空海 のことば （
池 口恵観書）

それぞれ の分野 行(場 で)、世 の為人 の為に
一心不乱に身 口意を フル回転させ、全身
全霊でも って生きている人には、仏様 の
智慧や慈悲 の力が与えられるのです。
そ の結果、そう いう人は世 の中 の人に
勇気や感動や癒しを与え、社会を救う の
です。

の生活 の中で、自分と仏様が 一体化し、
全身 のＤＮＡが 一斉に奮 い立 つような体
験を何度もした事があります。
そ の体験を通じて感じた事は、仏様 の
智慧や慈悲は私達 の周りに遍満しており、
衆生救済を願 って 一心不乱に行に励めば、
そ の仏様 の智慧や慈悲が頂け
ると いう事 です。そうした仏
様 の力が与えられるのは、行
者に限 った事 ではありません。
政治家 であれ、経営者 であれ、サラリ
ー マンであれ、医師 であれ、教師 であれ、
スポーツ選手であれ、家庭 の主婦であれ、

太陽の会

は言葉、「
意」は心と置き換える事が出来
ます。 つまり、 一般社会 で身 口意を駆使
すると いう事は、体と言葉と心を フル回
転させて、世 の為人の為に全身全霊で生
きると いう事 です。
私達、行者が身 口意を駆使して日々苦
しい行を勤めるのは、内なる仏性を徹底
的に磨 いていく事によ って、仏様 の智慧
と慈悲を頂く為 です。
真言密教 の世界には加持祈祷、お加持
と い って、私達行者がお祈りをする事に
よ って、病気が治 ったり、悩みが解消さ
れると いう事があります。それは、行者
が日々の苦しい行によ って仏性を磨 いた
結果、大日如来 の智慧と慈悲 の力を与え
られ、仏様になり代わ って衆生を救うと
いう事 です。
●人を動かす大 いなる力を発揮するには
お加持 で、なぜ難病 の人を治す事が出来
るのか、まだ科学的に解明されていませ
ん。しかし、私はこれまでの長 い行三昧

会報

第 一〇六号

回）

偉大な仏 の力を自分 の力にする生き方とは

お大師様のことば （
第

23

～手に印 合(掌、あるいは手 の指を色 々な
形に組む事 を)結び、口に真言を唱え、心
を清らかな状態にすれば、私達 の身 口意
の三蜜が仏様 の三蜜と相応じて、そ の加
護を頂く ので、速やかに悟りの境地に達
する事が出来る。～
『
即身成仏義』
●真言宗 の行者にと っての修行とは
真言密教では、三蜜修行と い って 「
行」
を重視します。三蜜とは、「
身
口意」の事 で、
行において「
身」
とは手で印を結ぶ事、「
口」と
は口で真言を唱える事、 「
意」
とは瞑想する事 です。 この身
口意 の三 つを駆使して行を勧
める事が基本です。
この身 口意 の三蜜を 一般社会に当ては
めてみると、 「
身」は文字通り体、 「
口」
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高松太陽霊園

平成 29 年 7 月 8 日（土）
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高取南太陽霊園

第二西大寺太陽霊

平成 29 年 7 月 2 日（日）

平成 29 年 6 月 11 日
（日）

供養祭のご報告

発行日:平成２９年１１月１日

よ い い し の く に

白石中央墓苑

平成 29 年 9 月 9 日（土）

護摩供養

高天原供養祭

平成 29 年 8 月 26 日(土)

