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滋賀組連研便り第七号 

平成 21(2009)年３月 8日発行 

◆おばあちゃんどこにいるのかなあ 

本願寺のホームページを開いて「ほとけさまのお話・教え」から｛ラジオ法話「みほとけと共に」｝

に入りますと、著名な布教使様のご法話が聞こえてきます。 

前教学伝道研究センター所長の森田真円師のご法話の一節を聞いていた時のことです。 

それは、こんなお話でありました。 

森田先生の御寺の近くに当麻寺という旧いお寺があります。そのお寺に仏説観無量寿経の経典

に基づく阿弥陀三尊と極楽にお生まれになった方々を描いた「浄土曼荼羅（じょうどまんだら）」が

伝わっています。「当麻曼荼羅（たいままんだら）」と呼ばれているのがそれです。 

歴史的には、一説に、浄土真宗の七高僧のお一人である善導大師様が生涯に三百幅お作りになっ

たその一つが日本に伝わったものであろうとも（Ref 森田真円「ラジオ法話」）、或いは又、奈良時代

の天平宝字七年（七六三）、藤原豊成の娘、中将姫が、阿弥陀仏の化身である比丘尼と観音の化身

である織女の力を借りて百駄（びゃくだ）の藕糸（ぐうし=蓮の糸）を以て織上げたという伝説に彩られ

たもの（Ｒｅｆ：梯實圓「観無量寿経」P9）とも言われ、壁一面に広がるそれは見事なものであります。 

あるとき、森田先生が自坊の日曜学校で、当麻曼荼羅の絵説きのお話をなさいました。 

「真ん中にいらっしゃるのが阿弥陀様ですね。 

向って右側（阿弥陀如来様から見れば左側）には、阿弥陀如来の慈悲の象徴である脇侍（きょうじ＝如

来の脇に侍る菩薩）の観音菩薩様がいらっしゃいますね。向って左側には、阿弥陀如来の智慧の象

徴である勢至菩薩（せいしぼさつ）様がいらっしゃいますね。その下には、十方の世界から極楽にお生

まれになった方々がいらっしゃいますね」とざっとこんな風な調子でお話になりました。本物は壁一

面に及ぶ大きな曼荼羅ですが画用紙一枚に縮小印刷した曼荼羅を食い入るように子供たちは覗き

込んでいます。 

そのときです。 

さっきから覗き込んでいた小学校三年生のあゆみちゃんがポツリとつぶやきました。 

「おばあちゃん。どこにいるのかなあ」と。 

 その言葉を耳にしたとき、浄土真宗の学者であり和上様でいらっしゃる森田先生が震えるような

感動を覚えられたといいます。 

実は、六日前にあゆみちゃんのお婆ちゃんが亡くなっていたのです。 

 先生は、大人の感覚から曼荼羅そのもののお話をなさっていらしたというのに、いつのまにか、お

話に引き込まれていたあゆみちゃんは、曼荼羅がお浄土のただ今の姿そのものを描き出した絵姿

に他ならないと受け止めていたからです。自分はこの世に両足を踏まえて立ちながら、曼荼羅を極

楽浄土を覗き込むことができる不思議の窓だと受け止めていたからです。なんというリアルな受け

止め方でしょう。 

 このお話を聞いたとき、仏様のお話をお聞かせに与る上での極めて大切な姿勢を教えられたよ

うな気がしました。 
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◆こゑについて決定往生のおもひをなすべし 

心に往生せんとおもひて、口に南無阿弥陀仏ととなえば、こゑについて決定往生（けつ

じょうおうじょう）のおもひをなすべし。その決定によりて、すなはち往生の業（ごう）は

さだまる也 

（Ref 法然聖人「往生大要抄」真宗全書四巻 P580) 

