ああまで禿鷹のような行動
おばあちゃん二題 間︑ 外へ行けません︒ その を
するのだろうか︒例えば
間ずっと絵本を読んでやっ
移植するチームの映像︑一
月参りされている Ａさん
たんです︒ ほたら次々字
﹁三歳の子供が自転車に乗 を憶えて今では漢字もだい 人の大いなる菩提心に対す
り始めたので︑ 交通安全の ぶ読みます﹂とは中のおば る関係者の礼装だろうか︒
お守りください﹂ と ﹁お孫 あちゃん ﹁この子が骨折と 三︑この度は日本大学の病
さんですか﹂ ﹁うちの孫は大 は？﹂﹁ちょっと車にあたっ 院である︒この大学は私で
きく医者です﹂﹁なら曾孫﹂ て﹂﹁でも︑ 不幸が幸いし
も低温療法で有名と思うほ
﹁いえ近所の子供です︒ 毎 て︑ その間に字を憶えてし ど日本の代表的大学であ
日々々 ﹃おばあちゃん﹄と まったわけですね﹂﹁ええ︑ る︒なぜ︑この大学或いは
やってきます︒ しばらく留 ここへ来るときも看板の字
東大︑慶応大等の都内の大
守にすると ﹃おばあちゃん を読むのですよ﹂﹁私は
学では移植しないのだろう
風邪ひいとんとちがうで﹄ 今︑ やっと立ち上がること か︒四︑これだけの臓器を
というて心配してくれるん ができましたが︑ ちょっと
取り出した後どのような処
です︒ その子がこの間から 前まで立てませんでした︒ 置をほどこしたのであろう
小さい自転車買ってもらって 家の中を座ったまま足を延 か︒それを家族にどう説明
乗り始めたんで︑ 安全のた ばして手で移動していまし
して納得してもらったのだ
めお守りを受けたいのです﹂ た︒ それを見ていたこの子 ろうか︒内臓全てガンに冒
﹁それなら子供用の交通安 はギプスをいれていたと
全と発育良好︑ 学力増進と き︑ 抱いてくれといわない され本人の遺言によって病
理解剖を願った︒内臓すべ
いう︑ お母さんの願いが全 で曾婆ちゃんのまねをして
て取り去った︒が︑腹が詰
部はいっているお守りにしま 家の中を自由に動いていま
しょう﹂との会話︒ 今も近 した﹂と曾祖母さん ﹁今も まって苦しんでいたのが︑
この手術ですっきりしただ
所の子供たちと地域の古老 私の後ろについてお佛檀を
ろうと︒それは私の母への
との間にこういった人間関係 拝むんです︒ 般若心経お
があると感激した︒ 大正一 おかたいえます﹂そうこう 気持ちだった︒こんな納得
桁のおばあちゃんならでは 話をしているうちに本人は をまだ自分でせねばならぬ
のか︒五︑
﹁提供したもの
の心意気であろうか︒
あきてきた︒ ﹁この鐘たた
四世代だが一世代いない家 いてもええ﹂﹁いいですよ﹂ はそれを忘れ︑頂いたもの
は大恩を忘れない﹂この倫
族連れが内陣に上がった︒ ﹁ゴーン﹂ とたたいた︒ 一
子供が如意宝珠の下にある 般的な子供の行動として鐘
理観を確立せねばこれから
字を読んでいる︒今日はウ をたたいくのは遊び︒ 鐘
の臓器移植は育たない︒大
イークデー︑ 学齢期とも思 をたたくだけで終わりであ 恩の報いるものは提供者へ
わない︒ ﹁
お歳いくつ﹂ と私 る︒ が︑ この子はたたい
の恩という小さなものでは
は聞いた︒ ﹁
みっつ﹂と指を た後︑ 手を合わして拝んで ない︒どこまで生きるかも
だしたのは本人︒驚いたの いる ﹁
もう一回︑ たたいて
分からない一生を報恩の行
は私︒ 以前︑ ご開帳の受 みなさい﹂というと喜んでた にいそしむべきであろう︒
戒で全部を正確に唱えられ たく︒ そしてまた手を合わ
移植には移植医の野心︑受
た三歳児がいたが︑ 三歳の せ拝んでいる︒
ける側の餓鬼の如き生への
子が毛筆の字を読むのはは おばあさんたちの薫陶を 執着があって成功する︒ど
じめて ﹁どうして教えたの 受けたこの子たちの行く末 れをとっても人間の欲望そ
ですか？﹂﹁実は足を骨折し に日本の良き伝統が受け継 のもの︒移植後︑それを高
て︑ ギブスをいれている
がれているに違いない︒
い次元に引き上げなければ
る死亡︒心臓は動き︑身体 ならない︒小欲から大欲
五度目の臓器移植
は暖かく︑ひげは伸び︑顔 ︵菩提心︶へ密教の奥義は
色はよい︑単に眠っている ここにある︒
にしか思えない︒肉親が死 台湾新総統に
をどう理解したのだろうか︒
陳水偏 氏当選
二︑本人の尊い意志を尊重
隣国の台湾次期総統に陳水
し︑家族も無限の慈悲心起
こして臓器提供した︒しか 扁氏が当選した︒ 台湾は日
し︑移植となるとどうして 本統治以降︑ 昭和二十四年
三月二十八日深夜︑脳死
状態の人がいると︒同時に
有珠山の噴火予知のニュー
スと重なって前四回よりは
報道が少なかった︒だが︑
私は今回もあるむなしさを
感じた︒一︑法的脳死によ