平成 29 年 8 月 11、12 日

コスモガーデン倉敷

高天原供養祭

平成 29 年 9 月 23、24 日
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法話
先日、あるお寺さん へお参りに行き、
そこの住職さんから聞 いたお話をご紹介
します。
『
私』と いう漢字を書 いた時に 『
仏』
が居られるんですね。分かりますかね？
そ の時に 『
私』が 『
仏』になる時に何が
必要か何が不必要な のか。三本 の線と点
が要らな い。これを除くと 『
私』が 『
仏』
になります。そ の三 つは何な のか？今 の
世 の中で言う三毒 です。そ の三毒とは何
ち 。貪
瞋・
か？貪 ・
瞋・
癡 と(ん ・じん ・
) ・
癡を捨 ててと いう。 この三毒を捨 てた時
に仏になれるんですよと、お話を貰 った
時になるほどなと。当たり前 のような事
なんですが、改めてこれは分かりやす い
と思 いました。『
私』と いう漢字 の中に
『
仏』と いう字があります。みなさんの
中には、元 々仏さんが いるんですよ。そ
の三毒を捨 てられずにいるから仏になり
きれな いんです。
でも、三毒はあ って当然なんですね。
三毒を毒と いう、 いわゆる毒を徳、三 つ
の徳に変える。そうしたら、点や棒が消
えて 『
仏』になります。なれますよ。近

づけますよと。そう い った話がありまし
た。別にこれを実践するとか、守らなけ
ればならな いとかじゃな いのですが、 こ
んな話があ ったなと。ふと何か貪 ・瞋 ・
癡、怒りくる って、「
もう ！」 ってな って
も 「
いけん。いけん。
」と心を鎮めて落ち
着 いて下さ い。そう いう所で徳に変え て、
変わ っていく事な のではな いかと。
よく、人をしかり つけて
自分はす っきりした。でも、
相手はいけな いことをして、
もちろん叱られたり注意さ
れたりする訳ですが、それ
が相手 の為だ った のか、自
分がただただイラ っとした
から、腹が立 ったから言 った のか ってい
う事だ ったり。言 い方 一つにしても難し
い世 の中でござ います。
つい先日、テレビで高校生が学校 の先
生を殴る、蹴るの映像を見ました。正直、
私も小学生、中学生、高校生 の時はそん
な感じで腹がた ったら感情 のまま動 いて
いた事もありました。 でも、それは周り
に注意をされ、周りから押さえ つけられ、
それじゃダメだと。そんな大人にな った
らダ メと気づく訳ですね。

でも、今 の世 の中、 これを気づかせる大
人がもうダメだと締め付けられて、押さ
え付けられている世 の中なんじゃな いか
なと思 います。 これを変え ていくとなる
と簡単なよう で難しいのかなと思 います。
そ の ニュー スを見た時、うち の母親と 「
何
考え ているんだろうね。
」「
何も考え てい
な いから起きるんだよ。考え てたら こん
な事は起きな い。
」と話が出ました。我 々
の時も 「
あんたらが大人にな って日本 の
未来が不安だ。
」と言われた事もありまし
た。 でも、今 こうや って私なりに 一生懸
命話をさせていただきました。少しでも
皆さんに良か ったなと思 ってもらえるよ
うに頑張る。 一生懸命やると いう のが、
次 の代に伝わ っていけたらと思 います。
自分もこれでいいんだ。 これで満足なん
だと いう自己満足では
なくて誰かにこれを分
か ってもら って伝えて
い って繋が っていけた
らと。それがぐる っと
回 って先祖供養に繋が
ればと思 います。
山地太陽霊園供養祭より
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つぶやき第
回
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(

お墓参り編）
昔はねえ、お墓は集落近くの山あいや、
屋敷のすぐ隣などにあってねえ、墓参りは
生活の 一部じゃったよ。今は仕事が多忙と
かで、年数回のお参りに代わってきて中に
は参れない方もあると聞くよ。でも、親 の
私達が参る姿を子に見せれば、いずれ子供
達も年を重ねるうちに参ってくれるものと
信じているよ。お墓参りは作法があるそう
だが大 切なのは手を合わせ、ご先祖様に
日々の感謝をし、個人を偲ぶ事だよ。
先 日、墓掃除をしていたら、派手なシャツ
のお兄さんが、花も線香も持っていなかった
けどお墓にしばらく手を合わせていたよ。
何か報告する事でもあったのだろうねえ。
その日の夕焼けが特別綺麗にみえたよ。
一般的な墓参の仕方のこつ
宗派にもよります
◎挨拶
すれ違う人、お寺の住職 （
寺院の場合）
、
墓地の管理人等です。
◎お墓の前で合掌してから墓掃除

