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《盂蘭盆会法要》

八 月 十日 （ 金 ）

午後二時始まり

＊

ナンマンダーを繰り返してい

＊

最近、ある仏教雑誌を読ん

たそうです 。誰かに 罵 ら れて

質に合っていてリズム感が素

＊

でいましたら面白い記事が出

嫌な気持ちになったら「ナン

して「ああ、ありがたや、あ

晴らしい、と師は言われる。

＊

ていました。それは禅宗（曹

マンダー、ナンマンダー」と

りがたや、ナンマンダ、ナン

む。考えない方法として宗教

間はつぎつぎ考えるから苦し

師は禅宗のお方だから「人

いの老師さ んです。

された方で、現在九〇歳ぐら

の貫首さらに曹洞宗管長まで

板橋師 は曹洞 宗 本 山総持寺

派のためなどと考えていない

私は真宗の坊さんだとか、宗

それで「ははあ、なるほど、

んだ」と言われたそうです。

つから真宗の坊さんになった

で、そのことを言ったら、「い

務庁の偉い禅宗の坊たちの前

それで総持寺に居る頃、宗

ない家庭でした。それなのに

ダー」の雰囲気なんか一つも

の家）は臨済宗で、「ナンマン

家は曹洞宗だし、嫁ぎ先は（師

です。というのは、母親の実

ど聴いたことがなかったそう

の口から「ナンマンダー」な

そうです。師はそれまで母親

ンダ、ナンマンダ」と言った

如来法蔵様は称えやすくたも

いだしたまいて」とある如く、

すくとなえやすき名号を案じ

『歎異抄』には、「たもちや

リズムではないでしょうか。

というより人間の体質に合う

それはおそらく日本人の体質

ます。その通りだと思います。

質に合うと板橋老師は言われ

ナンマンダーは日本人の体

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

洞宗）の板橋興宗禅師（一九

唱える。そうするとグチグチ

がある。神様が私をみそなわ

けれど、人はそう見る」と気

何故か、死ぬ最期になって意

ち易い行いは何かを思案され

ののし

二七年生）のインタビュー記

マンダ、ありがたや、ナンマ

しておるから、その神様に全

がついて、それで「ナム」に

識が衰弱してきた時に「ナン

て、その結果「ナムアミダブ

だ

てをお任せする。あるいはナ

したり「無心無心大無心」な

マンダー」が出て来た。意識

ツ」を取り上げられて私たち

と

考える ことが途 絶える。

ンマンダーと唱える。また坐

どとやったりしたけれども、

が衰弱していても法衣を着た

に「これを称えよ、これをた

じ

禅して自分で考えない方法を

やっぱり「ナンマンダー」が

息子が分かったのでしょう。

もてよ、与えるぞ」とお勧め

そう じ

実践するなどである」と言わ

一番自然に声に出て来る。そ

「ありがたや、ナンマンダー、

下さった。ですからナンマン

と唱えるこ とにしたそ うです 。

ンマンダー、ナンマンダー」

てしまうので、ある時から「ナ

中につぎつぎに考えごとをし

た時のこと。母親が師の顔を

手県の釜石の病院にかけつけ

母親が危篤だというので、岩

そうです。十四年くらい前に

そしてこんなこともあった

という語呂の良さ、七〇〇年

でいいと思う。「ナンマンダー」

派を超えて「ナンマンダー」

たのは 、
「ナンマンダー」は宗

それで師がつくづく思われ

その考えをおっかけなくして

れ考えるから苦しむ、念仏は

う。

から現われた行でありましょ

はなくて、如来法蔵様の智慧

を組んできた方ですが、坐禅

そうしたら、いらぬ考えがそ

見たとき、母親は息子という

