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『 長 生 不 死 の 神 方』

さいたん

「歳旦の め でたき ものは

みな同様であって反面にめ

でたい といって いるこ とは 、

て少し話させてもらいまし

だくことです。これについ

い 身 に させ て いた

っ て 死ぬ こ との な

すな わ ち 念仏 によ

仰 せ られ ま し た。

の 神 方」 で ある と

当にめでたいとはいえない

「死」がともなう以上、本

人間世界でもっとも不吉な

しても「死」は免れない。

であるが、鶴にしても亀に

とりあげて祝い事に使うの

と言って、その長寿の点を

しから鶴は千年、亀は万年

という方がおられました。

昔、彦根の藩主に井伊直弼

ことのないという意味であ

して、限りない命ーー死ぬ

陀という文字は無量寿と訳

わけである。ところが阿弥

ょ う。

るのです。ところが念仏の
でたくな い面が ありませ ん 。

ある元旦に家来のものをお

るから、これほどめでたい

い なおすけ

そこで句仏上人が「歳旦の

招きになり、きょうはめで

ものはないではないか、そ

い

ります。世間では元旦をお

めでたきものは念仏かな」

たい日であるから、世の中

みは、どこから考えてもめ

めでたいといって祝います

と詠まれ たので しょう 。

うつになってきます。これ

して、めでたいどころか憂

ば、まことに淋しい感じが

死ぬのに近づいたと考えれ

ような気もしますが、一年

迎えたと考えればめでたい

その通りです。新しい年を

く考えてみれば、いかにも

と詠まれたそうですが、よ

なし」

めでたくもありめでたくも

「元旦や冥途の旅の一里塚

かなるものであるかといえ

では、その功徳利益とはい

めてないと信じています。

ど大きな功徳利益は他に求

のおすすめくださる念仏ほ

です。わたくしは親鸞聖人

ありがたさがわからぬから

りますが、それはお念仏の

てほしいと要望する人があ

で、真宗も現世利益を説い

が盛んに現世利益を説くの

近来、新興宗教のほとんど

あり がたさ がわか りません 。

らかにしないと浄土真宗の

でしょうか。この意味を明

念仏は何故にめでたいの

鶴や亀を用いるのは、むか

『世間ではめでたいときに

話を された のであり ました 。

意味についてつぎのような

たので、直弼公は阿弥陀の

審な顔つきをしておりまし

す。家来のものは、みな不

おたてになったのでありま

れてある釜を運ばせて茶を

も阿弥陀の三字が彫り込ま

ところ、直弼公は、意外に

であろうと思っていました

そらく鶴亀の絵の入った釜

かされるのであろうか、お

どもは、どんな釜で湯を沸

といわれましたので、家来

かして茶を飲ませてやろう

で一番めでたい釜で湯を沸

目ざめが信心であり、その

ことに目がさめます。この

なき生命をいただいている

と、いまの姿のままで限り

われが聞きひらかれてみる

ります。この六字名号のい

に教えてくだされたのであ

よく聞きひらけとねんごろ

も南無阿弥陀仏のいわれを

如上人はお文の上で、いつ

意味であります。そこで蓮

量寿がわたしのものとなる

とに南無の二字は、その無

き話であると思います。こ

これはまことに味わうべ

釜を使ったのである』と。

こで元旦のお祝いに阿弥陀

か？と一度問い返してみる

は新年に限ったことではあ

ば、親鸞聖人は「長生不死

よ

めい ど

昔、一 休和尚 は、

でき ないの であり ます。

と、はっきりとした返事は

りません。すべて世間でめ

これは句仏上人の句であ

が、何がめでたいのである

念仏か な」

でたくないものが伴ってい
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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〉
毎月 6 日午後 7 時始
○〈真宗入門講座〉（副住職担当）
毎月 18 日午後 6 時 30 分始
電話・ＦＡＸ（ ０７９８ ）