草取り、落ち葉拾い、墓石はよく絞った布
で水拭き、その後、乾拭きをします。
★最近の墓石はコーティングがしてあり、た
わしでゴシゴシこすると、せっかくのコーティ
ングが剥がれる事や、水の吸いやすい石も
あります。彫刻 の部分は欠ける場合もあ
り、汚れが酷い場合は、墓 石専用の洗剤を
使い、酷い箇所のみ磨き拭きます。
◎献花
故人の好きだった花等がいいでしょう。但
し、香の強い花や毒のある花 （
彼岸花等）、
棘のある花は避けます。水に浸かる葉は取
っておかないと、水が腐りや すく、花持ち
が悪くなります。冬は、白菊も寒さですぐ
花が変色します。
◎お供え
半紙にのせてお供えをします。
帰る時は持ち帰ります。仏様は、
すでにお召し上がりになられて
います。カラスは、ゼリー等蓋が付いた物も
口ばしでつつき食べて荒らします。
◎線香 【
線香に着火するコツ】
線香の束の底の中央を押して、着火する
上部中央を押し出して盛り上げる様にす
るとむらなく火が着きます。

お便りコーナー

会員の皆様よりお寄せい
ただいたお便 りをご 紹介
させていただきます。
『お大師様のことば』
や『
法話』
にはいつ
も心が洗われる思いです。真理を平易な言
葉で話してくださって、ありがたい事です。
有難うございます。私どもも 日 々感謝
しています。
年齢七十六歳での自動車免許更新で、
講習を受ける前に認知機能検査を受け、
何と ！合格点に達し、講習を受けて、免許
更新でき 一安心。
おめでとうござ います。これからも安
全運転して下さいね。
七月八日の供養祭に参加させて頂きま
した。毎年有難うござ います。冷たいおし
ぼりがとても気持ちが良かったです。ご法
話で盆棚のお話がありました。昨年から家
紋提灯を用意して、新ためて先祖の供養を
しています。お話を聞いて良かったと思いま
した。今後とも宜しくお願い致します。
供養祭に 一人でも多くの方が参加して
下さる事を願っています。
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中 四国エリアの紅葉スポット
秋の紅葉の紹介をします。
奥津渓の紅葉
岡山県苫田郡鏡野町奥津川西
名勝奥津渓は奥津 温泉 の下流
に
あり、昭和 年 月 日に文部省より
「
名勝地奥津渓」に指定されています。海
抜 ｍ、延長
、吉井川の源流に臨み
花崗岩の板状節 理と侵食 の美により成る
渓谷です。川床の岩盤にできた臼淵の甌穴
（
おうけつ）
群は全国的にも貴重なもので、
中には 万年前に形成
さ れたも のも あ ると い
う東洋 一の甌穴です。
吉井川沿いにはのんび
り散策しながら景観を
楽 しめる約 ｍの遊 歩
道があ り、奥津 渓 八景
といわれる自然 美を 満
喫できます。澄み切った
水が流れる渓谷の両側が、モミジなどの鮮
やかな紅葉に彩られる秋の風景は格別。ラ
イトアップ期間中には奥津渓を中心に、さ
まざまな催し物が行われ、多くの人でにぎ
わいます。

