ご寄付ありがとうございました。
バス便、１／３
バス便、
１／３ １／１８ ２／１８ ９：
９：３０アミコ前発
問い合わせい合わせ ： 徳島市バス観光課 088- ６５２−２１３３

阿波三峰
親子の鐘の中津峰

国の戦略として考えるの
はいかがなものだろう
か︒インドも元々マハラ
ジャの国︑何カ国家にな
る要素はある︒でないと
すでに大インド主義で付
近のスリランカ︑ネパー
ル等の弱小国をいじめて
いる︒
昨年末︑国連分担金ア
メリカとほぼ同額になっ
た︒しかし︑日本はアメ
リカと同じ立場にある
か︒否︒ではなにがたり
ないか︒明治のはじめ岩
倉使節団は不平等条約改
正を各国で交渉しようと
した︒が︑全然相手にさ
れない︒その轍を踏んで
いるのではないか︒たり
ないものは︑国連で発言
したことを実行させられ
るだけの力不足にほかな
らない︒
こういったことを考え
るのが本当の国際化では
ないだろうか︒日本人が
今の経済力を持って︑い
かに世界に日本人らしさ
を訴え︑安穏な世界を築
くかということである︒
それにはみんな仲良くは
あり得ない︒アメと鞭︑
友好と権謀術策︑あい反
する問題を呑みこんでい
かねばならぬ︒
二︑環境の問題︒
自然と人間という対立の
構造は前世紀におわっ
た︒共に生きる︒所謂共
生の世紀でなければ地球
は亡ぶ︒以前本誌に徳島
大学名誉教授渡部孝先生
の話を紹介した︒大まか
な内容は﹁涅槃図︵お釈
迦様の涅槃のときの絵
図︶は人間のみならずあ
りとあらゆるものが涙を
流している︒西洋にこん
な図はあるか︒佛陀の死

１日〜３日
新春御開帳
１８日 １０
１０：
：００〜
大般若転読法会

初会式）

（１７〜１９日

密教では、大きな災い（厄）
密教では、大きな災い
（厄）は、
は、太陽や月、
太陽や月、北斗七星等の星々に影響されていると考えられてい
北斗七星等の星々に影響されていると考えられてい
ます。お大師様が請来した曼荼羅にも九星
ます。
お大師様が請来した曼荼羅にも九星（七曜
（七曜・
・九曜）
、眷属神、二十八宿星神、
、眷属神、
二十八宿星神、十二宮星神等が
描かれています。
真言宗では、これらの星宿のお奉りする秘法で、国や家を護り、人々の平安無事を祈ってきました。
特に、北極星を祀り北斗星に延命長寿を祈る
特に、
北極星を祀り北斗星に延命長寿を祈る「北斗法」
「北斗法」や北斗七星を祀り天変を鎮める
や北斗七星を祀り天変を鎮める「七星如
「七星如
意輪法」等では、
意輪法」
等では、北斗七星は如意輪観音様の眷属
北斗七星は如意輪観音様の眷属（家来）
（家来）とされ、
とされ、古来から災い除け
古来から災い除け（厄除）
（厄除）に効
に効
く観音様とされてきました。
厄除けの元祖は、河内の観心寺の如意輪観音様と境内のそれぞれの星塚を供養してまわったこと
であると言われています。
当山にも九曜と二十八宿と地神をあわせた三十八社がまつられています。

新世紀のはじめに

を終わって新しい地上生
活をするということで従
来の因習的生活に終わり
を告げるという意味がこ
の文字にあります︒
今年は︵辛巳︶はあり
きたりのいくじない︒或
いはだらしのない︑ごま
かしの生活に見切りをつ
けて勇敢に溌剌とやって
行かねばなりません︒﹁年
頭決然︑滞事を一掃すべ
し﹂であります︒けじめ
をつけてかたずけておか
ぬと来年︵二千三年︶の
午の歳には反対勢力が旺
盛になって︑その抵抗力
に圧倒されれことになり
ます︒今年の抵抗はどち
らかといえばあまり外に
はっきり現れておりませ
んが︑それが外にはっき
り来て四つに取り組むと
いうことになっていくわ
けです︒