○〈 同朋の会 〉

毎月 ２２日 午後２時始

〒 663-8113 西 宮 市 甲 子 園
口２丁目７－２０
JR 甲子園口駅下車歩 4 分

《 聞法会ご案内 》
第 127 号
毎月発行
（発行日） 2021 年 4 月 1 日
発行所： 真宗大谷派 念佛寺

おしや、金もうけや災難除

って真宗では念仏を病気な

報謝となるのです。したが

仏となり、生活に現れてご

老人は若返り、病人は元気

るのみです。したがって、

遠に希望をいだいて前進す

の死はありません。ただ永

念仏を喜ぶところに不吉

実を見失って仮ものや嘘の

す。人生一切の苦悩は、真

してくだされたのでありま

仮のものとを明らかに区別

とによって、真実のものと

のいわれを明らかにするこ

②「仏さんはどんなことを

か？ 」

さまはどんな仏さまです

①「南無阿弥陀仏という仏

ひて、乃至十念せん、もし

して、わが国に生ぜんと欲

に、十方の衆生、至心に信 楽

「たとひわれ仏を得たらん

に、

親鸞聖人は南無阿弥陀仏

けに使うべきではないので
づき、失敗者も立ち上がり、

ものを真実と見誤っている

いって おられ ますか？ 」

生 ぜず は、 正 覚 を 取ら じ。

ありま す。

す。むしろ、そうした欲心
いかなる苦難も切り抜けて

ところからくるのです。ひ

③「念仏申すとどうなりま

ただ五逆と誹謗正法とをば

信心の喜びが口に現れて念

を起こす必要のなくなった
いくことができるのであり

とたび真仮の区別が明らか

すか？」

南 無 阿 弥 陀 仏の仰せ

喜びが 念仏な のであり ます 。
ます。なんという不思議な

になって、真実の道に出さ
せていただくならば、人生

迷っ ている のですか ？」

④「私たちはどんなふうに

と説かれています。この仰

除く 。
」

おも

におけるいっさいの苦悩は

ひほう

しんぎよう

何という広大なしあわせで
おいわれ でしょ うか。

しょうがく

しょうか 。
わたくしは最近門徒に向

せをどういただくかという

ところが世間では、この
お念仏を誤解して、死と縁

⑤「私たちは仏になれるで

いる人が多いのです。その
しようではないか」と申し

おたがいに悲しいときに

直ちに解消して、法悦の世

ために若い人は寺に近づく

ております。では息が切れ

も苦しいときにも念仏で慰

かって「浄土真宗では死と

のをきらい、お祝いの席に

て身体が冷たくなるのは何

められ、嬉しいときにも楽

①は終わり、先回は②の

の深いもののように考えて

おいては念仏が禁物となる

か・と問う人がありますか

しいときにも念佛でお祝い

「仏さんはどんなことをい

法然聖人は十五才で比叡

点で、この願を〈念仏往生

のです。こうした誤解は、

ら、それは「宿がえ」であ

したいものであります。蓮

っておられますか？」とい

山にのぼり、敵も味方も、

しょう か？」

真宗に流れを汲むわれわれ

ると答えるのです。いまま

如上人は正月元旦に〈道徳〉

う問いに対して、南無阿弥

一切衆生が平等に救われる

界が展開するものと信じま

から打破していくべきだと

では、この肉体を自分と考

という同行が年始のあいさ

陀仏の名号がアミダ仏の仰

道 をたずね られ たのでし た 。

いうことばを使わぬように

思 います。

えておりましたため、そこ

つに参ったとき「道徳いく

せであることを中心に述べ

そしてある時期から源信僧

の願〉と受け取り、ここに

わたくしも先年娘の結婚

に「死」という不吉な考え

つになったか、念仏を喜び

ました。今回は、その南無

都などのご指南によって称

⑥「なんで私が仏さまにな

のとき、はじめは床の間に

が生まれてきたのです。こ

なさい」とおさとしになり

阿弥陀仏の仰せとは何かと

名念仏は、衆生が浄土に生

す。

ツルの画をかけましたが、

の肉体は借り物です。借り

ました。これは真宗教徒の

いう本題に入りたいと思い

まれる法であろうと見当は

一切衆生が平等に浄土に生

やがて思い直して名号にか

物はやがて返さねばなりま

いくべき道を明らかに示し

ます。

れるの ですか？ 」

えたのでありました。真宗

せん。借り物を返せば真実

てくだされたものといただ

まれることのできる救いが

の念仏者は結婚式にも出産

の世界に還えるのみです。

かせ てもら います。

とのご 質問に ついて 。

祝いにも、あまた元旦のお

真実の世界こそ阿弥陀仏の

です。それは佛説無量寿経

アミダ仏の第十八願の仰せ

南無阿弥陀仏の仰せとは

続けていかれました。悩み

いまま長い間お念仏を称え

ついたものの確信がもてな

のが法 然聖人で した。

説かれていると了解された

祝いにも名号をかけて、お

浄土でな くては なりま せん 。

（了）

念仏でお祝いして、世間の
誤解を一そうしたいことで

ミダ仏が「我が名を称える

