「赤尾 あかお の
(
)
道宗 ど
( うし ゅう 」
)
その一

ら、蓮如 れ(んにょ さ)んの
ところに行け」といった、
たったそれだけの夢や。
実は、弥七は九州の筑紫に
親をもとめて旅をしておっ
たんや。でもな、おかあは
んは弥七が四つのとき、お
とうはんも十三のとき死ん
でなさるのや。さみしかっ
たんやろな、恋しかったん
やろな、親子の鳥が遊んで
るのを見ても、泣いてたと
いうぐらいやから。
そんで、何でも筑紫の羅漢
寺 ら(かんじ に)は、たくさ
ん羅漢さんがあり、そん中
に親と同じ顔があるときい
たもんやから、親が恋しゅ
うて、いてもたってもいら
れなくなって旅に出たんや。
で、この夢や。
『蓮如さんていうたら、
たしか京都の本願寺 ほ(ん

旅先で、弥七 や(しち は
)ふ
しぎな夢を見た。
どんな夢かて？それはお坊
さんが「親に会いたかった
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以前より、お墓の墓地
探しをしておりました。
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わた しも
「さん わ」 で
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がんじ の)お坊さまのお名
よ、おまえさまが、さみし
前や ･･･
。なんで蓮如さん
さに泣いているとき、いつ
のところに行ったら、親に でもどこでもどんなときで
会えるんや？』
も、おまえさまのところに
弥七は正直まようた。けど、いて、いっしょに泣いてい
なんや大きなものに押され てくださっているのが、み
るように筑紫行きの足を、 ほとけさまぞ。弥七よ、お
京都の本願寺に向けた。親 まえさまのお母さんもお父

森

町

大分市中戸次
桑原

店

様

三 箇所 にあ った 先祖 の墓

みたいらむら ）)の行徳寺
である光が間違いなく私の
ぎょうとくじ を開いた道 元に届いている証拠であり、
(
)
宗さんや。
光が届いているということ
仏 教こ ども 新聞 ６１ ４号
は太陽が私を照らしてくれ
福岡教区志摩組 海徳寺 ている証拠なのです。
住職 松月博宣
阿弥陀さまのはたらきは、
「南無阿弥陀仏」というは
たらきとなって私たちの元

阿 弥陀さまって本 当

お寺様による閉眼供養

閉眼供養後
一箇所に解体整理

私のところのお墓は、山の
上にあり、お参りに行くの
も大変でした。数年前から
何とかしなければと思いな
がらも年月が経ち、そのま
まになっておりました。
ご近所で随分前から知って
いる方がお墓やさんに勤め
ているというので、相談を
しました。とりあえず、現
場を見てもらいました。
墓じまいにはお寺様に来て
頂いて閉眼供養のお経をあ
げてもらい、その後、解体
整理することや、幾らかか
るか見積りなど、聞かして

に会いたい一心やな。
さんも、ほとけさまになっ に いらっしゃるの か に届けられています。届い
さいしょ、蓮如さんのご法 て、おまえさまのところに な ？
ているからこそ、私たちは
話 ほ(うわ を)聞いても、よ いてくださるぞ。そのほと ～ よし 日の 雲に 隠 ると
南無阿弥陀仏を称えさせて
うわからんかった。わから けさまこそ、まことの親ぞ。 も 下 に闇 なき ごと くな
いただくことが出来ている
んけど、蓮如さんがうれし ナンマンダブツの親さまぞ。 り ～【 正信 偈意 訳】
のです。
そうに阿弥陀 あ(みだ さ)ん ナンマンダブツ。よかった 日中、空のうえには太陽が 確認しようと思っても、阿
の話をなさるのを見ている のぉ、弥七！」
光り輝いています。
弥陀さまをみることは出来
だけで、なんや動くことも 弥七は、胸をおおっていた 私たちは、太陽の姿をみて ません。たとえ確認できな
できんようになった。なん さみしさが、すーっとはれ その存在を確認することが くとも、「南無阿弥陀仏」
とそれから三日のあいだ、 ていくようやった。
出来ます。
のはたらきが私に届いてい
席を立たんで聞いたんや。 『親に会いたいと思うたら
でも、曇りの日には太陽の てくださることで、阿弥陀
そんな弥七に気づいた蓮如 ナンマンダブツ。いやいや、姿をみることは出来ません。 さまの存在を知ることが出
さんは、やさしくほほえみ その前に、この弥七にナン 確認することが出来ないか 来るのです。
かけられ、お側によばれた マンダブツの親が来ていて らといって、空のうえに太 浄 土真 宗本 願寺 派の 少年
んや。
くださっているのじゃった。 陽が無いわけではありませ 教 化活 動は 、博 多 ・万行
弥七は、親のいないさみし 親にだかれていながら、親 ん。どんなに曇っていても、寺 で七 里恒 順和 上の 指導
い胸の内を、蓮如さんに聞 をさがしておったのぉ』
私たちの元に太陽の光が届 の もと 、明 治１ ３年 （１
いてもろうた。
この弥七こそ、越中 え(っ
いているから真っ暗にはな ８ ８０ ）年 に始 まっ た少
蓮如さんは涙ながらに語る ちゅう 国) こ(く 五)箇山 ご( りません。どんなに曇って 年 会 ・少女 会に その 淵源
弥七の手を取り、
かやま ・
いても、隣に居る人や自分 を 見る こと がで きま す。
)赤尾（いまの富
「つらかったろう、さみ
山県東礪波郡上平村 と(や
の姿をみて確認できるとい
（足 利 一之 ）
しかったろう。でもな弥七 まけんひがしとなみぐんか うことは、太陽のはたらき

が、その時は、仕事も忙し
く今年の一月に妻の父が他
界しました。
うちもそろそろ考えた方が
いいなあ。ーと妻と話し合っ
て、「さんわ」さんに墓地
を探してもらうことにしま
した。
幸い、歩いて行ける地区
墓地を探していただいたの
で、とんとん拍子に話が決
まり、お墓を建てることが
できました。
今は、仏様がないので 寿
陵墓（生前にお墓を建てる
ことが長寿を授かる縁起の
良いこととされている）に
なります。お墓もできたこ
とで一安心です。
「さんわ」さんお世話に
なりました。

もらいました。費用は思っ
ていた半分以下の値段でし
た。それで、すべてお願い
しました。この歳なので、
あと何年お守りができよう
かと心配していましたが、
これでホット安心していま
す。長男も喜んでくれまし
た。
「さんわ」さん
ありがとうございました。

