教
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（ 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

から、真の絶対を求める人を

見ると、変人か奇人の如く扱

うようになるのです。そこで

中国の古聖老子の如きは「常

災にあい、聞信徒はもちろん、

れました。あるとき自坊が火

という 篤 学 厚信の名師がおら

岐阜県の郡 上 に、楠秀丸

定の世界においては正しいと

規約でありますから、その仮

立って作られた知識であり、

のは、ある一つの仮定の上に

しかし、人間の常識というも

ができなかった」と述懐され

は、思わず落涙を禁ずること

たときの心境を察したときに

情をふり切って王宮を出られ

で、シッダッタ太子が恩愛の

さなかったが、釈尊伝を読ん

の殆どが普通人と変わった生

したような聖賢や達人は、そ

古来、千古にその名を輝か

方であると思います。

られます。まことに 穿 った見

った意味のことばを述べてお

真実の道とは言い難い」とい

佐々木蓮麿

一般の人たちが集まり騒いで

言われますが、その仮定の世

たそうでありますが、それは

活を営み、常識で解しかねる

人から笑われるようでないと、

いるとき、師は独り法衣をつ

界が否定された場合には、三

地理的にも国を異にし、時間

ような言葉を残しておられる

くわけにはまいりません」と

て待っている人を、捨ててお

んから、私は法を聞こうとし

一大事は取り返しがつきませ

り返しがつきますが、後生の

行きます。寺の焼けたのは取

お任せして、私は法話の方へ

から、火事のことは皆さんに

へ法話に行く約束がしてある

尋ねると、師は「今晩は某家

生はどうかされましたか」と

ったのではないかと案じ 、「先

識では判断し難い行動であり

たことにしても、ちょっと常

東の地をすてて京都に帰られ

二十余年も教化を施された関

にしても、また親鸞聖人が、

び出して、山に入られたこと

す。例えば、釈尊が王宮を飛

の道を進んでおられるようで

人たちは、すべて常識はずれ

求め、真実に生きようとした

うに思います。昔から真実を

に人間の大きな迷いがあるよ

対の真理と見なしてるところ

にもかかわらず、常識を絶

り方です。ところが現在の常

は、国民の常識は大変な変わ

また大東亜戦争前と戦争後と

いても、明治維新前と維新後、

わけであります。我が国にお

とも正しくないことにもなる

で正しいと考えられていたこ

生活の都合が変われば、今ま

りだしたものですから、人間

に都合のよい方式を人間が作

その国、その時代の社会生活

世間の常識というものは、

いると思います。

に変りのないことを物語って

いますが、人間の真実の願い

てはなりません。

しかも最も新しいものでなく

宗教の課題は 、最も古くして、

でおられるではありませんか。

ことについて、真剣に取組ん

も、最後には死後の生という

ける宗教学の権威者岸本博士

過 般 逝去された、現代にお

けてはなりません。

を、前時代の教えと軽く片づ

生」と仰せられたお言葉など

す。蓮如上人が「一大事の後

底に響いてくるものがありま

時代のいかんを問わず、国の

した人たちの言葉や言動は、

のであります。しかし、そう

とく がく

けて門外に出ようとされるの

文の値打ちもなくなるもので

的にも二千数百年を 距 っては

ハッキリと答えられたという

ます。

識に慣れてしまうと、それを

うが

で、集まっている人たちは、

あります。

ことを聞いております。

ところが清沢満之師は「私

絶対の如く思い込むものです

ると、おそらく異口同音に「そ
いっ

か はん

（了）

東西を論ぜず、人間の心の奧

れは変わり者だ、常識を 逸 し

は親が死んだときにも涙を流

この話を普通の人に聞かせ

た人だ」と評するでしょう。

へだ

師が火事のために少し気が狂