宮島 ・
紅葉谷公園
広島県廿日市市宮島町紅葉谷
世界遺産 「
宮島」へ
は船で向かいます。
宮島 へ船が近づいて
いくと、紅葉に染ま
る山を背景として、
嚴島神社の朱塗りの
鳥居が青い海の上に
現 わ れ ま す 。こ の
「
船から見る紅葉」「
嚴島神社境内の紅葉」
のほかに、宮島では「
紅葉谷公園」
という紅
葉のスポットがはずせません。宮島 ・
紅葉谷
公園は宮島桟橋より徒歩 分に位置し、
濔山 （
みせん）原始林の麓にあります。紅
葉の時期を迎える十 一月中旬から下旬に
かけて、約 本の紅葉が茂る園内は、紅葉
の谷間に埋もれるよう。紅葉谷という名に
ふさわしく、公園全体が燃えるような朱に
染まります。
なかでも、清流に朱塗りの影を落とす紅葉
橋 一帯の眺めは秀逸。
ロープウェーに乗って「
獅子岩 （
シシイワ）
駅」
にある展望台へ
あがれば、秋色に染まる島
を 一望できます。

滑床渓谷・
雪輪の滝の紅葉
愛媛県北宇和島郡松野町
鬼ケ城山、大久保山、高月山等
級
の山 々に囲まれた約
に及ぶ渓谷。巨
大な 一枚岩の千畳敷や平らな岩 の上をさ
らさらと滑るように水が流れ落ちる出合
滑など、渓谷全体の岩盤が清流で洗い清め
られ、柔らかな滑らかさを持っています。
この川は四万十川水系の支流でもありま
す。滑床十景の中でもとりわけ美しいのが
雪輪の滝と言われています。幅 ｍ、長さ
ｍの滑らかな岩 肌を清流がなめるよう
に雪の輪 のような水紋を残しながら流れ
落ちる様は雄大にして華麗で、日本 の滝
選にも認定されています。
例年 月中旬から
月上旬 の期間、滝
の周辺をモミジやヒメ
シャラが彩ります。
一般的には、渓谷両
側に整 備さ れた自然
探勝道 雪輪ノ滝まで
の片道約 分 が散策
にちょうどよいです。
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四国別格 二十霊場について

伝説によれば法道仙 人がこの地に居
を構えたことに始まるとされています。
平安時代初期に空海がこの山を訪れ
ました。空海はここに住んでいた法道
仙人よりこの地を譲り受け、厄除と虫
除五穀豊穣の護摩修行を 日間行っ
たとされています。修行満願成就の後
に空海は自身の姿を刻んだと言われ、
この本尊は「
厄除大師」
または「
虫除大
師」
と呼ばれるようになりました。
第十四番 常福寺 （
じょうふくじ）
本尊 延命地蔵菩薩、非核不動尊
愛媛県四国中央市川滝町椿堂

愛媛県四国中央市新宮町馬立 一二〇〇

海が植えた松の木の下で足の不自由な
人を 見ました。空海は千枚通し霊符
を創札し、霊符を 一枚水に浮かべて飲
ませると全快したそうです。治癒して
もらったこの人物はこれに感銘し空海
より得度を受けました。法忍と名乗
り、この地で千枚通しの霊符を継承し
たといわれています。
霊符を朝夕、祈念しながら飲むと病
気平癒 ・
安産に効果があるといわれて
います。
第十三番 仙龍寺 （
せんりゅうじ）
本尊 弘法大師

伝承によれば平安時代前期に四国巡
錫中の空海が、当地に霊気を感じ山
上に登ったとされています。すると金
毘羅大権現が現れ 「
箸を挙ぐる者、我
誓ってこれを救はん」
というお告げを
授けたといわれています。そこで、空
海は自ら金毘羅大
権現の像を刻み堂
宇を建立したこと
が始まりと伝えら
れています。

