「笑いは気から」
古典落語
「井戸の茶碗」
江戸の麻布谷町に屑屋
それならと決着し、千代田
卜斉は高木氏への形として
日頃使っていた茶碗を清兵
衛に托し娘のきぬも同行さ
せ、高木作左衛門にわたし
ます。この美談が細川家で
話題になり殿様から高木佐
久左衛門に目通りの思し召
しがあります。
その際にその茶碗を持参し
て殿様の御前に差しだした
ところ、殿様はその茶碗を
めで、側従の目利 め(き き)
鑑[定士 が
]「井戸の茶碗」
という逸品であると見定め
たため、殿様は茶碗を所望
し三百両で買い上げました。
高木佐久左衛門は千代田卜
斉に当然還元するべきと考
えるのですが、先般来の経
緯から千代田卜斉はまるま
る三百両は受け取らないで

よいのではないか」と提案
します。ただ千代田卜斉に
はもう形として渡せるよう
なものが手元に無かったの
です。二人の間に入った清
兵衛は困り果て、そんな清
兵衛の様子を見て、千代田
卜斉はしばらく思案したの
ち「娘は貧しくともひと通
りのことは仕込んであるの
で高木様がこの娘を嫁にも
らってくださるなら支度金
として受け取る」と言い出
します。
清兵衛がこの旨を伝えると、
高木作左衛門は戸惑いなが
らもきぬを娶 め(と る)こと
を承諾します。
高木作左衛門も千代田卜斉
の娘きぬも既に互いを見そ
めていたので良い結果となっ
たわけです。
おわり

します。
に相談し、大家が「千代田 あろうと推察し、清兵衛を
清兵衛が仏像を籠に入れて 卜斉に二十両、高木佐久左 通じて「半分の百五十両」
歩いていると、細川屋敷の 衛門に二十両、清兵衛に十 を受け取って欲しい」と伝
長屋下で高木佐久左衛門
両」という分配案を出し、 えます。しかし、千代田卜
たかぎ・さくざえもん と それでも千代田卜斉は固辞 斉はまたまた受け取りを固
(
)
いう侍に声を掛けられ、縁 したので、高木氏へ形 か(
辞します。そこで清兵衛は
起のよい「腹籠 はらごも
た を提供することを提案 「また高木様に何か差し上
(
)
)
りの仏像」ということで、 しまう。
げて百五十両を受け取れば
三百文で買い上げられます。
高木佐久左衛門がそのすす
けた仏像をぬるま湯で丁寧
に磨いていると、台座の下
部の紙が破れ仏像の中から
小判五十両が出てきます。
すると佐久左衛門は「仏像
は買ったが、中の五十両ま
で買った覚えはない。元の
持ち主に返したい」と、手
を尽くして屑屋の清兵衛を
探し出し、千代田卜斉へ五
十両の返却を依頼します。
そういうことで清兵衛が千
代田卜斉のところに五十両
を届けますが、今度は千代
田卜斉が「仏像は売ってし
まったものだから五十両が
出てきたとしても自分のも
のではないので受け取れな
い」と固辞します。
困った清兵衛は長屋の大家

℡（０９７７）７２－６４１５
℡（０９７４）２２－３３０１
℡（０９７）５２４－６５２５
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）
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かったら、
何もかもです。
放浪はいつどこで泊まる宿
私たちは自
まさに「我以外皆我諸仏」
があるのやら、いつどこで
分が迷って
だっ たので す。 このよ うに、 食事にありつけるのやらと
いるなどと
私たちは彼岸を知ることに
不安と心配で、おちおち旅
は到底思い
よって、自らの愚かさに頭
も続けられないと思います。
ません。
が下がり、頭が下がること
目的地が定まって、初めて
それどころか「私は正しい」 によって、迷いの中にいな
安心して旅が続けられるの
と思っています。
がら迷いを越えていくとい
です。今年のお彼岸は、こ
人間世界に争いごとが絶え
う人生が開かれていくので
のようなことに思いをいた
ないのは、この「私は正し
す。つまり私にとって、こ
し、実りある「仏教週間」
い」という自己中心の見方
の世の中に無駄なものは何
にしていきたいと思ってい
しか出来ない心にあるので
一つないということがわか
ます。
す。お釈迦さまは「迷って
るのです。そうして、今一 「彼岸を目指す」とはまさ
いながら迷っていることに
つ大事なことは何かと言い
に私の「いのち」の旅の目
気づかない。それが迷いだ」 ますと、それは「彼岸を目
的地が定まるということで
とおっしゃっていますが、
指す」ことによって、私の
す。しかも、目的地が定まっ
まさにその通りです。
「いのち」の目的地がはっ
たというだけではありませ