にたくさんの人口を抱えた
国が国として成り立つのだ
ろうか︒発展途上の時代は
良いとしても内部の階層
に︑地域に︑格差が出てき
石原知事は日本の冨を求 た今日︑内部崩壊はないの
新世紀のはじめに二十一
世紀全般を話すことは不可 め近隣諸国から合法非合法 であろうか︒日本にとって
能である︒前の世紀がそう で入国してくる︒そこで日 十億人が一つになっている
だったようにだいたい十年 本人いかにすべきかといっ 国の隣国であるのはどう見
を目安にして考えてみよう︒ている︒アジアに世界史上 ても不気味である︒以前︑
かって類を見なかった十億 渡蔵時中国人のガイドに
一︑国際化︒
第二次大戦後︑戦争にこ 人を越す人口の国が中国︑ ﹁十億人が一つでは我々は
りた日本人は世界に友達を インドと二国ある︒二国に 気持ちが悪い︒四川省は国
持ち︑みんな仲良くしてい は日本人と同程度の技術教 として独立するだけの人
くのが国際化だと思ってき 育を受けたものが全日本人 口︑経済力がある︒いっそ
た︒これから十年石原東京 の二倍近くいるという︒今 独立して君が大統領にな
都知事がいうように隣近所 までのように世界に先駆け れ﹂と冗談を言うと相手も
に言葉の違う外国人が住む て技術立国を維持するのは ﹁すみません﹂といってい
というもの︒国境という概 今世紀至難の業である︒だ た︒中国の広さ︑人口の多
念なしに商売に観光等々に が︑そういう論拠で評論す さ︑歴史的伝統的なしたた
世界に出かけるもの︒ＩＴ ると日本の将来は暗い︒世 かさを思うと中国が十カ国
ぐらいに分かれて欲しいと
革命といわれる昨今︑ネッ 界史上十億人という国に
トでメール︑取引等々での なったのは二十世紀後の四 思うのは私だけだろうか︒
半世紀からである︒こんな 或いはこれが今世紀の日本
国際化があげられる︒

籠屋町 近藤義二
の庚を受けて更新すること
は断固として実行していか
なければ必ず殺傷を含む︑
からい目︑つらい目に遇う
ぞということです︒そこ
で︑どうしても斎戒︑自重
しなければならない︒今年
の辛は庚に較べると一段と
深刻︑切迫です︒昨年を承
けて断固として斎戒し︑自
分の心を改めて︑自身更新
していかなければなりませ
ん︒そうしないと必ず下か
ら突き上げる︒よって︑殺
傷を含む不祥事件が起こる
ことになります︒
巳は動物の象形文字で
す︒説文学で申しますと今
まで冬眠していた蛇が春に
なってぼつぼつ冬眠生活を
終わって地表に這い出す形
を表しています︒即ち︑従
来の地中の生活︑冬眠生活

辛巳 ︵かのとみ︑ 平成十三年︑ 二〇〇一年︶干支考
二千年︵平成十二年︶
は庚辰でした︒庚は杵を
両手でもっている形で︑
継続︑更新の意味を現し︑
辰は固く殻を閉じていた
貝が陽気につれ殻を開け
て動く型で理想に向かっ
て辛抱強く慎重にいろい
ろの抵抗妨害を排除して
歩を進めるとの意味です︒
二千一年︵平成十三年︶
は辛巳︵かのとみ︶です︒
辛の説分は亠と干と一と
を組み合わせた文字です︒
亠は上を表し︑干はもと
める冒すであり︑一は一
陽で陽エネルギーを表し
ます︒人間でいえば男性
にあたります︒心は上に
向かって冒す意味です︒
また︑殺傷を伴うといっ
た解釈をもっております︒
これを前年︵二千年︶

如意輪観音様と厄除け

一月の行事

新世紀を観音様と迎えよう

徳島市多家良町中津峰
TEL088-645-0008FAX645-0508
http://www.nmt.ne.jp/ nyoirin
nyoirin@nmt.ne.jp
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中津峰山如意輪
中津峰山如意
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わが兄貴分︑徳島市吉
野本町万福寺住職福島誠
浄僧正のご本である︒
﹁せいぎ﹂はたしか幼名︑
今は俳句の雅号としてひ
らがな︑徳島新聞の選者
に選ばれている︒師は若
い頃より俳句をはじめら
れた︒本誌には大川原高
原に建った句碑のいきさ
つをご執筆いただいた︒
年末書籍小包がとどき︑
本書と﹃青春﹄の二冊が
はいっていた︒すぐ︑鑑
賞させていただいた︒た
だ︑私は俳句はまったく
ダメ︒今までの人生に森
寛紹︵白象︶猊下をはじ
め︑せいぎ先生他に多く

