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気づかされます
鈴木章子 あ(やこ )
昭和１６年生まれ
北海道 真宗大谷派・
西念寺坊守 斜里大谷幼
稚園の園長、昭和６３年
往生 行年４７歳

年間の歩みは、善悪損得・
勝ち負けに振り回されっぱ
なしで、そのとおりだった
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とを彼岸といいますが、そ
うすると私が殻のなかで右
往左往している世界は此岸
ということになります。こ
の彼岸と此岸はどういう関
係にあるのでしょうか？そ
れは殻のなかとヒヨコになっ
た世界はどういう関係にあ
るかと言うことです。彼岸
の世界は、この此岸の世界
である迷いの世界を教えて
くれる。善悪・損得・勝ち
負けで、一所懸命に生きて
いるつもりで、迷いを繰り
返している私の状態を照ら
し出してくれるということ
において、彼岸はあるわけ
です。だから、いわいる場
所として彼岸があるとか浄
土があるのではなくて、自
分のこの世での理性や知性、
そして分別での生き方が迷
いなのですよということを
知らせる働きにおいて、彼
岸はあるのです。浄土があ
るわけです。
四面（裏）につづきます

ものを見るということに、
もう少しお話ししたいと思
います。仏さまの世界のこ

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）

親鸞聖人
むなしくすぐるひとぞなき
あひぬれば
本願力に

が負けであるなら、生きと たしかに
鈴木 章子さん
し生けるものすべて敗者で 受容できました
『 癌 告 知 の あ と で 』 あろうかと思います。
大きな御手
私は肺一葉切りとることに 私がする……
探求社
より、元気な頃よりも自分 私がしなければ……
婦長さんから「鈴木さん、の体を自覚し、
「手もあっ
私がしてあげる……
あなたは高校の息子さんが た！ 足もあった！ あれ と思って生きてきたのが
卒業なさるまでの三年、生 もこれもあった！ あった！」 してもらうことが多くなっ

大分市森町

と、思いもかけずありあま たら
表 （１面）より続 く
るほどの沢山のものをいた 主人も子ども達も
ですから、物理的とか、
だくことができました。
それぞれが
地理的に浄土があるわけ
また、ガンという病気のお 生かされていたのが見えて ではなくて、自分の生き
かげで、死をみつめなおし、きた
方の迷いを照らし出すと
過去四十六年間の生命をも 私がいなくなったら……と いうことにおいて、確か
う一度生きることができま 胸がはりさけそうだったの に仏さまのはたらきがあ
した。
に
るのです。けれどもそれ
また、身にあまるほどのお 残される主人も子ども達も は見せてくれと言っても
かげさまに出あうことがで 大きな御手の中……
見せることはできないも
き、還るべき私の故郷も父 一番大きな心残りが
のです。だから、この圧
母の死を通しまして、はっ 魔法のように
倒的に大きいものが、私
きりと見えてきました。父 とけてゆきます
のあり方を煩悩具足、遇
母の上に「倶会一処」の世 無 題
縁の凡夫というふうに照
界を見せていただきました。 生かされていると
らし出すことにおいて、
知りながら
この光明（無量光）は、
まだ
はっきりと働いているの
無形の存在
何もかも
です。
怖くて
「医者の目 仏のこころ」
捨てきれません
田畑 正久
捨てられぬことを
第二佐藤病院 医院長
あわれんで下さる方に
龍谷大学大学院教授
肺一葉 捨てて
はじめて
空気の存在を
実感しました
無形の存在を

発行所

きていたいということでし
たね。あなたは、子供さん
に何をしてやりたいと思っ
て三年とおっしゃったので
すか。参考までに聞かせて
下さい」と尋ねられました。
それは私のすべてを傾ける
ほどの大きな問いかけでし
た。考えても考えても分か
りませんでした。というの
は、学費は私がいなくても
仕送りができる、ご飯は私
がいなくても食べられる、
子供たちは私がいなくても
ちゃんと生きていけると分
かったとき、自分というも
のが明白でないまま生きて
きたんだなと気づかされま
した。
よく新聞などで有名人がガ
ンで亡くなると、「ガンに
負けた」といいますが、死

さんわグループ

ヒヨコ なと思いました。
になる。 同時に、それは小さな殻
自我の殻のなかから 負け組のほうには入りたく ヒヨコになることを禅宗で のなかだったのであり、
ない。
は「悟り」といい、浄土教 それを越える大きな世界が
外を見る
私は学生のときに、福岡
いつも善悪・損得・勝ち負 では「信心をいただく」と あると初めて聞きまして、
教育大学の細川巌先生の
けを考えながら生きている。 いう。
「そんな大きな世界がある
お話に出遇って浄土真宗の みんな幸せになりたいと
ヒヨコになってみて初めて のか」とも思いました。
ご縁ができました。
言うけれど、結局どうなっ 大きな世界があることに気
そこで先生に、「そういう
最初のお話が非常に印象的 ていくのかというと、
づくと同時に、自分が小さ 大きな世界に出てみたいの
でした。先生はまったく仏 善悪・損得・勝ち負けに
な殻のなかにいたことに気 ですが、どうしたらいいで
法に縁のない私たちに、次 振り回されながら、卵はつ づくんだ。この殻を「自己 しょうか」 と質問しまし
のようなお話をされました。 いに腐って死を迎えると
中心の思い」という、
た。すると先生は、
「私たちというのは卵の
いうことが現実なのです。 いつも「私が、私が」 と 「毎月１回、こういう会を
殻のなかにいるような存在 「卵は死ぬために生まれて
考えている私なんだ。
していますから１年続けて
なんだ。みんな幸せになり きたのかと言うと決して
でも、大きな世界があると みてください」 とおっしゃ
たいと生きているんだ。
そうではない。
いうことと、自分が小さな いました
どうしたら幸せになれるだ この卵は親鳥に抱かれて
殻のなかにいたということ それが私の聞法のスタート
ろうかと考えると、やはり 親鳥から熱を受ける。
が知らされる。
になりました。
みんなから善い人間だと思 これを仏教では「教え」
そしてこのヒヨコはこの大 仏法に接点がないならば、
われたい。悪い人間だと思 という。この「教え」を
きな明るい世界を光（教え） ヒヨコになるという展開が
われたくない。
受けると、なかの黄身の
に照らされながら、親鳥に ないまま、卵はくさつて死
できるだけ得になることを 部分が少しずつ育てられて 鶏になっていく、これが仏 を迎える。私達の日頃の思
心がけていこう。
いって、ものを見る目が
になっていくということで いは自己中心いつも私にとっ
損になることにはできるだ できる。
すよ」。
て善か悪か、損か得か、
け近寄らないようにしよう。 考える頭、食べるくちばし、 こういうようなお話を
勝か負けかを考えているの
そしてできることなら、
羽ばたく羽根ができ、人生 ２２歳のときに聞かせてい です。
勝ち組のほうに入りたい。 を歩む足が出てくる。
ただいて、本当に私の２２ 「私」という殻のなかから
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