教
仏
名
聞

が 衰 え て く る と 、如 来 の 摂

取心光が、いよいよ明らか

に 心 眼 に 映 じ、 疑 お う と し

て も 疑 う こ と が で き ない よ

を育てたという点において

近代において徹底した同行

非俗の方がおられました。

昇道という信仰の深い非僧

称えず、苦しみ悶えながら

ある。そこで自分は念仏も

う心配の起こるのは当然で

生がどうであろうか、とい

あまり悪い臨終ぎわでは往

であ るという ことに なると 、

信仰深い人々の臨終が立派

ぬようになるわけのもので

く、喜ぶまいと思って喜べ

思って喜ばれるものでもな

どうにもならぬ、喜ぼうと

いよいよ凡夫の計らいでは

涙にむせぶほかなかった。

のご文が思い出されて、感

悪値弘誓・至安養界証妙果

に、人間の力が死の近づく

きなり」と仰せられたよう

わるときに彼の土へ参るべ

婆の縁つきて力なくしてお

まことに親鸞聖人が「娑

で す。

のである」と申されたそう

槃の証りを開かしめられる

佐々木蓮麿

は、この今井昇道師の右に

死んで、凡夫往生の手本を

もなく、人間以上の偉大な

う に な り、 お の ず か ら 大 涅

出る人は少なかろうと思い

残したい 」と。
ところが、その後、師が

められるのみであった 」と 。

いうことを、痛切に感ぜし

お力が然らしめて下さると

の力が増強して下さるので

ると、それに引きかえて法

につれて、次第に弱ってく

師は愛知県の鷲塚という
ところに草庵を占めて、有

大病にかかり、死が目前に

求 道青年 長谷川次 郎君が 、

はない でしょ うか。

縁の同行と談合をつづけて

こ の今井 昇道師の 述懐は 、

迫ってきたとき申されるに
は「自分はあてが違うた」

とか言われておる人たちの

も、有名な信者とか妙好人

る。また一般の同行の中で

終ぎわがまことに立派であ

も、親鸞聖人にしても、臨

には苦しみ悶えながら死ん

「私はかって『自分の臨終

ねると、師が言われるには、

どういうことですか」と尋

ちが「あてが違うたとは、

そこで看病している人た

信を得ている人でも身体が

いうものは、いかに他力の

が、晩年に到って「人間と

稀に見る名師でありました

学問と信仰とを兼ね備えた

（了）

い現象ではありませんか。

す。なんという、スバラし

のも、同じ信境だと思いま

自分の病いが不治であると

臨終も、おしなべて立派で

で、凡夫往生の手本を示し

健康であるときは、それに

まことに尊い宗教経験であ

ある。すると、一般の同行

たい』と言っておったが、

伴うて、煩悩妄念の雲霧も

と。

たちの心中に、一抹の不安

いよい よ病い が重く なって 、

深いゆえ、摂取の心光を拝

知ったとき「無限の喜びを

が残るように思われる。た

死を覚悟せねばならぬよう

むことはでき難いが、娑婆

ると 思います 。

とい親鸞聖人は『臨終の善

になってくると、喜びが胸

の縁がつきて、人間の体力

感ずる」と言って合掌した

悪をば申さず』と言ってお

にこみあげてきて、一生造

大 谷派の 先哲香 樹院師は 、

られても、実際においては、

は、「古来、法然聖人にして

あるとき師が申されるに

おられ たので ありま す。

わし ずか

ます。

われわれの先輩に、今井

あてが違うた

00930-7-146886

（ 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
mail:nenbutuji6@gmail.com
郵便振替「東本願寺護持基金」

○〈 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
電話（ 0798・ 63・ 4488）
（発行人）土井紀明
http://nenbutsuji.info/
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され始めたのは、自然科学