紅書房

なこといいの︑相手が食べ
られないのに目の前で食べ
るのは︑とこれだけでもい
くつか納得できないものが
見られる︒実はバングラ人
は二家族つきあいがありこ
んなやりとりは経験済みな
のである︒彼らはイスラム
としての生活はどこにいて
も守る︒そこには相手と
違った価値観があるのだか
らそれを認めあわないと生
きられない︒こんな例でな
くとも大人と子供と︑若者
とお年寄りはそれぞれ目線
は違うのである︒
四︑教育︒
それぞれ先にあげたもの
を判断する力を養うことが
必至である︒日本政府は教
育基本法を見直という︒そ
れより早く学校の教育課程
が変更されレベルが数段下
げられる︒今世界中で一番
活躍しているのは団塊世代

二八〇〇円

の俳人交際が多い︒俳句を して護摩焚けり﹂ほか五
鑑賞するのは好きなのにそ 句︑十余年前のことが今
れでも俳句ができないの
のように思い出される︒
は︑よほど歌ごころがない ﹁霧ごめにヒマラヤ見えず
のだろうとつくづく自分が 峠茶屋﹂平成九年八月末︑
情けなくなる︒
師はブータン王国を行脚
さてさて︑せいぎ先生は した︒十日ばかり遅れ九
﹃台湾優遊﹄︵第一回台湾俳 月初旬︑私も彼の地を踏
句文学賞を受賞された︶を んだ︒たった十日の違い
はじめ︑﹃佛さまの物差し﹄ が師は雨期の最後︑私は
﹃しあわせまんだら﹄﹃たぬ 今日から乾期という日に
き和尚の人生相談﹄等々の なった︒この句の峠の茶
著作がある︒
屋は四千数百㍍のドチュ
﹃沙門﹄中数カ所共通の
ラ峠である︒先生達は霧
体験をもつ︒平成元年石鎚 でなんにも見えなかった
山の極楽寺で新四国曼荼羅 が︑私どもは遙か彼方に
霊場開創法会には二人で事 アーサーガンをはじめと
務局をまかなっていた︒そ する東ヒマラヤの神々し
のときの﹁涸川の底をなら い山々が見えたのだった︒

