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「人生の一大事」
佐々木蓮麿
蓮如上 人は
「ワレラガ今度ノ一大事ノ
後 生」
と仰せられました。また上
人の門侶道宗さんは自分を
誡め励ますために二十一ヶ
条の厳しい箇条をつくって
いまし

懈怠 になる 心を厳し く 誡 め
てゆかれましたが、その第
いのち

一条に 「後生 ノ一大 事、 命

ノアランカギリ油断アルマ
ジキコト 」
と銘記 してお られま す。
ところが、ここに後生と
ある言葉を死後の問題とし
て受けとり易いのですが、
実は死に直面した場合の心
がまえのことであります。
次に一大事とあるのも、人
生における一つの大事と解
し易いのですが、実は人生
において、ただ一つしかな
い大事ということでありま

『近代教学と伝統宗学の接点』を出版。

私家版で出版しました。ご入り用の方がございま

人間として本当に心から安

す。一言にして申しますと、

でしょう。深く自己を反省

と不安は老人のみではない

はできません。この淋しさ

淋しさと不安とを除くこと

とに受けとり易いのであり

しますと、すぐに死後のこ

せん。後世とか後生とか申

磨の金言でなくてはなりま

と申されたは、実に千古不

住職

心しようとするならば、な

するならば、いかなる富豪

ますが、実は今日只今の一

したら、お送り致します。

んと言っても、まず死の問

も権 力者も 同じであ ります 。

す。かように考えてゆきま

の夢は臨終の夕べに醒めま

夜明けに醒めますが、人生

ありませんか。一夜の夢は

が五十年に延びただけでは

人生五十年は、一夜の夢

りませ ん。

っても、浮世の夢でしかあ

ても、また名誉を得たと言

っても、財を貯えたと言っ

いかに仕事に成功したと言

も生死の問題を解決して永

のためには、なんと言って

以外にはないでしょう。そ

も人生苦の根源を断ち切る

工では駄目です。あくまで

は、人間の知恵による小細

こうした悩みを解消する道

くのみではありませんか。

却って年を追うてふえてゆ

ません。解消するどころか、

人間の悩みは決して解消し

世の中とはなりましたが、

現代は科学が進み便利な

ける のです。

死も往生の喜びで受けてゆ

神的に幸福な生活を営み、

喜びを持つ人は、平生も精

なると信仰に生きて永遠の

ているに過ぎません。そう

えてみれば墓場への旅をし

また智者も学者も、深く考

いかなる権力者も富豪も、

喜びが得られましょうか。

ずして、どこに真の安心と

して「死」の問題を解決せ

なぜかと言えば、人間と

大事であ ります 。

すと、真の幸福者は死の問

遠の生命を獲得する以外に

題を解 決しな かったな らば 、

題を解決して永遠の生を自

うる

最近、私の知っている同

はない と思い ます。

トモ後世ヲ知ラザルヒトヲ

「八万ノ法藏ヲ知ルトイウ

九十才の老人でしたが、臨

でありました。その一人は

聞いて深い感激を受けたの

行の美わしい臨終の模様を
近来、老人の福祉問題が

愚者トス。タトエ一文不知

終に及んで枕辺に看護して

蓮 如上人が

やかましく言われています

ノ尼入道ナリトイウトモ、

いる息 子夫婦 にお礼 を述べ 、

はなりま せん。

が、いかに老人を大切にし

後世ヲ 知ルヲ 知者ト ス」

いたわ

て 労 っ て も、死期 の近づ く

々しく前進する人でなくて

覚し、日々希望を抱いて若

うことであります。死の問

題を解決せねばならぬとい

人 生の一 大 事

onet.ne.jp

（ 8 月は休みます）
○〈 念仏座談会 〉 8 月は休み
毎月 12 日午後 3 時始
○〈「聞名の会 」法話・座談〉
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○〈真宗入門講座〉（副住職担当）
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「信心決定ノヒトハ、ウタ