れが大きくクローズアップ

Ａ「あったでしょうが、こ

あったの ですか 」

Ｂ「こういう考えは昔から

方です 」

存在とはしない、という見

ない〉かであって、確かな

を〈認めない〉か〈分から

ないことに対しては実在性

それ以外の観察し測定しえ

れた物 質の現象 を実在 とし 、

察することによって見出さ

学的な見方とは、実験し観

えてきたことです。自然科

の考え方に大きな影響を与

科学的な見方が私たちの物

自然科学の発達による自然

Ａ「近現代の大きな特徴は

Ｂ「特有の問題意識とは」

じるという意図からです」

問題意識があり、それに応

Ａ「それは現代には特有の

れ ているの です か」

すが、なぜ現代と名づけら

Ｂ「現代真宗ということで

うのは具体的にどういう考

Ｂ「自然科学的な見方とい

はと てもで きません 」

ごとの真相を理解すること

自然科学の見方だけでもの

ような考えがありますが、

ような自然科学絶対主義の

それ以外は認めないという

けが唯一の見方であって、

すると自然科学的な見方だ

Ａ「ええ、現代ではややも

すね 」

ないという含みがあるので

がものごとを知る全てでは

言われましたが、この見方

Ｂ「〈自然科学的な見方〉と

あり ません 」

増えているのはいうまでも

いう人たちが近代社会では

して神も仏も信じない、と

て今日に到っています。そ

にも大きな影響を与えてき

Ａ「ええ、この見方が宗教

的です ね」

Ｂ「現代はこの見方が支配

世紀 あたりか らです 」

え始めたヨーロッパで十七

ともい われる のです ね」

唯一なものの見方ではない

見方に対して、この見方が

Ｂ「こういう自然科学的な

が当 然増え るわけで す」

見方あるいは懐疑的な見方

や浄土に対しても否定的な

対しても同じで、アミダ仏

Ａ「ええ、真宗（仏教）に

の ですね」

否定的な見方が増えてきた

ヨーロッパでキリスト教に

性で認識できませんから、

対して、これらは人間の知

したとか、こういう教義に

天国とか、世界は神が創造

でいう ような 神の存 在とか 、

Ｂ「そうするとキリスト教

えま しょう 」

のが現代の大きな特徴とい

を占めるようになっている

れが人々の考えの中心の座

という考え方であって、こ

えないものは存在しない、

実験的に検証しデータ化し

触れる ことので きない もの 、

ないもの、手で

の、耳で聞こえ

目に見えないも

Ａ「いわゆる、

え方で すか」

理するのです。要するに現

これは〈○○である〉と整

し分けて分類して理解し、

るなど、現象を計測し比較

とか、重さはいかほどであ

何秒の間どのように動いた

はどう いう何 色である とか 、

長さや幅はいくらとか、色

られている現象に対して、

という方法です。いわば見

し分析し分類して理解する

現象に対して、それを観測

測する者は観察される側の

る者とが分かれていて、観

ら観察されるものと観測す

Ａ「ええそうです。ですか

ね」

象を対象的に見る見方です

Ｂ「知る私たちに対して現

方で す」

を自分の外に置いて知る見

いうのは、どこまでも現象

ゆる現象を観察する見方と

すが、そういう場合、あら

則性を見出すという姿勢で

てそこに一定の秩序なり法

分類して知るという、そし

外に置いて観察し、分析し

に対して、それを観測者の

スタンスは、あらゆる現象

学的な物の見方の基本的な

Ａ「ええそうです。自然科

で自然を見るような見方で

えますから、それは色眼鏡

空間での因果の形式）で捉

知性による認識形式（時間

です。また外の現象を人間

れないものが当然あるはず

知性の認識能力では捉えら

囲内のことであって、人間

人間の知性的認識能力の範

よって捉えられたものは、

現象を捉えている。それに

あって、それでもって自然

いは認識能力という制限が

識する人間の認識形式ある

どこまでも知性によって認

観測し 認識する という 場合 、

Ａ「ええ、自然現象なりを

われるの ですね 」

絶対的な見方ではないとい

って唯一の見方ではない、

この見方はなお相対的であ

Ｂ「こういう見方に対して、

展開し てきた のが現代 です 」

が支配的といっていいほど

Ａ「ええ、そうです。これ

活動を 捉えてき たので すね 」

Ｂ「こういう見方で自然の

本で す」

これが自然科学の見方の基

対象化して理解する見方、

象を〈観測する人に対して〉

現代真宗問答⑥

的な見方が社会に影響を与

あって、自然そのものの、

認識能力の範囲内の自然で

に認識した自然は、人間の

Ｂ「そうすると人間が知的

判があ ります」

然のすがたであるという批

あって、なお限定された自

Ｂ 「ええそ う思 います」

表わすことになりますね」

ならまた違った姿を自然は

を違った認識方法で捉える

Ａ「すると、自然そのもの

えませ ん」

自然の実相そのものとはい

