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第 三 回 人 間 の願 い、仏 の
願 い １１月 号 に続 き ま す 。

第 二 回 目 覚 めの宗 教
終 わり

は、とても思いませんし、
そんな願いが叶えられたと
したら、本人の為には決し
て良いことではありません。
自分さえ良ければいいとい
う、わがままは許してはい
けないと思うのが大人です。
神も仏も、大人の目と同じ
ように、そのような勝手な
願いを叶えてはくれないと
思います。
そうした、わがままを叶え
てもらえると思うのは、ど
うも、科学的にも社会的に
も、問題があるように思え
ませんか。

と、聖人は和讃にもうたっ
裏 面 より 続 く
ていらっしゃいます。
その善知識の導きによって、そんな祈りが叶えられると

日出店 ： 速見郡日出町川崎会下（空港道路入口）
三重店 ： 豊後大野市三重町赤嶺１０４１（トライアル横）
森町店 ： 大分市横尾２７３３－１（大東中学入口）

人など、どれもこれも、
私の都合の良い人のこと
だけを祈っています。
同じ私でも、私にとって
都合の悪い人のことは、
反対にその人が幸せに成
らないことを願っていた
りします。

たった一言が 人をあたためる
たった一言が 人を傷つける

あの目覚めの宗教だと言わ 道が分かるように、教えに
れます。私たちは、毎日夢 出会うことで、自分自身が
中になって生きていますの すこしは見えてくるという
で、ちゃんと目を覚まして、のです。
しっかり生きているようで そこで、お念仏の光りに照
すが、どうも夢をみている らされる教えは、目覚めの
ような、夢の中にいるよう 教えと言われます。しかし
な、ぼんやりとした毎日を 何故祈らないのか、何故祈
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宗教は、「祈る」 ものだ

大分市森町

過ごしているのではないか らなくてもいいのか、疑問 競争が伴うときには、相
との問いかけです。
です。
手を押しのけて、なんと
忙しさのあまり、自分がど 二、おねだりの中味は
か自分の味方を勝たせた
んな生活しているのか、ど
私たちが、祈るその内容 いと祈っています。
んな行動をとっているのか、は、ほとんどの場合、健康 これは、小さな子供が自
自分中心で、他人を困らせ になることお金が儲かるこ 分さえよければ良いと、
迷惑をかけていることにも と、子供や孫の入学試験や 兄弟も友達も無視して
気づかず無頓着で、自分自 就職試験、お店や会社の
玩具を奪い取って、遊ん
身のことは、よく分からず 仕事がうまくいくこと、農 でいる姿と何ら変わらな
生きています。
作物が豊作であることなど いように思います。
周りの人のことは、良く見 です。
こうした子供を見たとき
えるものの、自分のことが まずは、自分の家族や親し に、大人が思うことは、
分かっていません。
い人の幸せを願っています。 そんなわがままは駄目、
ところが、鏡に自分の姿を 自分のことよりも、周りの みんなで仲良くしなさい
写すと自分の目で確かめる 人のことを思って祈ってい というものです。
ことができます。
ますから、自分は、自己中 私たちは、小さな子供が
これと同じように、お経に 心ではないと思い込んでい 玩具を取り、独り占めす
は、仏さまの働きを光りに ます。しかし、よくよく考 るのと同じように、
例えて説かれており、ちょ えてみると、私の血縁であっ 自分と自分に関わる人だ
うど暗闇の中で、光りに照 たり、私の友人、私の学校、けのことを考えて、祈っ
らされると、自分の置かれ 私の応援するチーム、私の ています。
ている場所や、自分が進む ことをよく理解してくれる
表 一 番 下 の欄 に続 く
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との常識があります。
真剣に祈れば問題が解決さ
れるのが宗教で、その対象
が神や仏である、そう考え
ている方が、多いと思いま
す。
ところが、浄土真宗は祈
らない宗教だといわれます。
「お願いします」 と祈るこ
とをしないのが、お念仏の
教えだといわれます。
祈らないで、どうして願
いを聞いてもらうのか、願
いがかなえられない宗教な
ど、意味がないと考える人
も多いことでしょうが、は
たして、祈らない宗教を、
何故、私の先祖は選んだの
か、疑問も出て来ます。
浄土真宗は、目覚めの宗
教だといわれます。
朝、目を覚ますという、

さんわグループ

初めて私たちは、この世の
善悪に対する関心から解放
は不図（ふと）その”人” か？ どうするか？ …… されるのです。「煩悩具足
出遇い
に出会ったのである」とおっ しかし、それは君自身の決 （ぼんのうぐそく）の凡夫
信国先生は、大谷大学の しゃって、ある冬の寒い夜、定にすべき問題だ。とにか （ぼんぷ）、火宅無常の世界
フランス語の先生でしたが、池山先生と出会われたその く私は浄土に往く」
は、よろづのこと、みなも
同じくドイツ語の先生だっ 出会いを、感激をこめて語 ここには、『歎異抄（たん
つてそらごとたはごと、ま
た池山栄吉先生の導きで親 られ、そのときに、帰宅後、にしょう）』の第二条に、
ことあることなき」（同８
鸞聖人の教えに帰入され、 奥さんに話された言葉を記 親鸞聖人が東国からやって ５３～８５４頁）というの
晩年には大谷専修学院で若 されています。それはこう きた門弟たちに、「たとひ
が人生の実相です。そうい
い人たちの指導にあたられ いう言葉です。
法然聖人にすかされまゐら う人生に、私たちは、あれ
て、大きな感化をのこされ 「私は浄土に往く、浄土が
せて、念仏して地獄におち がいい、これがわるい、と
ました。先生のご講義は、 何処かにあって往くという たりとも、さらに後悔すべ 言ってすがりついているの
八巻の『信国淳選集』に集 のではない。浄土を思想的 からず候ふ」（註釈版聖典
です。聖人は「善悪の字し
められています。
に考えたり、観照的に捉え ８３２頁）とおっしゃった りがほは おほそらごとの
先生の書かれたものの中で、たりして、そこへ往くとい お気持と同じお気持ちが表 かたちなり」
（
『正像末和讃』
とくに感動をよぶのは、
うのでは毛頭ない。私が浄 明されています。善知識
同６２２頁）ともおっしゃっ
「出会い」と題された一文
土へ往くという理由は簡単 （ぜんちしき）に遇うとい
ています。
です。先生はそこで「何か だ。私は今夜、念仏して浄 うことはこういうことであ
石田 慶和
につけ、自分が自分で持ち 土に往く人を見て来たんだ。 り、そのお言葉に信順する
（いしだ よしかず）
きれず、自分自身が自分に この眼ではっきり見て来た ということもこういうこと
仁愛大学学長
とって不安であり、ややも んだ。ただそれだけ。それ です。
すると自分と自分自身との でもう充分。私はこの人を 「善知識にあふことも
間にずれが生じるので、始 信じる。だから、私も浄土 をしふることもまたかたし
終自分自身の前で浮き足立っ に往く、とこういうことな よくきくこともかたければ
た格好で生きるよりほかな んだ、さあ、君はどうする
信ずることもなほかたし」
かったその頃に、…… 私
か？ 君も私と一緒に往く （『浄土和讃』同５６８頁）
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