に蒋介石総統の国民党が逃
れてきた︒ 彼らは中国内の
共産党との内戦から逃げて来
たのだった︒ この年ほぼ全中
国を支配した共産党︑ 中華
人民共和国はこの年建国と
なる︒
台湾人はせっかく日本が引
き上げ自分で国造りをはじ
めた矢先にまた台湾人以外
の国民党が政権をとり勝手に
国造りをはじめ︑ 国民党と
ともに逃げてきた人々︑ 所謂
外省人が権力と経済利権を
取ってしまった︒本省人と呼
ぶ台湾生まれの人はみじめな
状態になった︒ 蒋介石︑蒋経
国の時代と続く︒ 国民党の中
華民国は建国の父︑ 孫文を
継承し︑ 昭和四十六年十月
二十五日︑ 国連で中国の代
表権を失うまで中国の代表︑
同時に国連常任理事国だっ
た︒ 蒋介石︑ 蒋経国の時代
は滑稽にさえ見える全中国
の国家統治組織を有した︒
因みに共産党中国も孫文を
継承する︒
昭和五十九年︑ 国民党副
総統に李登輝氏が就任︒ 当
時︑ 本省人李登輝氏の登用
は融和策だっただろう︒ し
かし︑ 昭和六十三年︑ 総統
蒋経国が急逝した︒ 副総統
が総統に昇格した︒ 外省人
が本省人を治める構図から
﹁民主化﹂のスローガンのも
と本省人が実権を勝ち取って
いった︒ 平成八年には台湾
ではじめて全国民の選挙によ
り李登輝氏が総統に選ばれ
た︒ これで国民党をバックに
はしているものの台湾人の政
府ができあがった︒ このとき
中国が軍事演習をして脅し
をかけ︑ アメリカが空母を
台湾海峡に進めたことを記
憶する︒ たぶんこのころか
らと思うが︑ 英字誌ではプ
レジゼントと呼ぶ︒ 日本人の
ように大統領︑ 総統と区別
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しない︒ これが選挙による
国際社会は国家の代表とし
てあつかっている証左であろ
う︒ また︑ 国民はタイワ
ニーズと呼ぶ︒ 李登輝氏
は今までのアメリカ︑ 日本
を中心とした人脈と経験を
充分につかい中国をきりき
り舞いさせた︒ そうした
李登輝路線の延長上に今
回の選挙結果がある︒ 今
回の選挙では中国は軍事
的脅しをかければかけるほ
ど台湾人の心は離れ︑ 国
際的信用も失墜していっ
た︒ 第一世代の国民党員
は抗日戦争︑ 共産党との内
戦を戦った人たちだった︒
だが︑ 李登輝氏は日本統
治下で教育を受け︑ 京都
大学へ︒ 国民党が台湾に
来て︑ 米コーネル大学を
経て学究生活をおくった︒
のち政治に進出したため
国民党に入党した︒ この
経歴から︑ 旧来の中国本
土の奪還をめざす国民党
員とは違っていた︒ 氏の頭
の中は台湾人による台湾
をめざしていた︒ 昨年︑

平成１２年 ４ 月 １８ 日 発 行

四月八日︑ お釈迦様生誕
の日︒ 昭和三十年代頃ま
で当山でも朝早くから大
釜に甘茶を炊いて用意し
た︒ その頃はまだ今のよ
うに甘い飲料水が出回っ
ていなかった時代︒ 子供
たちの良い飲料水になっ
た︒ また︑ 甘茶で墨を
擦って︑ クレジットカード
を二つ立て合わしたほど
の紙に ﹁五香水﹂或いは
﹁白佛言﹂と書き︑ 柱の
根元に逆さに貼る︑ 長虫
︵蛇等︶側から見ると正
常にみえるいう︑ それを
見て入ってこられない︒