存在するけれども、それが

きませんが、アミダ仏の方

はアミダ仏を知ることはで

の中に、人間の分別知から

さった説法『仏説無量寿経』

関して釈迦如来が説いて下

です。有難いことにこれに

Ａ「これが大変大きな問題

るいは 仏にあ えます か」

Ａ「南無阿弥陀仏のみ言葉

言葉 とは」

Ｂ「アミダ仏の喚びかける

る 、といえ ましょ う」

ではなく直接的に知らされ

言葉を聞く、そこに分別的

Ａ「アミダ仏の喚びかける

方です か」

なっていたもうアミダ仏で

アミダ仏です。私と一つに

いる、摂取しているナマの

の私を包んでいる、掴んで

のアミダ仏の働きは今ここ

主体がアミダ仏であり、そ

いどころか実は私の真実の

Ａ「私と離れない、離れな

のものとはいえないが、自

れた自然現象の姿は自然そ

に自然科学で観測し見出さ

定された姿です。そのよう

のの全体ではなくてある限

違いない、しかし光そのも

ないとはいえません、光に

限定された光ですが、光で

ものの限定された光です。

ど、それぞれの光は光その

光、青色の光、黄色の光な

して光が現れます。赤色の

ムにあてますと色々な色と

て言いますと、光をプリズ

現れといえましょう。譬え

ん。自然そのものの一つの

空想というのではありませ

ましょう。かといって全く

は必ずしもいえないと言え

Ａ「ええ、自然の真相だと

仏を認識することはできな

Ａ「その分別知ではアミダ

は分別知 といい ます」

な認識方法、それを仏教で

間の観察的あるいは分析的

という結論になります。人

らない、認識されないから〉

あるいはあるかどうか分か

必ず〈神も仏もあり得ない、

の方 法で神や 仏を論 じると 、

とです。ですから自然科学

では捉えられないというこ

的な知性で知るという方法

神や仏を人間の観察的分節

はで きない という ことです 。

で神や仏の存在を知ること

Ｂ「自然科学的な認識方法

ので すか」

かの存在に対してはどうな

に戻りますが、神とか仏と

Ａ「では、話を宗教のこと

Ａ「ええ そうで す」

るの ですね 」

アミダ仏を知ることができ

Ｂ「その言葉を聞いて人が

その 言葉に よってで す」

となっ て喚び かけて下 さる 、

Ａ「それはアミダ仏が言葉

とは 何ですか 」

仏の側から私たちへの働き

Ｂ「ではそのようなアミダ

Ａ「 ええそう です」

るので すね」

ることができる、といわれ

の働きによって人は仏を知

ですが、アミダ仏の側から

るのは無理であり、不可能

Ｂ「人間の側から仏を捉え

ています 」

そういう道を説いて下さっ

の働き を知る ことがで きる 、

働きによって人はアミダ仏

て下さっている、そういう

から人間に対して働きかけ

ミダ仏 は何処 にまし ますか 」

Ｂ「私に喚びかけたもうア

ミダ仏です。離れています」

ミダ仏はまだ私の外なるア

いていますが、そういうア

は対象的な領域にも当然働

Ａ「ええ、アミダ仏の働き

ら れる仏で はな いのです ね 」

ダ仏は私の対象として捉え

Ｂ「繰り返しますが、アミ

はアミダ仏を知るのです」

聞くことによって、私たち

言葉に示されている仏心を

この言葉を聞きつつ、この

喚びかけたもう言葉です。

ミダ仏が具体的に私たちに

耳に聞こえます。これがア

すれば南無阿弥陀仏の声が

称えてみることです。そう

Ａ「まずは南無阿弥陀仏と

を聞くことができますか」

Ｂ「どこでアミダ仏の言葉

です」

いえ るでし ょう」

観的に知るという知り方と

か、直接的に、あるいは直

はなくて、実感的にという

考えてとか分析してとかで

とができるのです。これは、

に、このアミダ仏にあうこ

で下さるお声を聞くところ

なって下さっているアミダ

が、しかし私たちと一つに

仏は対象化され得ないです

Ａ「ええそうです。アミダ

うこと ができる ですね 」

び声によってアミダ仏にあ

Ｂ「この南無阿弥陀仏の喚

にであい たまう のです 」

かけたもうことによって私

は南無阿弥陀仏として喚び

す。この私たちにアミダ仏

私たちは見失っているので

す。ただ、このアミダ仏を

すがた

あ りのまま の 相 と は言 えな

然の限定された姿だといえ

いとなると、私たちはどう

Ｂ「それはどのような知り

い、と いうこ とですね 」

ます。ですからウソではな

したらアミダ仏を知る、あ

（了）

仏が、南無阿弥陀仏と喚ん

い、空想ではない、実際に

質 問に答えて
ある といえ るので す。

から、私を仏にする働きが

人の心の深部に届くのは「ア

が感知されてくるのです。

二。「法藏菩薩の物語は本当

ダ仏のお心に感応し、その

大悲の情にふれて人はアミ

ミダ仏のなさけ 」なのです 。
で すか」

かたく

在です。アミダ仏と私は一

アミダ仏に抱かれている存

を離れて存在し得ません。

のちの中にあり、アミダ仏