一、仏様のみ教えをお聞かせに与るには、日頃の常識的な執われの姿勢から解き放たれて聞

くべきこと 

私たちは、娑婆（しゃば）世界に生きており、人生何十年間慣れ親しんだ娑婆の経験則に従っ

て物事を判断しています。 

けれども、仏様のみ教えをお聞かせに与るには、一旦、そうした娑婆の習いに従った常識を

捨て去ることが大切でございます。 

先に「浄土曼荼羅」のお話をご紹介しました。 

「浄土曼荼羅」というのは経典の文字も読めない人々に浄土のありさまを知らしめるために描

かれ織上げられたものであります。 

そうであれば、ただ単に「浄土曼荼羅という歴史的な文化財」を眺めているのだという見方で

は足りないということができます。 

 なぜなら、お浄土の姿を心の中に思い描くことによって、私もまた、お浄土に生まれさせて

戴きたいと願うことが、わが国浄土に生まれさせたいとの阿弥陀如来のご本願に叶うことだっ

たからです。 

ですから実際にそれが容易か困難かは別として、まずありありとお浄土そのものを眺めるか

のように眺めさせて戴くことが阿弥陀如来のご本意に叶う姿勢なのだということが分かります。 

森田先生の日曜学校での小学三年生あゆみちゃんは、浄土曼荼羅をこの世から浄土を覗き込

むことのできる「不思議の窓」のように受け止める素朴な姿を私たちに教えてくれたことであ

ります。 

このことから次のようなことが言えるのではないでしょうか。 

私が「南無阿弥陀仏」と称えますと、その途端「南無阿弥陀仏」と聞こえて下さいます。こ

のとき聞こえて下さった「南無阿弥陀仏」を耳にしたとき、あれは、ただ私が称えた私の声が

聞こえた丈だと言う風に固定的に捉えるだけの聞き方では足りないではないかということです。 

なぜなら称えれば聞こえて下さる「南無阿弥陀仏」は、実はお名号というお喚（よ）び声（本

願招喚の勅命）になって、如来自らの存在を私たち衆生に気づかしめようとの阿弥陀如来の優

れた御手立てだったからです。 

二、阿弥陀如来という仏様は娑婆世界の私に向って働きづめに働いていて下さるということ 

南無阿弥陀仏と称えて聞こえて下さるお念仏は自分の声が聞こえただけだという受け止め方

は、今生わずか数十年の経験則に基づく愚かな錯覚にすぎません。 

実は、阿弥陀如来は「寿命無量」というお徳を有していらっしゃり仏になられてから既に十

劫の時を経ており、私が生まれるより遥かな昔からお名号となって私に働き続け、今一つの「光
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明無量」の智慧のお徳の働きによって頑固な私の固定観念を打ち破ろうと働いて居て下さった

からです。 

阿弥陀如来がお悟りをお開きになる前（因位（いんに））の姿を法蔵菩薩様とします。 

その法蔵菩薩様が十方の生きとし生ける者の苦悩の姿をご覧になったとき、これは放ってはお

けないとお考えになり、一人の例外もなくこの者たちを救い取りたいと思い立たれました。 

そこで菩薩は師仏の世自在王仏のみ許で 

「私は、自ら、お名号に姿を変えて、その名を聞かしめ、苦悩の衆生一人一人の胸の中に直接

飛び込んでこの者たちを掬い取ろう」という御本願をお建てになったのであります。 

そのご本願が叶って仕上って下さったものこそ、他でもない「南無阿弥陀仏」のお名号であ

りました。 

お名号は阿弥陀如来が姿を変えられたものに他ありませんから、阿弥陀如来のお姿そのもの

であると承ることができます。 

ですから私が南無阿弥陀仏と称えるとき、南無阿弥陀仏と聞こえて下さるのは、如来様の御

本願叶って仕上って下さったお名号がお御喚（よ）び声となって届いていて下さるお姿だという

ことになります。 

そのお喚び声が私の耳に聞こえている以上確かに今ここに阿弥陀如来がいらっしゃって働い

ていて下さる何よりの証拠だということになるのであります。 

「称える私」は、阿弥陀如来の御本願が叶って働いて下さる如来様の御手の上で、南無阿弥陀

仏のお声を聞きつつ促されて称している姿に他ならないのだと受け止められます。 

こうして、阿弥陀如来が間違いなく娑婆世界の私に向って働きづめに働きかけていて下さるこ

とをお知らせに与るのであります。 

三、阿弥陀如来のご本願に乗託して生きること 

 阿弥陀如来は、第十八願文において 

「お願いだから私のまことの心をよりどころとして浄土へ生まれたいと思い取り、わずか十遍

でもよいから南無阿弥陀仏と称えてくれよ」とお誓いあそばしました。 

その如来様の御本願のおいわれに、ご法座のご縁の度毎にお育てにあずかり、或いはご法事

のご縁を頂戴して故人と私との衆生縁に導かれてこの私にも阿弥陀如来の御本願の思し召しが

注がれてあったのだと気付かせて戴くことであります。 

こうして南無阿弥陀仏と称えればその都度聞こえて下さる阿弥陀如来様のお喚び声にひとた

び呼び覚まさせて戴いたからには、 

「これから後の人生においては、如来様の仰せの通りに、私は如来様にお救いに与るのだと思

い取ってお任せしてこの世を生き抜き、この世の命が終ったならば、死ぬのではなしに如来様

のお浄土へ迎え取って戴き懐かしい方々と再開できるのだ」と確かに思い取らせて戴くことで

あります（Ref 仏説阿弥陀経の「倶会一処（くえいっしょ）」のみ教え）。 

思えば、南無阿弥陀仏のお名号は阿弥陀如来が私に向って「ワレヲタノメヨ、カナラズスク

ウ」と仰せになり、今生にまどろんでいる私に「めざめよ」と呼び覚ましていらっしゃるお喚

び声でありました。 
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そうであれば、これまで生きていくことそのことさえも容易でない恐ろしい娑婆世界に居て