ぐ じょう

大 事と 小 事

mail:bachkantata2mubansou@zeus.e
onet.ne.jp 郵便振替「東本願寺
護持基金」 00930-7-146886

○〈 同朋の会 〉

毎月 ２２日 午後２時始
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土は浄らかで安らかなさと

Ｂ「よくお聞きするのは浄

すね」

くては分からぬ話になりま

程度自分に理解されていな

まず浄土ということがある

Ａ「こういうお話の場合、

ょう か」

う受け取ったらいいのでし

言葉を聞きます。これをど

とか〈浄土に帰る〉という

きる〉とか〈浄土を求めよ〉

のお説教でよく〈浄土に生

ます。それは今日大谷派で

ことでお尋ねしたいと思い

現代の真宗に関わる課題の

ですが、その前にもう少し

月号で述べられるとのこと

ことができるかについて今

真理にどうしたら目覚める

人の関係である摂取不捨の

Ｂ「前月号で、アミダ仏と

能わざるは言を待たざるなり。

の如く 、その転 覆を免るること

立ちて技芸を演ぜんとするもの

さんとするは、恰 も浮雲の上に

これなくして世に処し、事をな

の立 脚 地なかるべからず 。若し

『 吾 人の世にあるや、必ず一つ

Ａ 「清沢師 は

考え ですか」

Ｂ「それは師のどういうお

す」

に元があるように思うので

すと、清沢満之師のお考え

どこから来たのかと言いま

ことです。こういう発想は

生の依り処〉であるという

Ａ「それはまず〈浄土とは

Ｂ「な ぜです か」

一番分かりやすいですね」

る処である〉というお話が

土は生の依り処、死の帰す

ますが、金子大栄師が〈浄

界〉などといろいろ言われ

な根拠のない空虚なもので

脚地が浮雲のように、確か

るのかと問い、もしその立

すなわち立脚地として生き

が何を 自分の 人生の依 り処 、

の立脚地なかるべからず』
といって、現世に生きる人

『 吾 人の世にあるや、必ず一つ

人 である清 沢師 は、

心でした。ところが近代の

問題に対してのお説教が中

いう問題であり、そういう

ちるか浄土に生まれるかと

Ａ「ええ、死後に地獄に堕

問題 が中心 でした 」

か、どこへいくのかという

いわば私は死後どうなるの

一大事という問題でした。

動機は、これまでは後生の

Ｂ「真宗では浄土を求める

です 」

が是非必要だといわれるの

には完全なる不動の立脚地

るの外ある能わざるべし』
と言っています。師は人生

そ、死して私たちが帰る世

Ｂ「今ここの生の立脚地こ

す」

らされてくることになりま

して帰する処もおのずと知

の立脚地が知らされると死

ですから生の依り処として

処な のだとい えるの ですね 。

地こそ死してそこへ帰する

下さるばかりか、その立脚

は全人生の依り処となって

Ａ「それは完全なる立脚地

はど うなる のです か」

Ｂ「では従来の死後の問題

すね 」

事柄なのだといわれるので

極めて必要欠くべからざる

い。これは現代人にとって

ば、本当の立脚地にならな

立脚地は絶対無限でなけれ

Ａ「ええそして、完全なる

きない 問題で すね」

代人にとってゆるがせにで

Ｂ「そういう問いなら、現

いとい われたの です」

地を獲得しなければならな

とのない完全で確かな立脚

と言い、だからそういうこ

をまぬがれないではないか

したらその人の人生は転覆

を浄土といわれるのであり

ミダ仏）と見、環境的な面

その主体的な面を如来（ア

・寿命無量は一体ですが、

浄土 の違い は何です か」

きなのですね。では如来と

は光明無量・寿命無量の用

Ｂ「そうすると如来と浄土

られて います 」

その浄土の本質であると見

それがアミダ仏（如来）と

光明無 量・寿命 無量の 功徳 、

法蔵菩薩の願が成就された

命が無量でありたいという

説かれている阿弥陀仏の本

