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繁にお寺に、出掛けたの
か知りたい方。
子供や孫に、何を伝えた
ら良いのか、具体的に知
りたい方。
インターネットのなかに
浄土真宗、お念仏の基本
的なことを、わかりやす
く、そんなに長くなく、
短く紹介してくれている
のをみつけました。
是非、読んでみてくださ
い。
疑問が出て来たら、専門
書やご住職へ聞いて下さ
い
この内容は、成人してか
ら教えに出会った一人の
住職が、俗世間の生活感
覚で、お念仏の教えの味
わいを紹介しているもの
です。

感謝も懺悔もなき愚か者でございます。お念仏申しなさいよ！！
ホームページは「お墓のさんわ」で検索してください。

よく新聞などで有名人がガ ということで、皆さんが気
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負けた」といいますが、死 が、私にとっては悲しさと
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の体を自覚し、「手もあっ
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た！足もあった！あれもこ ておいで、待っているよ」
れもあった！あった！」と、という声が聞こえて、木を
思いもかけずありあまる程 みても山をみても、雲をみ
の沢山のものをいただくこ てもその息がきこえるとい
とができました。
う、不思議な世界に今いま
また、ガンという病気のお す。倶会一処（ともに一処
かげで、死をみつめなおし、に会うことができる）の世
過去４６年間の生命をもう 界を見せていただきました。
一度生きることができまし いろいろなものに護られて
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いるという充実感でいっぱ
倶会一処の浄土
いです。いつかまた、父母
また、身にあまる程のおか と一緒になって大地の中を
げさまに出あうことができ、旅するのだ。父母が亡くなっ
還るべき私の故郷も父母の たという悲しみよりも、
死を通しまして、はっきり 私のために故郷に灯をつけ
と見えてきました。
に還ってくれたのだと思わ
中(略 そのあとすぐに父
れて、父母の死は感謝の死
母があいついで往生 )
でした。

如来の声「おまかせします」 私がガンになり、父母が亡
私の声
くなったということは、世
おかげさまと感謝
間からみれば、不幸つづき

８回に渡って連載します
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