紙に

月に乗信房に送られたお手

親鸞聖人が八十八才の十一

得され たので ありまし ょう 。

仏力がいよいよ明らかに感

して の力が 衰えるに つれて 、

りました。おそらく人間と

微笑ながら往生したのであ

を引きとるときニッコリと

って往生したのですが、息

極、口もかなわぬようにな

人でしたが、これも老衰の

もう一人は八十五才の老

⑥「なんで私が仏さまになれ

ょうか？」

⑤「私たちは仏になれるでし

っているのですか？」

④「私たちはどんなふうに迷

か？」

③「念仏申すとどうなります

っておられますか？」

②「仏さんはどんなことをい

まはどんな仏さまですか？」

①「南無阿弥陀仏という仏さ

質問をされたそうです。

さんがご門徒につぎのような

富山県の大谷派寺院の住職

す。本願の働きを抽象的に説

ろから物語的に説かれていま

いわばアミダ仏の因位のとこ

きをその元にたずねる形で、

釈迦仏はアミダ仏の本願の働

量寿経の中に説かれています。

釈迦仏の説法すなわち佛説無

されているかと申しますと、

この本願の内容はどこに示

何かということになります。

の本願のお心、本願の内容は

心のこと、すなわち阿弥陀仏

か」という南無阿弥陀仏のお

とを仰せになっているのです

それは自分だけが悟って仏に

大な願いを起こされたのです 。

れたことのない世に超えた広

そして今までどなたも起こさ

か法藏菩薩と呼ばれています 。

ました。その名を法藏比丘と

になって悟りの道を求められ

如く捨てて、修行者（比丘）

位も名誉も財産も破れ草履の

り、非常に感動して、王の地

自在王仏の説法をお聞きにな

「遠い遠い昔、ある王様が世

すと、

す。その内容を簡単に申しま

です。それが佛説無量寿経で

そこに釈迦仏のご恩があるの

て明らかにお示し下さった、

アミダ仏の働きを言葉でもっ

のご本願を感得され、しかも

上覚）、それによってアミダ仏

この上ない悟りを開かれ（無

ありたい、また一たび浄土に

生という苦しみのない世界で

えば浄土には地獄や餓鬼や畜

げる浄土についての願、たと

して成就したいという、仕上

その浄土はこのような領域と

まれさせて仏にしたいと願う、

するには一切衆生を浄土に生

した。そして一切衆生を仏に

というような願を建てられま

が十方の諸仏に讃えられたい

とか、私の名（南無阿弥陀仏」

量・寿命無量の仏になりたい

いう願、たとえば私は光明無

はこういう仏になりたい〉と

一つには法藏菩薩ご自身が〈私

す。この四十八願の内容は、

るという確信をもたれたので

切衆生を仏にすることができ

願を成就することによって一

が四十八願です。この四十八

合掌念仏しながら安らかに

コソ愚痴無智ノヒトモ、オ
るのですか？」

いても私たちには伝わりませ

ほほえみ

往生 したの であり ます。

ワリモ メデタク 候」
と。

南 無 阿 弥 陀 仏の仰せ

と記されてありますが、私

ことに有り難く、また尊く

のお言葉を思い起して、ま

とき、この親鸞聖人の晩年

わしき臨終の模様を聞いた

ことをいっておられるか」と

ら、南無阿弥陀仏は「どんな

仏という仏さまのことですか

は①で申しました南無阿弥陀

こで「仏さんは」という仏と

述べてみたいと思います。こ

したので、今月は②について

先月号で①について述べま

しそれを説くことができるの

仏の本願の働きを本当に理解

覚れる仏にして初めてアミダ

知ることができるのは仏です。

苦労があるのです。仏の心を

できるか、ここに釈迦仏のご

て人々にお知らせすることが

救いの尊い働きを言葉で説い

うに表現すれば、アミダ仏の

ん。アミダ仏のお心をどのよ

前で発表されたのです。それ

師匠仏である世自在王仏のみ

ついにその道を見出されて、

五劫という長い間思案され、

案（五劫思惟）されました。

実現することができるかを思

す。そしてどうしたらそれを

な大悲の願を起こされたので

も仏になりたい、という広大