聖人は『仏説無量寿経』に

いろいろ 説かれ ていま すが 、

Ａ「浄土については経論に

Ｂ「で は浄土 とは」

る〉といわれるのですね」

依り処、死の帰する処であ

とを金子師は〈浄土は生の

Ａ「ええそうです。そのこ

ですね 」

なってくるのだということ

領域であると知ることにも

私たちの死して帰る確かな

立脚地を知ることが同時に

で、現在のまことの完全な

現代真宗問答 ③

りの領 域だと いわれ ますね 」

然らば吾 人は如 何にして処

あるとか、変転するもので

界でもあるのだということ

しか

あたか

まぬ

あた

Ａ「ええ、一般的にはそう

世の完 全なる立 脚地を獲 得す

あるなら、それを立脚地に

とか〈争いのない平等な世

説かれています。その外に

べきや。
けだし絶対無限者によ

Ａ「光明無量

願の中で、光明が無量で寿

〈と も に 平 等 に 生 き る 世 界 〉

れたのですが、それは光明

地は絶対無限であると言わ

Ｂ「清沢師は完全なる立脚

環境ですね。佛と佛土です」

ましょう。いわゆる主体と

頭でマンゴーは甘くておい

Ａ「ええ、そうなんです。

す ね」

来浄土の実在ではないので

であって、生きたナマの如

ら、それは単なる〈思い〉

ったり考えたりしただけな

を 抱えてい るの です」

る宗教であれば同じ難しさ

このことは真実を説いてい

こ とができ なかっ たので す。

も聖人はなお真実にであう

はこのためですが、それで

い修行を二十年もされたの

人が比叡山で天台宗の厳し
多郎 博士が

学の第一人者である西田幾

し、あるいは真宗の厚信者

れると言われるのでしょう

来浄土を知ることができる

くいうのは経験的に知るこ

りとか信心とかをやかまし

うとするなり掴むなりする

ら絶対無限の如来に触れよ

の私であり、その私の方か

づくことも向かうこともで

きない と言わ れ 、
〈 人間より

神（仏）に行く途はない〉

とハッキ リと仰 ってい ます 」

Ｂ「先月号で〈アミダ仏は

私の いのち そのも のであり 、

私の存在の根柢である〉と

いわれましたが、そうする

とアミダ仏は私たちと極め

て近く、むしろ私たちと一

体であるにもかかわらず、

こちらからアミダ仏に近づ

くことも向かうということ

もできない、といわれるの
ですね」

Ａ「そうです。南泉という
ぎ

そむ

唐代の有名な禅僧の言葉に

『 向 かわんと擬 す れば 即 ち 乖

く』
ぎ
と言っています。擬すれば

とは私の方から掴もうと計

らえばということで、真実

は掴めず真実にそむく、離

ょう」

（了 ）

Ａ「それは次号に述べまし

こでであうのでしょうか」

Ｂ「ではアミダ仏と私はど

ので す」

ることができないようなも

けれども自分の目を直に見

なものを見ることができる

に、あるいは目はいろいろ

も自分の手は掴めないよう

ろいろなものを掴むけれど

いように、あるいは手はい

が、直に見ることができな

自分の背中は私と一体です

いし掴めないのです。丁度

ミダ仏ですが、向き合えな

めません。極めて身近なア

の分別（はからい）では掴

Ａ「ええ、如来浄土は自我

すね」

は如来浄土は掴めないので

Ｂ「自我の思案や計らいで

われる のです ね」

と逃げてしまいなさるとい

らアミダ仏を掴もうとする

と言っています。こちらか

か ると逃げ なさる 』

『阿弥陀さまは袖ひきにか

が

無量・寿命無量（光寿無量）
しいと考えているだけのマ

如来浄土に触れのは難しい
のです ね」
Ａ「なぜ難しいかというこ
とですが、実は〈私〉とい

ので しょうか 」

とが大事だというのです。

ことは不可能であるといえ

これについて近代日本の哲

ら絶対者（如来浄土）に近

のことと受け取っていいの
ンゴーと、実際に一口食べ
たマンゴーとは質が違うよ
うなものです。考えたり思
ったりしてイメージしてい
るアミダ仏と、実際に経験
して知られたアミダ仏の用