も言い伝えられた日本人の体

き とく

れ以上続かなくなってこれは

ことは分かっていて、師に対

板橋禅師は、人間はあれこ
いいということで、しばしば

とつ

れま す。

れは親鸞聖人云々の問題じゃ

ナンマンダー」と自然に出て

ダーは人間が考え出した行で

そして師は、数十年間坐禅

ないで すと。

来た。

そうとうしゅう

事でし た。

人の本 質に合 う 念 仏

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

えておれば、ノイローゼの一

ダーナンマンダをしゅっ中称

に違いない。実際、ナンマン

確かにそういう功徳がある

如来法蔵様は単に人間の心理

「本願の念仏」であります。

えを追 っかけな い行でもな く 、

易行でもなければ、自分の考

ただ、真宗の念佛は単なる

ことによって神様との交わり

という名をしばしば繰り返す

派には「キリエ・エレイソン」

もあります。キリスト教の一

にしているグループがいくつ

世の中には、唱名を宗教行

てまつる」（和讃）という意味

捨てざれば阿弥陀となづけた

の意味で、しかも「摂取して

は量り無きいのちと光の働き

かせよ」であり、〈阿弥陀仏〉

の命（おおせ）、すなわち「ま

帰命という意味で「帰せよ」

南無阿弥陀仏の言葉そのもの

本質に合っているとともに、

この南無阿弥陀仏は人間の

と現れ たたもう 行でありま す。

が「ここに汝とともにいる」

ります。同時に如来様ご自身

う如来の行（はたらき）であ

くれる行だ と言われる。

つも直るのではないかと思わ
をしていこうという行がある

れる。
仏をお勧めくださるのではあ

「キリエ・エレイソン」と

中の人にそのまま称えられる

状態を安らかにするために念

カトリックの神父で先年亡
りません。如来様は私たちに

は「キリスト・我をあわれみ

ですから南無阿弥陀仏は、

可能性のある称名だと思いま

が普遍的な真実を表現してい

くなられた井上神父はフラン
「称えるばかりで必ず浄土に

たまえ」という内容だそうで

量りなきいのちと光の仏であ

す。

を表していて、「汝を引き受け

スで数年間厳しい修道生活を
生まれさせる」と誓われ、称

す。ただこれはやや唱えにく

るアミダ仏が「私にまかせな

ですから縁があればだれに

ようです。

されて日本に帰ってこられた
名念仏を往生の行と決定され

いですね。しかもどこまでも

さい、助ける」と私に喚びか

でも、「困ったら南無阿弥陀仏

ますから、世界中の人が称え

が、西洋のキリスト教は日本
たのです。ですからお念仏は

人間の側の修行としての行で

けてくださっている言葉で有

る、助ける」との救済意志を

人には肌が合わないと実感さ
この誓いの通りに私たちを浄
す。

てしかるべきものです。世界

れ、日本人にキリスト教を土
土にいたらしめたもう行であ

表し ています。

着させるにはどうしたらいい

慕われて本まで出版されまし

して、一切衆生をして無上大

・不可説・不可思議にましま

「この如来の尊号は、不可称

文意』に、

間がラーマ神の名を唱えて神

は唱え易いですが、これも人

ズー教の行もあります。これ

マ」と繰り返して唱えるヒン

神様の名前を「ラーマ・ラー

大悲の御 名でありま す。

行であります。まことに大慈

れ行じてくださる如来様の現

くて、アミダ仏が私の上に現

もはや人間の側の行では無

しょう。

如来法蔵様の悲しみでありま

状です 。もったいないですし 、

なくなっているのが今日の現

当の真宗門徒がお念仏を申さ

と称えてみませんか」とお勧