愛媛県三好市池田町州津蔵谷 一〇〇六

伝承によれば平安時代初期の大同
年 （ 年）
邦治居士 （
ほうちこじ）
が地
蔵菩薩を 祀り当地に庵を構えたこと
に始まるといわれています。四国巡錫
中の空海が当時この地で熱病が流行し
ているのを聞き、杖をもってその邪気を
地中に封じ込めたといわれています。
空海が立てた杖から椿が芽を出しや
がて大木となったといわれています。そ
の伝 承より 「
椿堂 」
と呼ばれるように
なりました。
第十五番 箸蔵寺 （
はしくらじ）
本尊 金毘羅大権現
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前 回、四国別格 二十霊場の六番から十
番までをご紹介しました。今回は、十 一
番から十五番までをご紹介します。
第十 一番 正善寺 （
しょうぜんじ）
本尊 生木地蔵菩薩
愛媛県西条市丹原町今井 一四 一 一
伝承によれば、空海 （
弘法大師）
が巡
錫の折、四尾山の麓で仮寝をした際に、
楠の大木に童子が現れたそうです。こ
れに霊感を得た空海が、その楠に 一夜
で地蔵菩薩を刻んだそうです。しかし、
天邪鬼が鶏の鳴き真似をしたので、夜
が明けたと思った空海は地蔵の片耳を
刻み残したまま立ち去ったといわれて
います。
青葉 の茂る楠に地蔵が刻まれたので
「
生木地蔵」
と呼ばれるようになった
そうです。
第十二番 延命寺 （
えんめいじ）
本尊 延命地蔵菩薩
愛媛県四国中央市土居町八九五
奈良時代に四国巡錫中の行基が開創
したと伝えられます。伝 承では平安
時代前期、空海 （
弘法大師）
がこの地に
松を植えました。その後、巡錫中に空
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-

日に日に寒さが増してきました。冷え性に悩
む方にはとても憂鬱な季節の到来ですね。
そこで今回は

寒い冬を快適に乗り切る
「
寒さ対策」
お灸
お灸 で使うもぐさ の原料は ヨモギです。 ヨ
モギはヨー ロッパでは 「ハーブ の女王」と呼
ばれるほど効果 の高 い薬草です。体には無数
のツボがあり、 これを 「
経穴」と呼びます。
お灸はツボを温熱であたためて、血 のめぐり
をよくし、内臓 の働きを活性することでカラ
ダを内からあたためる働きがあります。経絡
とは 「
気 ・血 ・水」が流れる通路 で全身には
りめぐらされています。体中を巡 っている無
数 のエネ ルギー の道が経路、その主要なポイ
ントが経穴です。経穴には気が集まりやす い
ので、ここを温めることによ って気 の流れを
整え、内臓を刺激する、痛みを和らげる、疲
労回復など の効果があります。冷え の特効ツ
ボは三陰交です。三陰交は３ つの機能 （
消化
吸収 ・水分代謝 ・生理機能）に関わる三 つの
経絡が交わるポイ ントです。
だから三陰交にお灸をすると
３ つの機能を同時 に高めるこ
とが できます。内くるぶしの
いちばん高 いと ころに小指を
おき、指幅 ４本そろえ て、人
さ し指があた っていると ころ

が三陰交です。身体 の中心 （
正中線）にある
ツボ 以外 はす べて左右対称 に ２ つず つあ る
ので、両方 のツボを均等に温めましょう。
入浴
温かいと感じる程度 のお湯 （
約 度）に体 の
芯が温まるまでゆ ったりと ５～
分以上入ります。体質により、
のぼ せやす い方 は約 ５分、冷え
症 の方 は 分 以上 入る のが よ
いです。熱 いお湯は、すぐに体
は温まりますが、 これは体 の表
面が急速 に温められただけで、
体 の芯までは温ま っていません。また急速な
加熱によ って発汗しやすくなるために、逆に
お風呂から上が ったあとは早く体が冷え て
しま います。入浴後も血行がよく体が温かい
状態を維持するには、じ っくりと温ま った後、
膝より下に冷 た い水を風呂桶 ２杯程 かけ て
からあがる のが良 いです。 しかし、 「
冷え」
のひど い人には、冷水をかけるのは却 って逆
効果になります ので気を付けてくださ い。
寝るときは 「
頭寒足熱」
頭を冷やし、足元を暖めることで深 い眠りに
つくことができ、健康にも良 いと言われてい
ます。人は睡眠中に体温が下がるも の。そこ
で大切な のが足熱です。腰から下を暖めると、
体全体 の血流が促進され、体温が適切に保た
れます。おすすめグ ッズは、日本 の伝統的な
暖房アイテムである 「
湯たんぽ」です。湯た