救いたい、それによって自分

なるのではなく、一切衆生を

土でありたい、などです。

な働きをする徳を成就する浄

く苦しみ悩む衆生を救うよう

迷える境界に 赴 いて限りな

そしてそこに生まれた衆生は、

を完成する世界でありたい、

浄土は衆生の滅度（さとり）

いう浄土にしたい、あるいは

境界に落ちることがないそう

か畜生というような苦しみの

生まれたらもはやまた地獄と

は今の二人の老同行のうる

感じたことでありました。

いうことになります。そこで

です。釈迦仏はご苦労されて

おもむ

（了）

「南無阿弥陀仏はどういうこ

浄らかな菩薩行（六波羅蜜行）

のような苦しみにも耐え忍び、

行であり、善き言葉を語りど

世の何ものにも執着しない修

怒りもなき修行であり、この

法藏菩薩のその修行は貪りも

りなき修行に入られました。

るべく兆載永劫といわれる限

そしてこの四十八願を成就す

こうして四十八願を起こし、

事な願であります。

れは私たちにとって非常に大

の願〉を起こされました。こ

れさせたいという〈衆生往生

切衆生をこのようにして生ま

そして、そういう浄土に一

どの高僧の導きによって親鸞

いては、曇鸞・善導・法然な

この願文をどう読むかにつ

させて下さる誓いなのです。

切衆生を平等に浄土に生まれ

という誓いです。この願が一

誹謗正法とをば除く 。
」

正 覚を取らじ。ただ五逆と

乃至十念せん 、もし生ぜずは、

て、わが国に生ぜんと 欲 ひて、

十方の衆生、至心に信 楽し

「たとひわれ仏を得たらんに、

示されています。すなわち

は四十八願の中の第十八願に

て一番大事な願ですが、それ

生往生の願こそ私たちにとっ

土に生まれさせてくださる衆

れば親を殺し、聖者を殺しか

法とをば除く」は「汝は縁あ

そして「ただ五逆と誹謗正

ます。

まる助ける」との誓いであり

のほかに何もいらない、まる

だ称えるばかりで助ける、そ

仏往生の願です。すなわち「た

けものにしてまで誓われた念

薩ご自身の正覚（成仏）をか

を取らない」という、法藏菩

うなら、この法藏は正覚（仏）

もし汝が浄土に生まれないよ

声なりとも念仏申すばかりで、

れは「たった十声なりとも一

じ」との誓いであります。こ

ん、もし生ぜずは正覚を取ら

れるかというと、「乃至十念せ

往生の願を根柢にして至心信

す。すなわち第十八願は念仏

心信楽の願〉とも仰せられま

と領解されて第十八願を〈至

んと欲え」というお心である

「至心信楽して我国に生まれ

八願にあると見られ、それは

でも成就しようとのお心が十

の念仏往生の願を信じる心ま

願のこのお心に分け入り、こ

更に親鸞聖人は深く第十八

であります。

てくれよ〉とお勧めになるの

じて浄土に生まれると安心し

〈どうかこの真実の誓いを信

ずは正覚を取らじ」であって、

が「乃至十念せん、もし生ぜ

い 、〈まるまる助ける〉の誓い

き者をこそ助けずにはおかな

て信心として成就せしめたい

広大な大悲心を衆生に回 向 し

大悲を聞かせることを通して、

は正覚を取らじ」の底抜けの

「乃至十念せん、もし生ぜず

正法と をば除く 。
」と知らせ、

そういう者に「ただ五逆と誹謗

信じることもできない者ゆえ、

そこで、念仏往生の誓いを

じる）力もないのであります。

ます。本願念仏の船に乗る（信

る信心を起こせないのであり

ませども、それを真実に信じ

ち念仏往生の願（力）がまし

い私たちであります。すなわ

ではお助けの船に乗る力もな

なりません。しかし自分の力

乗らなくては私の助け船には

るから」といわれても、船に

す」

もうアミダ仏になってましま

生を救う働きを永劫に続けた

の昔に仏になり、現に一切衆

薩は一切衆生に先立って十劫

通しが完全について、法藏菩

就し、一切衆生が救われる見

一切衆生が救われる功徳を成

が国に生まれるとおもうてく

真実だから疑わずに信じて我

て」とは「念仏往生の誓いは

して、我が国に生ぜんと欲ひ