Ｂ「そうすると私が生きた

『絶対とは我々が之に近づ
くと云ふことができないの
みならず、之に向ふとすら
云ふことのできないもので
なければならない。人間よ
り神に 行く途は ない』
と言っています。私の側か

です ね」
Ａ「ええそう了解していま
す」
Ｂ「如来浄土を自己全体の
立脚地と知ることが大事な
ことはよく分かりました。

Ａ「ただ、この場合の〈知

単に考えて分かったと思う

ましょう。『歎異抄』第二章

っているのはまずは（自我）

る〉ということですが、た

ているアミダ仏（如来浄土）

に聖 人はこの ことを

きとは違います。仏教で覚

だ単に如来浄土を頭で考え

は、要するに〈人の思い〉

〈いずれの行もおよび難き

では次にどのようにして如

たり思ったりしてイメージ

に 過ぎませ んか ら」

つか

を掴むということでは知っ

と仰っていると思います。

身なれ ば〉
Ｂ「では私（自我）はどう

たことにならないのです。
それならそれは如来浄土の

私の側からアミダ仏にであ
おうとしてどんな行いをし

したら如来浄土を経験的に
知ることができるのでしょ

用きそのものではなく、如
来浄土の観念・概念にすぎ

ても如来浄土に触れること
はできなかったと、それゆ

うか 」
Ａ「ここがまた大事なこと

え 〈とても地 獄は一 定すみか

ません」
Ｂ「〈如来浄土は絶対無限で

でありまた難しいところで
もあるのです。この課題の
ために苦しい修行を長期間
する教えもあるのです。聖

ぞかし〉 い わ ば 〈 助 か ら ぬ
身〉と仰せられるのです。

あって、今ここの私を包ん
でいる、寄り添っている、
生かしている量りない用き
だ〉と、このようにただ思

念佛寺の
に期待して聞法を重ねてくが

モヤもなくなるだろうと未来

り、浄土がハッキリし、モヤ

人と違って、有難い信者にな

重ねていけばいつかは普通の

奴」である、と。聞法を積み

けて下さっていたのであった

任せてくれよ」と仰せられ続

る引き受ける、我をたのめ、

「そんなお前だから、まるま

だからこそ、南無阿弥陀仏は

ところがよく聞くと、それ

もならぬ、何時も胸の中は

が、何時まで立ってもどう
いつも明るくて安心し、充実

心に確固たる信心ができて、

今井師は、本願を信じたら、

が我が心の中に生まれない。

尊いもの、ハッキリしたもの

れというような有難いもの、

んと更に聞法に励むけど、こ

我が心である。これではいか

る本願を成就して喚びかけて

つを仰ぐ。助からぬ者を助け

をたのみ、この大悲の仰せ一

の仰せであり、この仰せ一つ

たのめ 」
「引き受け る」の大悲

南無阿弥陀仏は「助けるで

にいくつかアップ

しておきましたので、ご覧下

とのお心でありましょう。

寂しい、 何にも ない。
すると思っていたが、実際は

どうしたものかと困ってしま

下さる南無阿弥陀仏を「慶賀

さい。

何年経っても、相も変わらぬ

信 心 夜 話
昇道は今まで信後には金
剛不壞の信心が明かに胸の

いつも唯落ちる一つ、い
昇道の心は、いつまでたって
う。

中にあるものと思て居りた

つも唯如来をたのむ一つ。
も胸の中は信心らしき有難い

る事を慶賀感謝するのみで

悲に心勇み、本願の成就せ

救はれて安心し、如来の慈

なく安心もなく、唯如来に

念もなく後念もなく信心も

信前もなく信後もなく一

要するに信前であろうが信後

ったことを仰せられている。

心もない、と今井師は思い切

