暗に 閉じられた 心の部屋を 、

アミダ仏の光は具体的にお

いのです。ああ有難いと慶ぶ
も届いて信心となって私の心

信心夜話

心が信心歓 喜でありま す」

私はすでに太陽の光の中に居

るのだ」といっているような

に発起せしめられたのです。
Ｎ「〈頭面に礼したてまつれ〉

光で明るいけれども、閉じら

その人をここでは〈一念至心

き御恩のあるアミダ仏である

れた真っ暗な部屋の中に居て

Ｎ「では次に〈乃曁一念至心

から、敬い礼したてまつれ、

「太陽は世界を照らしている、

場合が あります 。

Ｎ「〈南無不可思議光仏〉とは」

との仰せです。体を屈し額を

私 はすでに光 の中に居る のだ 」

とは」

て〈ああ有難い〉とそのまま

Ｄ「南無阿弥陀仏のことです。

仏の御足につけての礼拝は、

とい っているよ うなもので す 。

者〉と言われるのです。一念

受け取るばかりで、アミダ仏

ここでは南無阿弥陀仏のお徳

今でも中国とか南方の敬虔な

その部屋に小さな穴が開い

者〉と は」

の摂取不捨のお助けの利益に

の不可思議なることを讃えて

仏教徒はそういう礼拝をして

てでも光が入らなければ、依

アミダ仏の光明の中に居て

あずかり、浄土への往生が決

南無不可思議光仏と言われる

います ね」

然として部屋は暗く、その人

Ｄ「額をアミダ仏の御足につ

定するのです。その受け取る

のです 」

Ｎ「頭面に礼したてまつれ、

は闇の中にしかいません。真

の真実信心（至心）を賜った

ひと思いを一念といいます。

Ｎ「なぜ不可思議なのですか」

とお勧め下さるのはそう敬わ

っ暗な無明の心に実際に仏の

Ｄ「これは乃曁とは〈いまし

それが一回だけでは無く生涯

Ｄ「凡夫が長々と修行して段

ずにはおれない不可思議光仏

光が入らないとアミダ仏はそ

も、信心がなければ、外は陽

反復しますので乃曁（乃至）

々と佛になっていくのなら、

ではないかとのお心なのでし

の人に活性化してきません。

けるほどに敬い尊ぶばれるべ

といって一念以上を含む意味

さほど不思議ではありません

ょ うね」

ただ「私は光明の中にいるの

人のこ とです」

を表されて いるのです 」

が、凡夫が凡夫のまま掌を返

Ｄ「ええそう思います」（了）

（一念に）およぶまで〉とい

Ｎ「一念とはひと思いなので

すように本願を信じる一念の

うことで、弥陀の本願を聞い

すね 」

信心で仏になることが定まる

だという思いや観念」がある

Ｄ「ええそうなのですが、こ

月号よりの続きです。）

相師臨終法話注記』からの三

（Ｔ・Ｓさんの所感『木村無

土井師が「無相上人」に問う

抄第９条」で問うたごとく、

唯円大徳が親鸞聖人に「歎異

ずじまいでありました。正に、

ければ無相師の大説法開かれ

のであります。この問いがな

シや」と問うてくだされたも

相師に「信後に疑惑アリやナ

☆私思う。よくぞ土井師が無

＊

かくのごときわれらがためな

たることなれば、他力の悲願

煩悩具足の凡夫とおほせられ

るに、佛かねて知ろしめして

ざるは煩悩の所為なり。しか

喜ぶべき心をおさへて喜ばせ

は一定と思い給うべきなり。

を喜ばぬにて、いよいよ往生

地に踊るほどに喜ぶべきこと

くよく案じてみれば天に踊り

唯円房同じ心にてありけりよ

らされれば照らされれば、弥

覚されれば信心されれば、知

自己の悪性が徹底されれば自

へ」

しく往生は決定と存じそうら

そ、いよいよ大悲大願は頼も

「これにつ けてこ

あやしく そうらひな まし」

んには 、煩悩のなきやらんと 、

ぎ浄土へまいりたくそうらわ

「踊躍歓喜の心もあり、いそ

鸞い わく。

わりに弥陀の本願がある。親

にお別 れです。

のがあれば仏法と真宗と永遠

我が身に信心自覚というも

う。

よ」があるばかりなのでしょ

はただ「本願のかたじけなさ

目当てなのです。ただ我身に

身と知らされたるが本願のお

せん。宿業の自覚ができない