こで私たちはアミダ仏のい

ちではありませんから。そ

ら、アミダ仏は無量のいの

ダ仏のいのちの外にあるな

もし私たちのいのちがアミ

仏の いのち の中に あります 。

ら、私たちは無量のアミダ

ません、有量です。ですか

ちのいのちは無量ではあり

まえた上で申します。私た

です。まず、このことを踏

ので すか」

を仏にする力が本当にある

一。「南無阿弥陀仏には、私

から受 け容れ られて きます 。

だよ」ということは、自ず

の世を終えて「仏に成るの

ることを知らされた私がこ

ら、アミダ仏に掴まれてい

を知らせて下さるのですか

は、私のいのちの成立根拠

ありません。南無阿弥陀仏

するというような奇跡では

とは私が異質なものに変化

せて下さいます。仏に成る

この有り難い真理に気づか

ます。南無阿弥陀仏は私に、

信心の智慧の内容でもあり

無いことに気がつくことが

アミダ仏のいのちの外に

よ」 と。

のいのちの外にはないのだ

「あなたのいのちはアミダ

喚び 覚まし て下さる のです 。

無阿弥 陀仏と して働き かけ 、

た迷える私にアミダ仏は南

の中にいるのです。こうし

それ が法蔵 菩薩の物 語です 。

ことを 知らせ て下さ います 。

に大悲のお心の深く広大な

という因果の形式で私たち

蔵菩薩の願行とその結果〉

い る大慈大 悲の お心を 、
〈法

です。この働きにこもって

に喚んで下さる大悲の働き

仏の言葉となって喚びづめ

よう と無窮に 働いて 下さり 、

ちに与えよう、目覚ましめ

るとともにこの真理を私た

です。アミダ仏は真理であ

は感じ取ることができるの

難さ、恵みの深さを私たち

によって、この真理の有り

如来が説いて下さったこと

法蔵菩薩の物語として釈迦

摂取不捨の真理をこういう

を知らせ て下さ る表現で す 。

るという有難く深甚な真理

捨の真理の中におかれてい

ダ仏と人（衆生）が摂取不

法蔵菩薩の物語は、アミ

いではあ りませ んか 。
（了）

願（仰せ）に帰するほかな

いらない」という大悲の本

りで助ける、その外に何も

いよ「我が名を称えるばか

本当に知らされたら、いよ

私の心に疑いしかないと

ません 」

三。
「私の心 は疑い しかあ り

って下 さるので す。

を開き、大悲が我が心に入

している邪見憍慢な我が心

のあわれみ」が自我に固執

ませんか。この「大慈大悲

情が伝わってくるではあり

表されるところに、大悲の

蔵菩薩の大悲のお心として

汝を引き受ける」という法

真理が 、
「我が名を称えよ、

はありません。摂取不捨の

的な史実を述べているので

す。法蔵菩薩の物語は歴史

が仏のお心に開かれるので

お心に よって 頑 な な私の心

体不離なのです。ただこの

南無阿弥陀仏は、私にアミ

人は論理より、大悲の物語

です。現実の私たちは迷い

真理を見失って、私のいの

ダ仏に摂められていること

によって人の心の芯に大悲

聞法者 からの 三つの 質問 。

ちを我が物として執着して

を知らせて下さる働きです

きであり、光明無量の働き

アミダ仏は寿命無量の働

いる、そこに迷いがあるの

【住 職 雑 感 】

しっ しん

二 年半 も 前 にな

るが、 湿 疹 ができて昼夜を問わず

か ゆみ に襲 われ 、睡 眠不 足が続 く。

特 に 睡眠 中に よく 掻くの で「 掻いた

らい け ない 」とい う医 師の 話を思 い

出 して 手袋 をし て寝 るよ うにな り、

掻き むし るよ うな ことは しな くな っ

た。 そ うし たら不 思議 にか ゆみが か

な り 少な くなっ てい った のであ る。

現在 もか ゆみ は多 少ある が大 変少 な

くなった 。五月二十三日の新聞に「掻

くと増すかゆみの原因はタンパク

質」 とい う見 出し の記 事があ り「 掻

〉と
nptx2

く と炎 症を 起こ しさら にか ゆみが 増

す、その原因は掻くと〈

いう タ ンパ ク質が 増え 、さら にか ゆ

み が増 す」 とい うこと を九 州大 の研

究チームが発見したという。ただし 、

かゆ い のを 我慢す るの ははな はだ 難

はたけ

もうえん

し い。 こう いう 時、 龍樹 菩薩の 「た

とへば 疥 者の 、猛 焔 に近づきて 、

初め は しば らく悦 ぶと いへ ども、 後

に は苦 を 増すが ごと し。 貪欲の 想も

わずら

また しか なり 。始 め楽着 すと いえ ど

も 、 遂 に は 患 い 多 し 」と い う 言 葉

を 思 い出 す。か ゆい とは じめは 気持

ちが よい がそ れが さら なる苦 痛を 生

む 。同 様に 、貪 欲が少 しで も充た さ

れ る と始 めは楽 しい が、 それ がさら

なる 煩い や苦 痛を 生む ことが 多い 。

貪 欲を 減ら すと ころに 本当 の楽 があ

ると菩薩は言われるのであろう。