菩薩の仰せです。「至心に信楽

きとし生ける者よ」との法藏

すと、「十方の衆生」とは「生

十八願を分かりやすく申しま

その聖人のご領解に沿って

私たちの現実の相は救われ難

お示しくださるのであります。

て生きている姿をはっきりと

ちに、私たちが真理に反逆し

ような者か全く無自覚な私た

のです。すなわち自分がどの

たちの罪深き姿を指摘される

救われがたき身である」と私

とに仏法を否定してやまない

五逆の罪を造る身であり、こ

せん。迷いの海の中でアップ

ては我が身の救いにはなりま

が、この救いを受け入れなく

に既に働きかけられています

まるまるのお助けが私たち

なり」と云われています。

「行と信とは御ちかいを申す

いるのです。宗祖はご消息に

願には行も誓い信も誓われて

られるのです。いわば第十八

楽の願をも誓われていると見

とお聞かせくださるのであり

名を称えるばかりで助ける」

現し聞かせることです。「我が

あり、ここでは与えるとは表

向とはめぐらし与えることで

向心と受け取られました。回

大師などのお導きを通して回

あり、このお心を宗祖は善導

に生まれんと欲え」のお心で

したもう思し召しが「我が国

と誓われたのです。その回向

おも

ざっとこのような法藏菩薩の

れよ」との法藏菩薩の私たち

き罪深き身であるとお知らせ

え こう

本願とその成就が無量寿経に

に対するお勧めのお心、中心

ひほう

し ん ぎ よう

を行い、その功徳を衆生に与

聖人は第十八願を深く領解な

ねず、十悪を日々造るような

し ょ う がく

えていく、こうした行を尽く
されました。

ひほう

していかれたのです。そして

説かれています。

大悲を私たちに回向し聞かせ

ます。アミダ仏はアミダ仏の

の大船が来て 、「乗れよ、助け

アップしている私たちに救い
そしてそのような救われ難

くださるのです。
そして何を信ぜよと仰せら

は「信ぜよ」であります。
さて、一切衆生を救うて浄

に乗らせていただくのであり

ります。こうしてお助けの船

信ぜざるを得なくなるのであ

のお心が衆生に届いて本願を

ころに、極まりなき大慈大悲

の願心を聞く（聞其名号）と

ら起るのではなくて念仏往生

もあります。信心は私の心か

の願を信じる信心の出どこで

けの願であると共に念仏往生

ります。念仏往生の願はお助

って成就してくださるのであ

向する（欲生我国）ことによ

は、念仏往生の願の大悲を回

助けたいという至心信楽の願

はお示しくださいました ｡
念仏往生の願を信ぜしめて

てくださるのであると、宗祖

私の心に届かせて信心となっ

て、これを通して大悲の心を

知らせくださらなくては私の

たちに聞かせてくださり、お

願が働いていても、それが私

条件に救いたもう念仏往生の

でしょう。もし一切衆生を無

なんという不思議なおてだて

かせてくださるのであります。

た名号を私たちに回向し、聞

って念仏往生の願心のこもっ

化しています。第十七願によ

向心は第十七願となって具体

願であります。欲生我国の回

聞かせたいとの願いが第十七

仏の名号として衆生に回向し

念仏往生の誓いを南無阿弥陀

向してくださるのです。その

ことによって大悲の願心を回

聞かせてくださる（聞其名号）

念の念仏（南無阿弥陀仏）を

は念仏往生を誓われた乃至十

ちに何一つ要求はないのであ

ます。仰せぎりであって私た

ける」の一句の勅命に収まり

は「まるまる引き受ける」「助

ら十八願の「タノメ

助ける 」

メ」「マカセヨ」です。ですか

大悲の心を表す言葉が「タノ

たちの方へ何も要求されない

というのではありません。私

ら助ける、まかせたら助ける

この「タノメ」は、たのんだ

の仰せであります。けれども

十八願は「タノメ、タスケル」

ママナリデ助ケル」ですから、

るばかりで助ける」は「ソノ

の仰せであり、「我が名を称え

「マカセヨ」であり「タノメ」

ぜよ」は「信頼せよ」であり、

念）ばかりで助ける」の「信

