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行をめぐみほどこす︒

③忍辱︻にんにく︼苦しみを耐
えしのび︑受け入れる︒
④精進︻しょうじん︼これらの
修行をながく続ける︒
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お彼岸︻おひがん︼

⑥智慧︻ちえ︼その心から︑さ
とり︵智慧︶が生まれる︒

い︑中国人は波羅蜜多と音訳し め ら れ て い る と い う の が ︑ 浄 土
宗のおしえです︒
ました︒
お日さまが真西にしずむお彼
悟りの世界へわたるには︑善
い 行 い を し な け れ ば い け ま せ 岸︒西には阿弥陀仏の極楽浄土
ん︒それが﹁六波羅蜜﹂という が あ り ま す ︒ な ぜ お 日 さ ま の 沈
む西なのか︑考えてみるのもい
六つの修行です︒
①布施︻ふせ︼他人に物品や善 いかもしれませんね︒

⑤禅定︻ぜんじょう︼これらの
修行によって︑ゆるぎない心の
静けさがたもたれる︒
彼岸は︑春分︵秋分︶の日を
中日として︑その前後にわたる
一週間︒日本に特有の習慣で︑
みなさまご存じのとおり︑お墓
参りをします︒

けっこう難しいものです︒こ
ういった修行ができなければ︑
この迷いの世界をさまようしか
ないはずです︒ところが南無阿
弥陀仏のお念仏を一心に続ける
中に︑これらの六つがすべてこ
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達

考えてみますと︑私が住職に
なってからもう二十年以上に
なっているわけです︒これまで
やってこられたのは︑先代住職
の導きがあってのことと思いま
す︒加えて檀信徒の皆様方の暖
かい支援が有ったからと感謝し
ています︒今後とも宜しくお願
い申し上げます︒
合掌

彼岸とはもともと︑﹁迷いの
現実世界﹂をひとつの川岸にた
とえ︑ここから﹁悟りの理想の
世界﹂というもうひとつの岸へ
わたるということ︒昔のインド
のことばでパーラミターとい

②持戒︻じかい︼規律や約束ご
とを守って生活する︒
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暑さ寒さも彼岸まで・・ ・

寺

〒272‑0131

本年は︑先代住職︵昭和五十
五年四月十六日寂 )の二十三回
忌をむかえます︒この四月十四
日に寺院方︑寺役員︑近親者で
二十三回忌法要を行う予定にし
ています︒

善照寺住職

先代住職故今岡正道上人

この季節になりますと︑表題
にもありますように﹁暑さ寒さ
も彼岸まで﹂という語句が盛ん
に使われます︒寺報創刊号の評
判が思いのほか良かったので︑
お彼岸に合わせて寺報第２号を
発行することにしました︒

早春の候︑皆様方にはご清祥の
こととお慶び申し上げます︒
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住 職 法 話

倶會一處

﹁舎利弗よ阿弥陀如来の浄土
に生まれた者は︑みな佛になる
ことができる︒その多くは最高
位の菩薩でありその数は大変多
い︒舎利弗よ︑聞ける者供よ︑
極楽浄土に生まれたいという願
いをおこすべきである︒それは
何故かというと︑西方極楽浄土
ではこのような善き人々と︑ ととととと

﹁倶會一處︵倶会一処︶﹂と
は阿弥陀経の中にある言葉で
す︒その部分を現代語に翻訳し
ますと次のようになります︒

第２号(2)

も一処に会うこと が 出 来 る か ら
である︒﹂
つまり﹁自分より先に亡く
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なった方々は阿弥陀さまによっ
て極楽浄土に迎えられ︑極楽浄
土で修行をして佛になります︒
中には菩薩様のような偉い佛様
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もおられます︒そのような善き
人々︵佛︶と会うことが出来る
のだから極楽を目指すべきで
す﹂という意味になります︒
仏教学者の中村元氏の解説に
よれば﹁この倶会一処の思想
は︑浄土願生者の宗教意識を高
めるに与って力があった︒父

子・兄弟・夫婦が再び浄土にお
いて同じ縁を結びたいと︑愛別
離苦のかなしみを超えて同一念
仏の信心に生きた人々の浄土往
ひもと
生史を繙けば︑この間の事情を
知ることが出来よう︒﹂と記さ
れています︒