後念の有難い思いもなく、安

らない。一念の信心もなく、

が我が心の中はちっとも変わ

信前であろうが信後であろう

であると言われるのである。

ものはなく、寂しくからっぽ

ほと困ってしまって、悶々と

る。あるいは自分の心にほと

法に力が入らなくなる人もあ

ず、張り合いがなくなって聞

れほど聞いてもなんともなら

もっていく人もある。またど

つかはと、未来になお希望を

もっと聞法を重ねていけばい

そこで、まだ聞法が足りぬ、

せである。この大悲を聞くば

か、助けさせてくれよ」の仰

だから、引き受けるじゃない

仏。いつもいつも「そんな者

ダ仏、その仰せが南無阿弥陀

くひっついていて下さるアミ

かりの身、この身に離れがた

らぬ身、空っぽの身、妄念ば

我が身を見ればいつも助か

感謝するのみである」と。

ある。
（今井昇道師）

した日々を送る人もある。

＊

であろうが我が心に変わりは

＊

かりで何も言うことはない、

ただ信心を頂きたいと願わ

ない。煩悩ばかり妄念ばかり

後もなく一念もなく後念もな

ず、いい話だから聞いておこ

こ の文は今井 昇道師の『 病

信じたらさぞ嬉しいだの有

く信心もなく安心もな」い、

うという程の場合には、今井

と。

名師で明治・大正の時代に活

難いだのハッキリしただのと

いわば「ないないづくし」で

師のこういう言葉を聞いても

で、信心者らしいものは一つ

躍したお方です。信心の問題

いう心になるかと期待してい

「唯落ちる一つ」の助からぬ

何の感銘もないであろう。

中感謝録』の一節です。今井

で悩む人たちの大きな光にな

たが、ちっとも変わらぬ。煩

身の私。これが私の自性。

とされるのは、「信前もなく信

りました。師の出版された本

悩・妄念ばかりの「助からぬ

もない、と。

は全て絶版になっていますが、

師は信心の徹底した大谷派の

さてここで今井師が言おう

＊

を仰ぐ 一つ。

いつも唯如来の御計らひ

ＨＰ

【住職雑感 】

いつまでコロナは続くのであろう

か。外出もままならない。おまけに尋常

でない寒がりの愚老だから寒空に外に出

るのがおっくうになる。それでも二月の

終わりになると春の兆しの明るい陽光を

感じて、嬉しくなる。今日（二月二十六

日 ）、 ロ シ ア 軍 が ウ ク ラ イ ナ に 侵 攻 を 始

めた。武力で以て一国の体制を変更しよ

うという意図らしい。また大勢の人が殺

されるであろう。悲しいことである。ロ

シアの言い分を聞くと、喉元のウクライ

ナがＮＡＴＯに加盟しアメリカの基地が

できそうになってきたこととか、ウクラ

イナはもともとロシアと民族的亦歴史的

に一体な国だからとかの理由で、ウクラ

イナという独立国の主権を侵して軍隊が

入ってきたのは国際法違反であり、また

極めて危険な行動といわざるをえない。

ロシアの言い分は分からぬでもないが、

武力・暴力で相手を言うことを聞かせよ

うとすると、必ず後に困難を引きづって

いくことになろう。ロシアがもし民主的

で平和な国家になっていくなら、ウクラ

イナも自然にロシアに親和的になるであ

ろうが、ロシアはなお独裁的である。中

国も同じで、中国が民主的で自由な国に

なっていくなら、台湾が自主的に帰属す

ることもあろうが、強権的な力で屈服さ

せようとする限りたとえ台湾を征服して

も、その傷は残り続けて中国は難儀な問

題を抱え続けることになろう。