拝読する中で、お念仏はア

善導大師の著作を繰り返し

四十三才になって、中国の

闘の日々を送られ、ついに

ながら仏書を読み続ける苦

確に 述べられ ていま す。

は大師の『往生礼讃』に明

願を解釈されました。それ

できると、次のように十八

りで浄土に生まれることが

の願を信じて念仏申すばか

正 覚を 取 らじ」 であり、 こ

を造り仏法を否定する者は

釈尊が本願を聞く者が五逆

と誹謗正法とをば除く。」
は、

そして最後の「ただ五逆

ると 了解され たので す。

正 覚を 取らじ 」の 誓いであ

るまで、もし生まれずは

を称すること、下十声に至

このような驚くべき読み方

しょう。仏の智慧でないと

智）で読まれたのでありま

善導は頂いた信心の智慧（仏

で ある経文 の第十 八願文 を 、

と思います。ですから佛説

して大師に届いていたのだ

て仏の大悲の智慧が信心と

です。深い信仰体験によっ

であ ります 。

の念佛を一筋に説かれたの

一切衆生の助かる選択本願

ともいわれています。こうして

定すべ きなり 。
」

願力をあおぎて往生おば決

理の候へば、唯一向に仏の

して成仏したまふと云ふ道

べければこそ、その願成就

・一声念仏にて一定往生す

しも

ばかりで浄土に往生せしめ
「もし我成仏せんに、十方

救いから除かれると、将来

はできないと思います。こ

しょうがく

る」という大悲の約束のか
の衆生、我が名号を称する

の衆生にそうしないように

れによって一切衆生を憐れ

ひほう

しょうかく

けられている本願の行（念
こと、下十声に至るまで、

抑え止められた言葉として

して成仏したまえり。当に

かの仏、いま現にましま

こうして第十八願は「十

法然聖人がこの本願のあま

そして六百年後の日本の

また将来何をなしてしまう

去の生き様、現在の生き様、

もの心の賢愚、私どもの過

しも

仏）であったと身に沁みて
もし生ま れずは 正 覚を 取ら

知るべし。本誓重願虚しか

声なりとも一声なりとも我

りにも有り難いお心に感泣

かのことまでも、問われな

みたもう無窮の大悲が現れ

土に生まれることができる

らず、衆生称念すれば必ず

が名を称えるばかりで助け

されたのであります。そこ

いのであります。私どもを

十八願に添えられた文であ

ということに決定せしめら

往生を得。」

る」の誓いであり、どうか

で法然聖人は第十八願を「念

どこどこまでも引き受けた

しょうかく

感じて、一切衆生は第十八
じと。

れたの でした 。

と。これは第十八願の「至

この願を「まさに信知すべ

仏往生の願」と名づけられ、

まい、摂め取って捨てたま

アミダ仏の本願は、私ど

願を信じ念仏をもうさば浄

えるばかりで浄土に往生せ

心に 信 楽し て 、わが国 に生

し、念仏すれば必ず往生さ

「 かくのごときのともがらの、

わない、そのお心が「我が

では何を信ぜよと仰せら

のは、十八願に凡夫の往生

驚くべき誓いと了解された

とも、

一切を摂する義なり」

ち 、かの大 悲 本 願 のと お く、

ばかりで浄土に生まれさせ

めて云えば「一声となえる

ける」という仰せは切り詰

仏の名を称えるばかりで助

「十声一声、南無阿弥陀

おも

もの人間性の善し悪し、私

しめる」というアミダ仏の

ぜんと欲ひて」は「信ぜよ」

せてくださる」と善導大師

た ヾ称 名 念 仏 の一 行 を 修 し

名を称 えるば かりで助 ける 」

たの であり ます。

誓いであると法然聖人が了

と、アミダ仏が私たちに念

は 仰せられ たの でありま す。

て、一 声 まで往 生 す べしといへ

の仰 せなので ありま す。

ると 了解さ れました 。

解されたのは、善導大師の

仏往生の誓いをお勧めにな

善導大師が十八願を「我

るなり。これす なわち、弥 陀

して、わが国に生ぜんと欲

れるかというと「乃至十念

の道が説かれていることを

「本より仏のさだめおきて、

る」であります。これはも

どもの心の善し悪し、私ど

第十八願にたいする解釈に

る言葉で、それを「当に知

が名を十声一声称えるばか

の本願なるがゆへなり。すなわ

ひて、乃至十念せん、もし

せん 、も し生 ぜ ずは 、正 覚

示唆されていた曇鸞大師や

わが 名号を となふる ものは 、

はや私たちに何も条件を付

ほんぜい

よって です。 善導大師 は

るべし」と外に出されまし

りで往生せしめる」という

第十八願は「我が名を称

「たとひわれ仏を得たらん

た。

生ぜ ずは、 正 覚 を 取ら じ 。

を取らじ」との誓いで、善

道綽禅師などの先達のご教

乃至十声・一声までもむま

けない、ソノママナリデ助

しんぎ よう

しんぎよう

に、十方の衆生、至心に信 楽

ただ五逆と誹謗正法とをば

導大 師は 、
「十念」は「十声」