た。その井上神父は晩年、南

般涅槃にいたらしめたまう、

との交わりを深めようとする

実際、ナンマンダーは称え

り声であると親鸞聖人は教え

ります。親鸞聖人は『唯信鈔

無阿弥陀仏ならぬ「南無アッ

大慈大悲 のちかいの 御ななり 。

人間の修行としての行です。

やすい行であり、持続しやす

あるいは「ラーマ」という

かを課題に されました 。

バ」と称えることにキリスト

この仏の御名は、よろずの如

「南無妙法蓮華経」は経の名

い行であり、どこでもだれで

めしたいぐらいです。ただ、

教の信仰 は結帰する 考えられ 、

来の名号にすぐれたまえり。

を唱える行ですが、これもナ

も行じることのできる行であ

てくださいま す。

「南無アッバ」「南無アッバ」

これすなわち誓願なるがゆえ

ンマ ンダーほど 唱え易くな く、

りつつ 、「そのままなりで我に

その中で法然聖人を非常に

と唱名されていたとのことで
なり」

しかもなお人間の側からの行

まかせよ」と救いをつげたも

はつねはん

す。

と仰せくださっています。こ

であり ましょう 。
その声に於て「この南無阿弥

午後二時始まり

九月二十二日（土）

《秋季彼岸会》

（了）

ッバ」と読んでいたと言うこ

れがお念仏の中身です。です

アッバとはイエスが神を「ア
とで、アッバとは「お父さん」

から一声称えて、一声聞く。
え

南無阿弥陀仏は漢字ですが

という 意味だそう です。
き

原語はインドの梵語です。梵

父なる神に南無（帰依）す

陀仏で汝を 涅槃に至 らしめる 」

ね はん

る信仰をこの唱名に表された

語の意味から押さえていきま
すと普遍的な意味を表してま

との誓願を 聞くのです 。
そういう広大な誓いが掛け

いります。親鸞聖人はそこを

のでしょう。もし井上神父が
浄土教に先にであっておられ

られ ているナン マンダーで す 。

はっきりさせて、〈南無〉とは

たらさぞ「ナンマンダー」を
有難く 思われた ことでしょ う。

じ

ゃ

く

じ

ょ

う

思います。この和讃に対して

Ｄ「ええ、そういっていいと

れた のでしょう ね」

かる〉と、非常に喜び満足さ

全に感得し 、〈これで衆生は助

Ｎ「釈尊はアミダの本願を完

しょうか 」

と感じられたからではないで

衆生を平等に救う功徳がある

本願を感得され、本願は一切

なってアミダ仏の大慈大悲の

Ｄ「アミダ仏とお心が一つに

れたのです か」

Ｎ「なぜ、光輝くお顔になら

れるから でしょう」

深く静かな状態になっておら

実に全く一つになって非常に

Ｄ「アミダ仏という絶対の真

寂定 といわれる のですか」

Ｎ「なぜ禅定といわれずに大

いる状態の ことです 」

が静かで集中し一つになって

いておられるのですか〉と問

今日はどうしてそれほど光輝

Ｎ「それで阿難は〈お釈迦様、

Ｄ「え えそう伺 います」

開 かれたので すね」

説く縁が阿難の問いによって

ると感得されたので、それを

仏こそが万人の救いの法であ

Ｎ「弥陀の名号・南無阿弥陀

こうと されるの です」

Ｄ「アミダ仏の本願名号を説

Ｎ「そ の説法と は」

す」

仏となって説法されることで

Ｄ「釈尊がこの世に生まれて

でましま す〉という のは」

Ｎ「〈説きたまわんとて世に出

れたとの思し召しでしょう」

説く縁が熟したために光輝か

であり、いまこそ本願の法を

かんがために世に出られたの

アミダ仏の本願名号をこそ説

てことに勝 れてまし ますのは 、

Ｄ「釈尊の境地が日頃と違っ

ですか 」

Ｎ「これはどういう思し召し