台湾と中国は国家と国家の
つきあいという二国論をと
なえたことからも分かる︒
三月二十四日後継者が選挙
に負けた責任をとって国民
党総裁を辞任した︒ とはい
え︑ 世界の歴史に残る政治
家であることは間違いない︒
総統予定者の陳水扁氏は
日本流に言えば団塊後期の
人 ︵昭和二十七年生︑ 四
十九歳︶︒ 台湾独立をう
たった民進党を命がけで育
ててきた︒ 呉叔珍︑ 陳水扁
婦人は昭和六十年︑ 陳氏
が台南県長選に出馬したと
き︒ 婦人が支持者へあいさ
つの際︑ 交通事故に見せか
けた地元保守勢力の政治テ
ロで半身不随になった︒ こ
ういう危険のなか総統に選
ばれるほどの力を培ってき
た人である︒ 今は中国を刺
激しないよう台湾独立を言
わないが︑ 台湾は世界のな
かの一つの国という前提のよ
うに思われる︒ 北京とはあ
くまで対等が原則︒ 考えて
みれば氏の世代で一つの中
国など考えもつかないはず

長虫は字が分かるのか？こ
の紙は腐食するのに字だけ
は残るのが不思議だった︒
お寺では小さい花御堂の屋
根を時の花で葺いて荘厳す
る︒ 中には ﹁天上天下唯我
独尊﹂と右手を上に左手を
したに指さした小さい誕生
佛をおまつりし︑ 甘茶を頭
からかけて供養する︒ これ
らの甘茶はお釈迦様の誕生
と同時に甘露の雨が降った
という故事によるもの︒
さて︑ 佛教とはお釈迦様
が 生 ま れ ︑ さとりを開い
て覚者即ち佛陀になった︒
その後︑ 鹿野園ではじめて

佛生会﹄別名花祭り
四月の佛事 ﹃
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結論から先に言おう︒ 子
育て中のお父さんお母さん︑
現代青春まっただ中の小学
校高学年から高校生までの
生徒諸君︑ 小中高の学校の
先生︑ 青少年のかかわる全
ての方︑ それから司法試験
をめざす諸君すぐ本屋に飛
んでいって読むべし︒
著者︑ 大平光代さんは弁
護士︒ もちろん三大試験と
いわれる司法試験を合格し
た人である︒ テレビドラマ
﹁ひまわり﹂や本書で司法試
験が合格しやすいようだが
それは間違い︒ 普通司法試
験は大学或いは大学院法学
部の卒業者が何年か一日中
勉強づけになって合格する︒
その合格平均年齢が二七歳
といわれる︒ その意味で著
者は年齢的には早いほうだ︒
しかし︑ 経歴がちょっと変
わっている︒ 著者は中学卒
︵詳しくは通信教育で法学部
卒︶中学からいじめにあい︒
苦にして割腹自殺未遂︑ 暴
走族仲間︑ やくざの世界︑
十六歳で極道の妻︑ 離婚︑
ホステスという経歴である︒
この本は涙の出世物語では
ない︒ いじめの陰湿な現実︑
受ける側の心理状態︒ 教師
無知︑ 親の世間体への的確
な批判︒ 友のうらぎりから
割腹自殺︒ 割腹後の身体の
傷がいえた後︑ 心のケアの
貧しさ︒ そして︑ つねに仲
間を求めてはうらぎりのく
りかえし︒ 暴走族仲間から
やくざの世界へ︒ そして背中
に観音様の入れ墨︒ その心
理がこういうものかと思い知
らされる︒
二十二歳︑ 縁あって後に養
父になる大平氏の根気のあ
る説得 ﹁確かに︑ あんたが
道を踏み外したのはあんた
だけのせいやないと思う︒
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レビのプロジューサー小林美
穂さんは本書の ﹁解説に代
えて﹂ のなかで︑ 消せない
過去の傷︑ 彼女の背中の大
きな入墨を撮影させた︒
﹁弁護士の肩書きが︑ なん
ぼのもんや︒ 背中の入墨は
﹃ここまで落ちても︑ 人生ま
だこれから︒ 必ずやり直せ
る﹄っていうことの証や︒ そ
ういう番組を作ってくださ
い﹂と養父大平氏が代弁し
たという︒ ・・・司法試験
に合格した五年前︑ 二人の
間で背中の入れ墨をめぐっ