んぽ は局所的な暖房 です。足元
は温かく頭部はクー ルに保 てま
す。また、湯たんぽ は自然 に温
度が下がります ので、体温が下
がらずに深 い眠りを妨げません。
頭寒足熱は健康維持 の第 一歩 で
す。寒 い冬にぐ っすり眠るためには、頭部は
涼しく、胴体は動きやすく、し っかり足を暖
めた状態が理想的 です。電気暖房はすぐに暖
ま って便利ですが、そのまま寝 てしまうと過
度に暖ま ってしま い、眠 っても疲れが取れな
いと いう ことになりがち です。寒 い季節 は
「
頭寒足熱」を意識して、安眠しましょう。
体を温める飲み物
温か い飲 み物なら何 でも身体を温めてくれ
ると いうわけではありません。中国茶 （
烏龍
茶など）
、 ほうじ茶、玄米茶、たんぽぽ茶な
ど濃 い味 のお茶は体を温めてくれます。見た
目でいうと茶色 いお茶。色
の濃 いお茶は滋養が高く、
特にたんぽぽ茶は、冷え改
善効果に優れたお茶 です。
たんぽぽ茶 の成分には、毛
細血管 での血液循環を促進
させる作用があり、ビタミンや ミネラルを豊
富に含んでいるので、内臓、特に肝機能 の働
きを促進します。
朝晩が寒くな ってくる時期ですが、健やか
にお過ごし下さ い。
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１０

４０

クロスワードパズルにチャレンジ
ヒントを元に、マスに言葉を当てはめてくださ
い。赤枠に入る文字を並べて出来る５文字の言
葉はなんでしょう ？

【
たてのカギ】
アロマは癒しの〇〇〇。

『
得』の反対は？

『
話題』
は外来語で？

『
苦手』の反対は？

積の単位。２○○○○のペットボトル。

コンセントから離れた場所に電源を供給する

もの。〇〇〇〇〇コード。

食 べ物を作ること。

第

号の答え

人が住むための建物。

・
岡山市 森川様 ・
岡山市 立花様

・
倉敷市 清水様 ・
岡山市 髙橋様

ました。

日本酒を入れる容器。

年は東京で行われる。

朝から夕方までの太陽が出ている時間。

【
締 切り】
平成

月の酉の日に開催される

当 日消印有 効）
年１月末 日 （

りますのでお楽しみに！

で豪華景品をご用意してお

正解された方の中から抽選

記宛先までご応募くだい。

５文字の言葉を記入して下

赤枠の文字を並べて出来た

が販売されます。

○○○○○等で縁起熊手

ヒント 主に毎年

ある人が考える最高 の状況のこと。

偉 い人の 一生を書 いた文章。

頭 の中にあるも の。頭 の働き のこと。

年齢や行動 ・考えが幼 いこと。

・
広島市 砂濱様
以上 名様、ご当選
おめでとうございます。
ご当選された方には、
寒い季節にはぴったりの
《石焼きいも器》
をお送りしました。

当選者の発表

募ありがとうござい

か？たくさんのご応

皆さ んいかがでした

『
タキギョウ』でした。

105

・・・円周〇〇。

『田舎』 の反対は？

『
内』 の反対は？

【
よこのカギ】

太陽が出ること。

13 12
2
7 5 4
3.14 2020
17 16 15 14 13 10 8

！！

物事が途中で進まなくなったり、失敗する事。
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