かたち なり〉と 」

勝れ、めでたくましますおん

に出でましますこと、ことに

るとまで いわれるの ですね」

れむ、その心からの問いであ

深い智慧によって衆生をあわ

Ｎ「釈尊は、汝の問いは汝の

と思 います」

とまでは感じてはいなかった

を開くほどの大事な縁である

の問いが一切衆生の救いの扉

しておられたでしょうが、こ

り輝いておられると迄は認識

境地に居られるゆえお顔が光

は、釈尊は今日は素晴らしい

Ｄ「ええそう思います、阿難

びっくりされ たのでしょ うね 」

Ｎ「阿難は釈尊に誉められて

寿経の釈尊 のお言葉 です」

れるのです。これは仏説無量

問えり〉と阿難を誉めておら

て衆生を愍念してこの慧義を

深き智慧・真妙の弁才を発し

まつるところ、甚だ 快 し 。

に対して〈阿難よ。問いたて

ましょう」

れるというほどの意味があり

葉を通してアミダ仏が説法さ

ましょう。いわゆる釈尊の言

し出されるという意味があり

心が釈尊を通してこの世に映

えと言うよりはアミダ仏のお

Ｄ「ええ、この経は釈尊の教

ですね」

Ｎ「それが仏説無量寿経なの

るのです」

ミダ仏のお心を衆生に説かれ

釈尊はアミダ仏に代わってア

がそのまま釈尊の心に映り、

一つになってアミダ仏のお心

て、釈尊はアミダ仏のお心と

Ｄ「ええそうですね。こうし

ぎ

（ 総額二三二０００円）
以上の皆様方より御懇志を賜りました。大谷派（東）本願寺の方に納
めさせて戴きます。有難うございました。

懇志者名（敬称略）
青 木宏 克 赤 股一 夫 秋常 芳子 浅野真 由美 足立美明 幾代 禮四郎 石川 紀美子
伊東清 志 井上守 今村 光志 岩谷龍 岩 田能一 植田節美 小澤ちづ子 小畑住子
香 川郁 夫 加藤 忠 鹿野良子 萱島 聖志 川端靖雄 窪ナ ル子 古賀智敏 児 玉
慶 子 佐 藤孝 幸 下野 誠二 下野 知恵子 新保 弘吉 寿賀晴剛 関宥 江 谷 村往世
津田 衛一 郎 寺 坂典 子 土居 令子 長井 一江 中 川政 二 中 野タカ 子 中村 千和
男 中村暢 明 中 村穂積 中村 ホミ子 中村 幹夫 中村美登 子 中山 緑 七
村 文子 西塚祥 子 野 原佳子 長谷 川満 泰 京 子 濱 秀子 林 久司 原
崎佳水 福井 靖弘 前田ふ くの 増成和 輝 町 百合子 宮伊勢子 三宅真知子
宮野 勲 宮 野エイ ミ 宮 野純孝 宮野 道子 室塚良 治 森野茂治 山下絹子
山 下東洋 栄 山 下征洋 横田 ミチ子 吉岡 正人 吉田徳子 吉ノ薗睦枝 亮
木与志 山下悦子 石田君代 能戸昇志 塩出省吾 福村義明 石田豊司

《二〇一七年度東本願寺基金御懇志報告》

え

こころよ

宗祖は左訓しておられます。」

われたの ですね」

おこ

Ｎ「どのように注釈されてい

Ｄ「ええそ うです」

み んね ん

るのですか 」

Ｎ「この問いがきっかけで釈

ほ

Ｄ「〈静かに静かにましますこ

尊は本願の名号を説かれるこ

（ 和讚 問答 ）

と、ことに日頃に勝れましま

とに なったので すね」

（了 ）

したもうゆえは、ただ阿弥陀

Ｄ「ええ、それで釈尊は阿難

大 寂 定にいりた まい
じゃくじょう

大寂 定にいりたまい
こうげん
如来の光顔たえにして
阿難の恵見をみそなわし
も ん し え ぎ
問斯恵義とほめたまう
（現 代語意訳）
釈尊は大いなる静かな三昧の
境地に入 られ諸仏と 念じあい 、
アミダ如来のお心と一つにな
って、お顔が光輝かれた。そ
れを見て阿難は〈今日釈尊は
今までにない素晴らしい境地
に入っ ておられ るに違いな い〉
と感じて思わず釈尊に「どう
してですか」と問われた。そ
れをご覧になって、釈尊は尋