墓地の片隅にある江戸時代の
墓石をみますと︑夫婦の戒名が
刻まれたその上に﹁倶会﹂とか
﹁一蓮﹂とかがくっきりと刻ま
れています︒また戒名の下には
﹁一處﹂とか﹁託生﹂と書かれ
ています︒倶会一処︑一蓮托生
のことで︑いずれも愛別離苦の

かなしみを超えて︑父子・兄
弟・夫婦が再び浄土において同
じ縁を結びたいと念仏に深く帰
依した証を見て取れます︒
さて︑私たちの日常に立ち
返ってみますと︑﹁死﹂は非日
常的な事柄であります︒しかし

近親者の﹁死﹂に向かい合う者
にとっては愛別離苦の悲しみは
当面乗り越えるべき重大事であ
ります︒﹁倶会一処﹂はその方
法を教えてくれます︒

お釈迦様がおっしゃっている
ように︑この世の生は苦である
こと︒今まさに直面しているの
が愛別離苦という苦であるこ

と︒しかし︑阿弥陀様の国︑極
楽浄土に行きたいと願い阿弥陀
様にお願いすれば︑必ず阿弥陀
様に迎えられて浄土に往生でき
ること︒そこで︑佛に会い︑菩
薩に会い︑善き人に出会い︑先
亡の仏になった人々に出会うこ
とが出来ること︒

そして︑残された我々が何時
しか浄土に迎えられるとき︑今
日の仏が必ず我々を迎えてくれ
ること︒そのときが来るまで

しっかりと世の中を見定め︑極
楽往生を願って念仏に精進する
こと︒これが﹁倶会一処﹂の意
味するところです︒
︵住職 進誉達雄︶

念仏の馬八

馬八は不信心者だった︒
親父やお袋が死んだときは︑
人前では涙ひとつこぼさずに男
気を見せたが︑家ではちっぽけ
な仏壇の前で泣いた︒
だけどそれは︑自分が悲しい
から泣いただけだ︒仏壇には阿
弥陀様の古ぼけた像があった
が︑馬八の目には入りやしな
い︒南無阿弥陀仏だって一回も
となえない︑不信心者の馬八
だった︒
そんな馬八が嫁をもらった︒
人より遅い結婚だったから︑親
父もお袋もこの世にいなかった
が︑馬八はたいそう喜んだ︒
嫁のタネは信心者の家に育っ
たが︑念仏のことはよくわかっ
ていない女だった︒ただ︑親が
仏壇に向かって南無阿弥陀仏と
手を合わせるのを見て育った︒
だから自分も仏壇に手を合わせ
る︑それだけだ︒
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タネは馬八のちっぽけな仏壇
をきれいにしてやった︒古ぼけ
た阿弥陀様の像も︑きれいにふ
いてやった︒それでも古い仏像
はさえないままだったが︑阿弥
陀様も少しは喜んだろ
うヨ︒
馬八は︑そんなタネ
を横目に見ていたが︑
あいかわらずの不信心
者で︑タネが手入れし
た仏壇に手も合わせな
かった︒ただ︑嫁のた
めには汗水流して働い
た︒
そんなタネの腹に子
が授かったとき︑馬八
は喜んだモンだ︒タネ
は仏壇に向かって︑阿
弥陀様にありがとう︑
南無阿弥陀仏と拝んだ︒そのと
き馬八もチョコットだけ︑南無
阿弥陀仏と拝んでみた︒照れく
さかった︒だから馬八は拝むの
が嫌なンだな︒
ところがこの世は何が起こる
か︑わかったモンじゃない︒タ

ネの腹の子は育たなかった︒そ
れはいくら馬八が汗水流して
も︑ろくな食べ物のない時代だ
から︑しかたがなかった︒
馬八は阿弥陀様をうらんだ︒
不信心者の馬八に戻って︑うら
んだ︒汗水流して働いた自分を
こんな目に合わせる阿弥陀様
を︑うらんだ︒
ところがタネはちがった︒生
まれなかったわが子のために︑
必死の形相で念仏した︒タネは
念仏のことなど何もわかっちゃ
いない︒ただ︑わが子を極楽に
連れて行ってくれヨと︑阿弥陀
様にお願いした︒
タネにとって︑自分の腹にい
たこの子は︑自分より大切なも
のだった︒身のまわりのことも
忘れて︑念仏ばかりした︒ほか
のことをするのが不安だった︒
それを見ていた馬八は︑いつ
しかタネと並んで︑一緒に念仏
するようになった︒野良に出て
いるときも︑口につぶやきつづ
けた︒ナンダカンダ言って馬八
も︑生まれてこなかったわが子