一冊の本﹃沙門﹄福島せいぎ

を生きとし生けるものが嘆 てみたいものだ
三︑ものの見方の多元化︒
いている︒これが共生原点
﹁鞍馬天狗のおじさんは︑
ではないか﹂というもの︒
聞いていた私は目の鱗がと 正しく︑強く・・・﹂とい
れる思いであった︒佛教で う歌がある︒この考えだと
はたくさんこういったこと 新撰組はどうなる︒子供の
が書かれている︒私は当た 歌にも一時代前は一元的考
り前としていたことを恥じ え方の押しつけがあった︒
た︒共に生きることの基本 先の国際化は自ずとこの問
なくして環境の問題は考え 題を含む︒年末︑以前面倒
られまい︒高度成長期に開 を見たバングラデシュの留
発といえば自然環境をぶっ 学生一家がアメリカへ研究
壊し新しい環境を作ること に行くと挨拶に来た︒敬虔
を意味した︒佛教での開発 なイスラム教徒である︒座
敷でお茶をだすと﹁断食月
︵かいほつと読む︶はある
ものに新しい方向から光を で食べられない﹂という︒
照らすことをいう︒今まで ﹁子供は？﹂と聞くと﹁子供
気づかなかったことでも別 はよい﹂という︒夫婦の目
な視野︑新しいものの見方 の前で子供と私がお茶を飲
をすることによって今まで みお菓子を食べても彼らは
眠っていたものが蘇って来 なんともないし︑子供に母
親は食べさせている︒日の
る︒﹁願わくばこの功徳を
以て︑我らと衆生と皆共に 出から日没まで断食するが
佛道を成ぜんことを﹂とい その逆は食べても良い︒﹁郷
う回向文の願いを噛みしめ に入り郷に従え﹂ならこん
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である︒この世代︑日本の て教育しないとお客さんが 江戸中期の佛教改革者︑慈
場合は小学校からすし詰め えられなくなる︒人間教育 雲尊者はその著﹃十善法
教室だった︒その上ちょう 云々という以前にやる気の 語﹄の冒頭に﹁人の人たる
ど文部省の教育課程の変更 ある子供達がやる気そのま 道は︑この十善にある
時期に当たった︒そのため︑ ま伸びていく制度を早く構 じゃ︒人たる道全くして︑
賢聖の地位にも到るべく︑
より高度なレベルの課程を 築しなければならぬ︒
消化せねばならなかった︒ 五︑総括して・・・
佛果をも期すべきというこ
先生も生徒も良くやったも
自己の倫理観の構築 とじゃ﹂﹁人たる道という
のだと思う︒それがいつの
こうしていくと人間とし は三蔵の学者︑文字の輩は
間にかレベルを下げている︒ て社会がどうかわわろう
浅きこと思うべけれども華
前に本誌で紹介したニュー と︑どのような圧迫をうけ 厳十地品中離垢地の法門に
トン力学を勉強しないで大 ようと自己が守るべき倫理 はこの十善が直ちに菩薩の
学の機械工学科に進むもの︑ 観を構築しておかなければ 戒波羅密の行じゃ﹂として
生物を履修しないで医学部 なるまい︒五十余年前敗戦 十善を基本として生きるこ
に進むものがでている︒さ 国日本は郷土が焦土と化し とを説いている︒それは菩
らに次の改訂では相当レベ たと同じように倫理観をう 薩の道を歩むこと︒即ち常
ルダウンになると聞く︒一 しなった︒明治生まれが元 に向上心をもって悟りを求
方先にあげたように世界で 気なときはそれなりであっ める︒一方︑社会に向かっ
は高度な知識が要求され︑ たものの︑大正︑昭和生ま て衆生済度をすることにあ
かつ︑それをこなしている れが社会をリードする時代 る︒済度というのは単なる
十億のなかで傑出した頭が になって各方面で倫理観を ボランティアではない済度
日本人全体数倍いるのだ︒ 喪ってしまた︒西洋人はキ をすることによって自ら教
そうなると教育といって リスト教倫理の上にたって えを請い︑向上する︒菩薩
も公教育が求めるものは最 いる︒日本人は本来の日本 への道︑菩提心を求め︑先
低限のレベル︒これだけは の伝統を明治の始めに捨て ず︑十善戒を実行しよう︒
分かって欲しいというもの た︒それは廃仏毀釈に代表
だろう︒それに対し︑個人 されるもので︑風俗習慣︑ 余録
の立場ではもっと高度な教 文化等々政府は作為的に葬
年末︑コンピュターが故
育を受ける自由と権利があ り去った︒その上に疑似日
るはずだ︒こうして︑猫も 本伝統として国家神道とい 障した︒原因は工事用たこ
杓子もという現代の進学方 う名で作り上げたものの︑ 足配線によって電圧の変動
法と違った人それぞれ多元 中身は空白だった︒五十年 が激しかったことによるら
的な価値観によって教育を たって昨今の不祥事で証明 しい︒現代文明が故障する
受けるシステムになってい されている︒
不便さを充分味わった︒幸
かざるを得まい︒高校生が
廃仏毀釈の真っ盛りのと い日本システム開発㈱︵Ｊ
大学の講座を受講︑単位取 き︑高野山のエリートコー ＳＤ︶の技術スタッフに
得できる制度︑中学と高校 スから下山し︑佛教の教え よって復旧した︒そういう
を一貫にして高校の単位を を説いて全国に行脚したの ことはないと思いますが︑
中学から取得し人より一年 雲照律師がいる︒師は全国
も
し異常が見られたらすぐ
早く卒業資格を得る︒その に布教し︑京都東寺に今の
御
一報下さい︒
一年で国際ボランティアに 洛南高校を作り︑今様なら
二十一世紀がはじまっ
いったり︑留学する︒我が 社会福祉を行った︒とりわ た︒さりとて昨日とどれだ
家に来たエイドリアンは途 け佛教の倫理観の本とし
けかわるのだろうか︒偉そ
中で帰った︒半年棒を振っ て︑十善戒︑十善の教えを うな年頭の辞をだしてはみ
たことになるが︑関係なく 説いた︒
たものの︑はたしてその方
卒業ができた︒アメリカ教
十善とは不殺生︑不偸
向
になるのか︒
育はこんなものである︒ま 盗︑不邪婬︑不亡語︑不綺
今年から︑三が日の参拝
た︑今のように私学と公立 語︑不悪口︑不両舌︑不慳 バスを三日だけにした︒こ
校とが同じ受験学習をして 貪︑不瞋恚︑不邪見の十の れ以上の交通渋滞を回避す
いるのもおかしな話し︑私 戒律である︒これを深く取 るための処置ゆえにお許し
学はより自由に特色を持っ り上げ佛教の基本とする︒ 頂きたい︒