てこんなやり取りがあっ
た︒ ﹁入墨を消したらどう
か﹂弁護士という社会的立
場を考えたのか︑ 養父は
そうすすめた︒ 彼女は首
を横に振ったという︒ ﹁今
までのことを全部消し去っ
て︑ 何もなかったようにの
ほほんと暮らすというのは
ちょっと違うと思うんで
す︒ 過去にしてきた事実
は事実として︑ 一生背負っ
ていくものだと︒ 背負った
ままの私で︑ 何か世の中に
役に立つことはないかと︒
そう思って消さずにいたん
です﹂後略︒ 別のインタ
ビューによると心の傷のみ
ならず︑ 割腹のため横隔
膜が作用していない︑ 大き
な入墨は皮膚呼吸ができ
ないという障害を背負って
いるという︒
私は今まで相談にのった
数人の少女たちとオーバー
ラップしながらこの本を読
んだ︒ 私が相談に乗ったと
はいうものの︑ 中の先生の
ようでうわべだけだったの
だな︑ いじめの現実はこう
も深かったのか︑ 更生にも
良い仲間が一番なのだな
等々をその時々を思い出し
一気に読んだ︒ 彼女たち
も今を正しく生きているだ
ろうかと思いつつ︒
本書にはルビ打ってあ
り︑ 小学校高学年から司
法試験受験者まで読める︒
編集者もそうであるよう
意識して編集したのだろ
う︒ 当山に来た今度中学
に進む娘さんは本書を一
気に数ページ読んでしまっ
た︒ 三月末現在有名書店
の店頭にたくさん積んであ
る︒ 本誌が出るときは百
万部を突破しているだろ
う︒ でもまだ少ない︑ 一
家に一冊あって良い本だ︒

である︒ 北京側はこうした
だから︑ あなたも 生きぬいて﹄大平光代著 講談社 千四百円
時代感覚が相当おくれてい 一冊の本文 ﹃
るとは月日の過客に驚く︒
る︒ 武力干渉をほのめかせ
親も周囲も悪かったやろう︒
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敬卒
老の
のハ
日ン
にデ
自
ら
日家﹂と言う︒ しかし︑ 李
ため︑ まずは宅建資格︑ 司
登輝氏時代のように日本語
宣言して︑自宅で過ごしてっ
法
書
士
と
合
格
し
た
︒
と
は
い
の関係というわけには行か
いも
て
た字
︒を
そ知
のら
間な
家い
族︑
の言
暖葉
かが
い
ない︒ これからどういう人
分か
看
護ら
のな
中い
︑︑
自辞
ら書
もの
迷引
惑き
欠方
け
脈を作り上げていくかが日
を
知
ら
な
い
︒
司
法
試
験
を
め
台双方の課題である︒ 日本
ぬす
まと
まま
十ず
月は
五英
日語
未に
明苦
天労
寿︒
を
ざ
も与野党問わず︑ 中国を
一
次
全
う試
さ験
れの
大一
往般
生教
を養
とが
げ幅
ら広
れ
遠慮することなく信頼を築
く
て
難しい︒ 大学の教養課
かねばなるまい︒
たを
︒修了すると免除という制
程
世界の指導者は世代交代
度を
じ利
っ用
とす
私る
をた
見め
守通
っ信
て教
く育
れ
している︒ 陳水扁氏をはじ
の
入
学
資
格
か
ら
取
得
し
︑通
めとして︑ イギリス︑ ブレ
た教
翁育
︑の
願法
わ学
く部
ばに
浄学
土ぶ
よ︑り同
当
信
ア首相︑ ロシア︑ プーチン
時に
通見
学守
しり
てく
猛だ
勉さ
山
の予
発備
展校
をへ
お
大統領︑ もう任期は少ない
強︒ 書くことで指先は腱鞘
がクリントン大統領︑ 或い
いに
︒なった︒ 先述のグループ
炎
は次期米大統領等々︑ 団
の支援を得て見事に司法試験
塊世代の指導者に代わりつ
つある︒ 日本も世界の時流
に合わせ世代交代しては︒

五人の比丘に説法 ︵諸転
法輪︶した︒ 五人の比丘
が帰依して佛教教団が成
立したと教科書にある︒
でもそれは我々の世界
︵此岸︶の論理︑ 佛様
︵彼岸︶の論理は佛教は無
限の昔よりあった︒ その
一人の佛陀がこの世を済度
するためお生まれになった
のだと︒ ﹁
天上天下唯我独
尊﹂これを物語るものか︒
法会は前に記した ﹁
語りも
の﹂としての佛生会講式で誕
生のいきさつを歌い上げ︑
讃︑ 伽陀︑ 和讃で賛嘆する
音楽 ︵
声明︶法会である︒