の代わりに︑何かしてやりた
かったンだ︒
念仏なんて︑何の役にも立ち
やしない︒タネはそれから二度
と子をはらまなかった︒二人の
仏壇には︑坊さんに作っても
らって︑小さな位牌が座ってい
る︒今じゃ朝夕そろって念仏す
るのが︑二人の日課だ︒
二人の顔はずいぶんおだやか
になった︒馬八も不思議と︑あ
の子のことがもう心配でなかっ
た︒そう︑阿弥陀様があの子を
いい所に連れてってくれるって
ことが︑もう良くわかっていた
ンだ︒あの子のことを阿弥陀様
におまかせできたンだ︒
それだけじゃない︒自分より
大切なわが子を阿弥陀様におま
かせできたくらいだ︒馬八もタ
ネも︑何だか心やすく毎日を過
ごしている︒それは︑念仏のこ
となんか何もわかっちゃいない
二人だけど︑自分のことも阿弥
陀様におまかせできたからだ︒
不信心者の馬八が︑今じゃ毎
日念仏している︒
︵副住職 聲誉達彦︶

お寺とインターネット

善照寺ではインターネットに
ホームページを開いています︒
﹁バーチャル寺院：善照寺﹂で
す︒新旧有りますが︑写真は新
ＨＰです︒歴史的な旧ＨＰも生
きています︒是非一度ご覧に
なって下さい︒
今回︑善照寺ホームページを

紹介しましたのは︑善照寺の檀
信徒の皆様方でインターネット
にアクセスできる方がどのくら
いいらっしゃるかを調べたかっ
たからです︒

た︒﹁世の中変わったな！﹂と
本当に感激してしまいました︒
電話でお知らせいただくより確
実ですし便利です︒
というわけで︑皆様のお宅で
インターネットのメールアドレ
スをお持ちの方がどのくらいい
らっしゃるかを調べたくなった
わけです︒一家の中の誰でも結
構です︒メールのアドレスをお
持ちの方は住職のメールアドレ
ス宛にメール下さい︒パソコン
か携帯電話かの区別もお知らせ
いただければ幸いです︒
︵住職拝︶

imaoka@bekkoame.ne.jp
mail:

実は最近︑法事の予約︑卒塔
婆の施主名がメールで届きまし

(newHP) http://www.zenshoji.or.jp/
(oldHP) http://www.bekkoame.ne.jp/~imaoka/
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事 業 報 告
・煩悩は消えた？ 除夜の鐘
︵十二月三十一日︶
多くの方が鐘つきに見えまし
た︒お手伝い下さった慧日会の
皆様︑ありがとうございまし
た︒
・今年は滞りなし初念仏会
︵一月十七日︶
昨年は住職の病気で実施でき
なかった初念仏会ですが︑今年
は法然上人の﹃一枚起請文﹄に
ついて住職がお話しし︑昔なが
らの法要が行われました︒
・住職︑おじいちゃんに
︵三月二日︶
副住職夫妻に女の子が誕生し
ました︒名前は和蓮です︒

編 集 後 記

病院から帰ってまだ数日︒い
ろいろとたいへんなことばかり
ですが︑すやすやと眠るわが子
を見ていると︑いとおしい気持
ちでいっぱいになります︒

副住職が赤ちゃんのころのア
ルバムを見ていると︑この子と
そっくりなところがたくさんあ
り︑ほほえましくなります︒彼
もこうやって︑住職夫妻に育て
られてきたのですね︒
自分が子どもをもってやっ

と︑親がどれだけ苦労して私を
育ててくれたか︑実感すること
ができ始めたように思います︒
自分の親孝行が足りなかったと
思わされます︒

そういえば︑私たちの誰もを
いとおしんでくれるのが仏さま
です︒私がこの子を愛するより
ももっと︑仏さまは私を愛して
くれているのですね︒
合掌
︵副住職室 久美英︶