楽）、我が名を称える（乃至十

るのです。そして、その助か

からぬ者よ」と切ってくださ

かる自力の計らいの手を「助

私たちの方から助かろうとか

ださる言葉です。このように

たちの計らいを離れさせてく

からん身だぞ」と知らせて私

い か ら 除 か れ て い る 者 」、「 助

だ除く」とは「汝は仏法の救

のませ てくださる のです 。
「た

ミダ仏の「お引き受け」をた

見限らせることによって、ア

れさせ、救いなき身と自分を

自分へのたのみ心、それを離

ろう、信じて助かろうとする

って助かろう、たのんで助か

いるのです。それゆえ、分か

ずに自分の能力をあてにして

アミダ仏のお助けにお任せせ

り、なろうにかかって容易に

しかもお聞かせくださる念

て南無阿弥陀仏はお知らせで

らぬ者をこそ助ける南無阿弥

心が届いて私たちが念仏往生

仏往生の願心は南無阿弥陀仏
「助からぬ者」なるがゆえ

あり、お知らせぎりであり、

ります。私たちはこの仰せを

の願を信ぜざるを得なくなる

という一句、極めて端的な一

に、「助からぬ者を助ける」と

それを聞くばかりであります 。

救いにはなりません。

のは本当に不思議です。これ

句に縮まって仰せくださるの

仰せられます。

ます。アミダ仏の大慈大悲の

に関して蓮如上人は「いかに

です。ややこしい、長たらし

なぜ「ただ五逆と誹謗正法

このようにして第十八願に

陀仏であるぞと、無窮の大悲

不信なりとも、聴聞を心に入

い仰せではありません。極め

とをば除く。」と言われるのか

一切衆生を阿弥陀仏の本願の

「聞く一つ」であります。

れて申さば、御慈悲にて候う

て端的な仰せ、すなわち勅命

と云えば、私たちの心は憍慢
そこで、南無阿弥陀仏の仰

自分の能力をたのみにしてい

であって我が身の姿を知らず、

ります。

ださる救いを表されたのであ

働き一つでまるまる助けてく

聞く一つで助かるのです。

を知らせてくださる。こうし

あいだ、信をうべきなり」と

であります。

では念仏往生の大悲の願心

せとは、第十八願のお心であ

て、どこまでも助かりにかか

ひほう

仰せられています。
をどのように回向してくださ

りますから、「信ぜよ（至心信

（了）

るのでありましょうか。それ

【住職雑感 】

朝夕、仏間でお勤めをする。夕

方は 偈文 など で簡 単に済 ます 。朝 は

正信偈をあげたり 、聖典を読んだり 、

お 念 仏を 申す。 ふと 「実 に贅沢 な生

活を させ てい ただ いて いる」 と感 じ

る 。昔 の三 井財 閥の三 井本 家宅で は

現 在 はど うか知 らな いが 小さ なお寺

ほど の広 い 仏間が あっ たと云 われ て

セン チほ

われら

われ

我を たの め

身

ご 恩受 く身を

ただく。 有り難い ことで ある。

尽き れば 仏の 世界 へ生ま れさ せてい

め は終 わる 。こ うし た日 々の一 生が

世 に さ さ げ た し 。」 と 唱 え て お 勤

を す てら れし み仏 の

と 喚び たも うな り。我 がた めに

らと と もに ましま して

と と もに ましま す。 アミ ダ仏

し ば し 称 え る 。「 ア ミ ダ 仏

仏陀 の言 葉を 読み 、ア ミダ仏 の名 を

ある 。静かに仏陀の前で手を合わし 、

う。 大 きな 宝を 捨てる よう なもの で

廃棄 する 人も いる 。実 に惜し いと 思

小 さ な仏 壇に変 える 人と か、仏 壇を

る 。最近は大きな仏壇でありながら 、

れたことではないかと改めて感じ

み 、念 仏を しば し称 える 、何と 恵ま

を合 わ せ、 経典を 読誦 し、 聖典を 読

で は ない か。 ご本 尊の前 で毎 日、手

と ころ であ る。 三井 家と 変わら ない

は八 畳 の間 の正面 が全 部仏ま しま す

ど の 仏壇 が多 い。 しかる に我 が家で

い る。 一 般家庭 では 、幅

５０