心が集中して深

ねた阿難の智慧をおほめにな
った。
（語 句）
大寂定ーー

い境地に入り、アミダ仏のお
阿難が深い智

心と一 つになるよ うな三昧
問斯恵義ーー

慧でもって釈尊に問うたこと

Ｄ「定とは禅定のことで、心

Ｎ「 大寂定とは 」

の名号を説きたまわんとて世

月号よりの続きです。太字の

相師臨終法話注記』からの七

（Ｔ・Ｓさんの所感『木村無

Ｔ・Ｓ氏からの便り

信心であると初めて戴けたの

ればということが「ニセ札」

心というモノを受け取らなけ

願でありました。我が機に信

わが機の上に掛かり切りの本

りました。迷いに迷っている

さよ」と知らされることであ

がること「本願のかたじけな

「弥陀の願心」にただ頭が下

係もなかったのでした。ただ

心がなければまたそれ故の我

言え我に絶対無能の自己の深

お 諭 な ので ありまし た。とは

「自性唯心に沈めり」という

法があると勘違いすることを

のです。我が心に何か信心仏

信心も仏法もテッポウもない

別れです。従って我には一切

ないのです。あれば本願とお

ん。我々凡夫の側には信心は

よ」のほかに信心はありませ

いことになり、助からぬこと

ないのなら、仏になる因は無

では信心を獲ることが出来

可能だとの仰 せである。

は極めて難しい、要するに不

の側から獲ようとしてもそれ

仰っておられる。信心は人間

楽まことに獲ること難し」と

しかるに宗祖は「真実の信

と尋ね まわるの である。

うし たら信心が 獲られるの か 」

一向に信心は獲られない。「ど

中に〈まるまる引き受けるで、

ところが、南無阿弥陀仏の

助ける」の仰せと聞くのであ

の声について「助からぬ汝を

無阿弥陀仏を称えつつ、念仏

との大悲のお誓いである。南

するに「助からぬ者を助ける」

南無阿弥陀仏のいわれは要

え、南 無阿弥陀 仏と聞く。

はこの南無阿弥陀仏を口に称

しめたもうのである。私たち

お 便 り

部分は無 相さんのお 便り）

です。弥陀の願心であるゆえ

がための弥陀の願心であった

になりはしないか、という疑

まかせてくれよ〉の大慈大悲

法信⑯より 〈ニセ札信 心〉

るよう に聞くの であろう。

聞其名号のところにいつしか

の仏心がこ もってい るゆえに 、

威力に由るがゆえなり。博く

大悲心が凡心にとどき、信心

さとし

「善信が信心も上人の信心
に「善信が信心も上人の信心

と思い知ることがなければ「本

問が当然 起こる。

＊

も一つなり」。こうした「他力
も一つなり」と頷けるのです。

願のかたじけなさよ」はいた

＊

の信心」その中身は弥陀の「願
絶対の金剛の弥陀の信心であ

る。初めは自分に言い聞かせ

心」、弥陀そのものであるとい

だけません。

大悲広慧の力に因るがゆえな

歓喜の信心が回向されるので

ところが続いて「如来の加

ります。

り」と仰せられるのである。

ある。そこでは〈聞くままが

（続く）

ってよく、我々のいわゆる「信

信心はアミダ仏の大悲の力に

信〉で ある。

じ心」といったものではない

「信心まんじゅう」のあん

由って私たちに起るのである

法蔵菩薩は一切衆生を平等に

他力回向の真実信心によっ

よ

よ

てのみ、そくばくの業を持ち

こは、中身は、弥陀の智慧、

如来様の大悲の願力は光明

仏にしたもう法を成就し、そ

法信⑯の続き〈信心まんじゅ

続ける身ということも思い知

大悲の願心のことなのです。

「しかるに常没の凡愚・流転

と名号として私たちに働いて

れを回向するはたらきを成就

のですよ。

らされ、このようなもの、こ

それで 、
「御信心をいただく」

の群生、無上妙果の成じがた

くださる。光明は万人を照ら

してアミダ仏になられた。す

信心夜話

のような無信無仏法、逆傍闡

ということの実際は実質は「仏

きにあらず、真実の信楽実に

し、諸仏善知識のお説教とな

べての衆生を救える法を成就

う〉

提の身はただ念仏のほかなし

智」をいただくこと、「弥陀の

獲ること難し。何をもっての

って私たちに聞かせてくださ

されたゆえにアミダ仏になら

くいらないのですよ。天下に

アミダ 仏は全能者 ではない 。

と信じ思い知らされるのであ

切なる願心」をいただくこと

ゆえに。いまし如来の加威力

る。だから本願の教法を聞く

れた。それを南無阿弥陀仏と

よ

今一つは名号で、如来は光

られ耳に聞 かしめて くださる 。

心」というようなモノガラが

とあります。「信心獲得」とか

明だけでなく名号（お念仏）

私たちはそれを聞き受ける（聞

通用しない「ニセ札」なので

「信心を得よ」とか聞いて、

でもって私たちを救おうとさ

其名号）か、聞き捨てるかだ

と。

るから、普通に「信心信心」

で、「助けんとおぼしめしたち

に由るがゆえなり。博く大悲

ことは光明に触れていること

して与えようとはたらいてく

親鸞聖 人のお言葉 に、

と思っているような信心は全

ける本願」のほかに別製の「信

広慧の力に因るがゆえなり」

になっ ているので ある。
☆私思う 。本当の信心とは「弥

なんとか信じたい、信心を得

れる。お念仏をおすすめにな

けである。今今といつでも救

（信の巻）

☆私思う。今まで我が心に信

陀の切なる願心」をいただく

たいと、信心を獲ることを自

り、私たちにお念仏を称えさ

いはこ こに来て いるのであ る。

あるの ではないの ですよ。

心というモノを得なければ悟

ということ。つまり「法の信

分の仕事のように思って、信

せ聞かせていく。聞其名号せ

す。

らなければと思い違いをして

心」を信知せしめられるとい

心を獲よう獲ようとするが、

ださって、私たちの口に称え

いました。私の方には何の関

うこと「本願のかたじけなさ