我が機に宿業の自覚はありま

の願心 に照らさ れるからで す。

くのも「ただ念仏して」弥陀

悪人正機、悪人正客といただ

遂の誓願力」のゆえに千たび

後」に疑惑を起こしても「果

き下さって千たび万たび「信

誓願力はこの業煩悩の身に働

しょう。アアこのことであっ

ば永遠に理解できなかったで

はこの無相師の言葉がなけれ

の意味がわからなかった。私

私は 、今まで「歎異抄９条 」

我らは死ぬまで煩悩を成就し

沸かなければ凡夫ではない。

ある。真実相である。煩悩が

で沸くのが我が煩悩の實相で

煩悩に変わりはない。死ぬま

どんどん沸く。もちろん信前

信後であっても煩悩は沸く

ってもこの原則は変わらない

まで戦友なのです。信後であ

と俺とは同期の桜、地獄の底

切れない関係なのです。お前

ない関係なのです。切っても

けなさ」が離れぬに離れられ

我が煩悩と「本願のかたじ

らいしことを」であります。

なさよ」と「常に御述懐さふ

がるのです 。「本願のかたじけ

す。本願を妨げる悪も疑惑も

本願の仰せには悪も恐れずで

なせる業か はわかり ませんが 。

る功徳か十八願成就の功徳の

願の「果遂の誓い」のなさせ

との心強いお教えです。２０

仏に帰らせていただけるのだ

ても自然に弥陀の本願願心念

も万たびとも、疑惑を起こし

ば、信後といえども千たびと

・本願相応の機と知らされれ

一たび本願相応の願心念仏

＊

万たびでも、真如の門にただ

たのかと。いろんな先生方の

た身である。この身ゆえの弥

のです。信後に煩悩がなくな

あり ません。

果遂の誓い

念仏定散自力の信の念仏の身

解説を読んでも何かしらしっ

陀の本願である。この身に煩

れば信心もなくなります。本

かすい

に転落しても、果遂の誓いの

くりしなかった。しかし無相

悩がなくなれば弥陀の本願無

願もなくなります。

ける人はないのでないでしょ

（木村無相さ んのお手紙 より） 「親鸞もこの 不審ありつる に、

「定散自力の称名は果遂の
て下されたのです。この問い

りけりと知られて、いよいよ

陀の本願願心に自ずと頭が下

お 便 り

誓いに帰してこそ教えざれど
かけがなければ、仏法万年も

たのもし くおぼゆる なり」

誓願力は一生根気よくその果

師はなんと大胆におおらかに

用なり。悟っても悟らなくて

信心は生きたこの煩悩にか

うか。法も機もただ弥陀の願

ゆやく

も（他力）自然に真如の門に
の間、竜宮に沈み閉じたまま

Ｔ・ Ｓ 氏か らの 便り

転入す る」

遂のお言葉通りにこの私を疑

明快にお示しして下さる。我

も煩悩は死ぬまで我が身と一

かった生きた弥陀の本願願心

心本願相応の世界の内なので

我に信心悟りというものがあ

ふる

れ給わぬのであります。疑惑

れば弥陀の本願もなくなり救

がそうではなく、一生果遂の

でありました。無相師の説法、

惑仏智を晴らしてくださるの

々は煩悩成就の人間である。

心同体であります。この身に

大悲なのです。本願相応のわ

す。正に無相師は還相の菩薩

ただ一回だけ「果遂の誓い」

です 。

これは死ぬまで煩悩成就させ

弥陀の本願が南無阿弥陀仏と

が機なのです。無信疑惑のわ

様でありま す。

天にとどろ き地を震わ すです 。

ヒトタビ「ただ念仏の身に

ていただくのである。これが

なり給いて迷いに迷い疑惑に

が機にかか った本願な のです 。

は働くだけのように思われる

して下された」ところに帰ら

わが姿の真実相である。如是

疑惑を起こしてもますます離
こんな私に、故に、だけに、

迷い心配いらず、これ我が本

いもお助けもなくなります。

であ っても同等 に煩悩は沸 く。

されて下さるのであります。

相である。

き疑惑を信後に起こしてもお

懸けられた本願名号であった

性の実相なり。地獄一定のす

（次号へ続く ）

こんな素晴らしい言葉を吐

千たびでも万たびでも親に背
見捨てはないのであります。

のだ。 親鸞いわ く。