自らを調え、生活を調えましょう

しずめ「仏教週間」と言え
るでしょう。
ところで、お釈迦さまは
なぜ私たちに「彼岸に渡り
なさい」と勧められたので
しょうか。
そこには大事なことが二つ
あると思います。

彼岸は、そんな私たちの
迷いの心をありのままに映
し出す鏡になるのです。
その鏡に映し出されること
によって、愚かな我が身が
知らされるのです。
知れば「愚かな私でした」
と素直に頭が下がります。

南岳山 光明寺
テレホン法話より

この人生を歩んでいくこと
が出来るようになるのです。

きりと定まるということで
ん。彼岸には阿弥陀さまが
す。よく人生は旅にたとえ
待っていてくださるのです。
られますが、人生が旅であ
それは、死んだら終いと思っ
るならば当然目的地がはっ
ていたこの人生が、「永遠
きり決まっていなければな
のいのち」を頂く人生に転
りません。例えば、旅行者
じられていくのです。
に「どちらへ行かれるので
そのことをはっきりと確信
すか ？」と 尋ね て「い やー、 できた時、本当に安心して

「 悟りの世 界・安楽 の世界 」
のことを言います。
一方、私たちの住んでいる
世界は彼岸に対してこちら
の岸ですから「此岸」と言
います。
これは「迷いの世界・苦し
みの世界」です。

ここが大事なのです。
どこに行くのか分かりませ
ひとたび頭が下がれば、あ
ん」という人はまずいない
らゆるものがこの私を導き
と思います。
育ててくれるものだという
もし、そんな人がいれば、
ことに気付きます。
それは旅ではなく放浪とい
順 境も逆 境も 、敵も 見方 も、 うものです。

大 分 市 森 町

まずその一つは、彼岸とい
う悟りの世界を知ることに
よって、私たちの世界が迷
いの世界だと知ることが出
来るということです。
もし、彼岸を知ることがな

さんわグループ

く(ずや )[
現在のリサイク
ル回収業 の]清兵衛 せ(いべ
え さ)んという、非常に正
直者で正直清兵衛とあだな
がつくほどの方がおられま
した。
この方がいつものように
てんびん
天秤ざるを担いで通りを歩
いておりますと、身なりは
粗末ながらもどこか上品な
娘に声をかけられます。
娘に案内され裏長屋にい
くと、その父親の千代田卜
斎 ち(よだ・ぼくさい と)い
う浪人から生活が苦しく病
気治療の薬も買えないよう
な状態であるため、先祖伝
来の仏像を二百文で引き取っ
て欲しいと頼まれます。
しかたなく清兵衛はそれ
を二百文で預かり、仏像が
二百文より高く売れたら儲
けの半分を持参すると約束

「彼 岸 に よ せ て 」
教えです。
特に、春秋のこの時期は
「暑さ寒さも彼岸まで」
一年中で最も過ごしやすい
と言われますが、今年も春
時ですから、この季節に彼
のお彼岸を迎える季節にな
岸に渡る仏道修行にいそし
りました。
みましょうということから
お彼岸は、春と秋の二季 「お彼岸」というものが設
あり、春は春分の日、秋は
けられました。
秋分の日をはさんで、夫々
今から１３００年以上も
前後一週間の間を「お彼岸」 前、聖徳太子の頃だと言わ
と言います。
れています。
「彼岸」は仏教用語で
今風に言えば、お彼岸はさ

広報部

編集

所

行

発

この彼岸と此岸の間には、
煩悩の波が荒れ狂う果てし
ない海が横たわっています。
その煩悩の波を乗り越え
て、悟りの世界である彼岸
に渡ろうというのが仏教の
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