示と、善導大師御自身の深

れしめたまひたれば、十声

ひほう

おも

除く。」

の称名念 仏と了 解し 、
〈乃至

い宗教経験があってのこと

しょうがく

という本願の中心は「乃至

十念〉の誓いは「我が名号

しょうがく

十念せん、もし生ぜずは、

対の救済を表された言葉な

われみたまうアミダ仏の絶

けるという、一切衆生をあ
の遍数について、選択易行

一念と言うは、いわく称名

はできます。宗祖は「行の
浄らかな仏にする、助ける」

を引き受け罪を除いて必ず

汝の責に任じて、汝の一切

もできない、このような人

「これをせよ」といわれて

よ」といわれても分からず、

もなり えず 、
「これを了解せ

「天をあふぎ地にふしてよ

ます。 法然聖人 も

無窮の慈悲と仰せられてい

り 。」（ 一 多 文 意 ） と 示 し 、

行住坐臥にも報ずべし。か

と喚びかけて下さる仰せが

もう、その憐れみのかけら

の仏の恩徳をたのみてもな

の至極を顕開す。」と述べ、

れている私であったと知ら

ほたのむべきは、乃至十念

のです。しかも「我が名を

ただよくよく注意すべき

されたら、最早このアミダ

の御言、信じてもなほ信ず

ろこぶべし。このたび弥陀

このようにしてアミダ仏

は、これはアミダ仏の仰せ

仏の仰せを「ナムアミダブ

べきは 、
必得往生の文なり。」

間、要するに「弱き人間」

とは言えません。戒律を保
は「十声なりとも一声なり

であって、人が人に対して、

ツ」と受けずにはおられま

と、第十八願の「乃至十念」

「我が名を称えよ」の一句

てと云えば、保てませんと
とも、我が名である南無阿

あるいは自分が自分に対し

せん。親鸞聖人は、自分で

の御言を「たのみてもたの

「易行のきわまり」である

いえましょう。経典を読ん
弥陀仏を称えるばかりで助

て言う 言葉で はありま せん 。

自分をどうすることもでき

むべき」お言葉と感激を以

称えよ」の仰せを聞いて、

で理解せよといえば、でき
ける」 という 「乃至十 念 若

アミダ仏が一人一人に仰せ

ない地獄一定の私はもはや

て述べ ておら れます 。
「必得

の本願にまうあえる事を、

ませんと云えましょう。ア
不生 者 不取正 覚」の誓 いは

下さる大悲の仏智からの言

「ただ念仏して阿弥陀仏に

往生 」は「 若不生 者 不 取正

をかわいそうだと憐れみた

ミダ仏を心に念じてこいと
どのような者をも、その儘

葉であります。人間が自分

助けていただく」ほかに道

覚」のことで「必ず助ける」

であり ます。

言われたら念じられません
なりで助けるという絶対救

を肯定し、自分の罪を許す

無しと決定されたのです。

と仰せ られてい ます。

とは云えましょう。有り難
済の言葉だったのです。そ

ための人間の言葉ではあり

これを拒絶することはでき

いと受け取れよと言われた

れを「ああこんな者をあり

ますが、「称えられません」

ら受け取れませんと云えよ

という 弥陀の 決定で すから 、

四 月 二 十 二 日 の念佛寺永代経法
要は、コロナウイルスのリスクが
未だ終息しませんので寺内での勤
修にさせていただきます。従って
講師の先生をお招き致しません。

《 永代経法要について》

（了 ）

宗祖は「この誓願は、すな

せよと言われたら自覚がで

られたのが法然聖人であり

凡夫に居直ったり、慚愧な

ません。この言葉を人間の

きませんと云えよう。貧者

親鸞聖人でありました。古

き露悪者になったりしかね

がたい、ナムアミダブツ、

に施 しをせよ といわ れたら 、

来真宗で「ソノママのお助

ません。ここは注意せねば

う。罪深い煩悩の私と自覚

金がないのでできませんと

け」とよく言われますが、

なりません。阿弥陀仏の本

念佛の仰せを信ずるばかり

云えよう。困っている人た

実は ここから 来た言 葉です 。

願のお言葉はいつも仰ぐべ

わち易往易行のみちをあら

ちへのボランティア活動を

今までどれほど煩悩にま

きお言葉であり、大悲心を

言葉にして、自分の罪を肯

しなさいと云えば、できま

みれた生き方をしてきた者

お聞かせいただくお言葉で

ナムアミダブツ」と受け取

せんと云えよう。しかし、「我

でも、また現在どれほど罪

あります。これはアミダ仏

であるとの思し召しであり

が名を称えよ」といわれて

深き行いを成してしまう者

の大悲の智慧から来た驚く

わし、大慈大悲のきわまり

「できません」とは云えま

も、将来とんでもなく悪い

べき お言葉 です。

定し、他者の罪を肯定し、

せん。いつでもだれでもど

行いをしてしまう者も、我

ます 。

こでも称えられます。口に

が心中に信心のあるなしさ

なきことをしめしたまうな

出せなければ、口の中で南

え問われず、アミダ仏は「我

「こうなれ」といわれて

無阿弥陀仏とつぶやくこと