この先どのように歩ませて戴いていいものか明らかでない暗闇の道行の真っ只中にいるとばか

りに思っていた私でしたが、 

これからは「来たれ」と招き引いて下さる阿弥陀如来の智慧の灯に導かれて人生を歩ませて戴

くことであります。   

昔、お東の一蓮院秀存という碩学は次のようなお歌を残されました。 

 声しあらばあやうからじな火に水の 

 なかのほそみち見ゆも見えずも 

火に水の中のほそみちとは善導大師のお示しになった念仏者の辿る二河白道（にがびゃくどう）の

お譬えであります。 

「二河白道」とは、苦悩の人生の途上で行く手に広がる激浪の水の河と紅蓮の炎の火の河の中

間に忽然として現われる東端から西岸に繋がる幅約四五寸の白道を言います。 

今生の私は娑婆の三毒の煩悩にさいなまれる苦悩の私という器に変わりはありませんが、東

岸より「行け」と聞こえて下さるお釈迦如来のお声に励まされ、西岸より「来たれ」と招き呼

んで居て下さる阿弥陀如来のお喚び声をお聞かせに与った以上は、仰せのとおりに「南無阿弥

陀仏」と称えつつお任せして白道を歩ませて戴くことであります。 

何しろ、御喚び声を通して既に私は阿弥陀如来に遇わせて戴いている（これを「聞遇（もんぐ

う）と申します）のですもの。合掌。 

（連研担当 堅田記） 

◆親鸞聖人をもっと知ろう 

・・・滋賀組仏教壮年会県外研修から・・・ 

滋賀組仏教壮年会では、毎年度に一日県外研修を実施しております。 

平成十九年度より、平成二十三年にお迎えする宗祖親鸞聖人七百五十回大遠忌のお待ち受けの

一環として、「親鸞聖人をもっと知ろう」と昨年度より、親鸞聖人がお生まれになられた所から始め

ようと計画しました。お誕生の地は、京都の東南の山あいに、今ものどかな田園風景の残る日野の

里、伏見区日野西大道町にある、法界寺というお寺の近辺であったと伝えられています。緑の木立

ちのなかに、平安初期の様式にならった、簡素ななかにも風格のあるたたずまいが印象的な日野

誕生院へ、そして二十年度は平成二十一年三月一日、親鸞聖人が九才で剃髪出家され、範宴（はんね

ん）と名のって仏の道に生涯をささげる決断をされた青連院へお参りさせて頂きました。そこで親鸞

聖人の生い立ちについてお訪ねしてみました。  

 

浄土真宗を開かれた親鸞聖人は、承安三年（一一七三）にお生まれになりました。この時代は、古

代が終わりを告げ、新しい封建時代がはじまろうとする転換期の時代でした。保元の乱（一一五六）、

平治の乱（一一五九）によって公家貴族たちが無力となり、かわりに源氏・平氏という荒々しい武士

団が実力を発揮しはじめたのです。古代から中世へと政治や社会が激変していく過程で思想や宗

教、価値観といったものも急激に変わっていきました。 

仏教の世界では鎌倉仏教六宗が生まれます。法然聖人の浄土宗、親鸞聖人の浄土真宗、一遍聖
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人の時宗、栄西禅師の臨済宗、道元禅師の曹洞宗、日蓮上人の日蓮宗です。仏教が日本に渡来した

のは六世紀ごろといわれていますが、以後しばらくの間は、あくまで貴族階級に独占されていまし

た。仏の救いは権力者だけが専有し、庶民にとっては高嶺の花でした。それを有形無形のあらゆる

差別を超えて、庶民をふくむすべての日本人の手に届くようにしたのが、これらの鎌倉仏教だった

のです。 日本人の歴史のなかで、庶民を対象にした宗教がはじめて生み出された時期が鎌倉時

代でした。そして、鎌倉仏教を開いた宗教家のなかで、もっとも庶民的な仏の救いを打ち出したの

が親鸞聖人でした。 

では、親鸞聖人は、どんな家庭にお生まれになったのでしょうか。実は親鸞聖人は公家の出身で

す。承安三年（一一七三）、親鸞聖人は藤原氏の一門・日野有範の子として生まれました。日野家は、

それほどの「名門」ではありませんでした。日野家は、はじめのうちは繁栄していましたが、次第に日

のあたらない地位へ落ちていきました。 親鸞聖人の父日野有範のころの日野家の家格は正五位

下、皇太后大進という、公家貴族としては末席に近い官位でした。親鸞聖人が、斜陽族の日野家に

誕生されたのは、『親鸞聖人伝絵』に記載されているところからみてもほぼ間違いないことですが、

幼名は、松若丸と呼ばれており、日々の生活のなかで喜怒哀楽を人並み以上に鋭く感じ、自分に正

直な反応を精一杯表現できる少年でした。親鸞聖人は九十年の生涯を通じて、自分の信念や発言に

対して、きわめて強くきびしい責任感を持ち続けた人でした。親鸞聖人が生まれたころの日野家は、

武士の勢力が伸びるにつれて無力化していったほかの公家と同様に、不運が続いていました。 父

の有範は、無邪気に遊ぶ親鸞聖人をみながら、その将来をあんじていました。 

日野家は、藤原氏の流れをくむとわいえ、けっして名門の家柄というわけではありません。親鸞聖

人も、そのまま公家の世界にとどまっていれば、将来は正五位下、皇太后大進以外にはなり得ない

わけで、将来の栄達からは見放されていました。 

当時の公家社会では、家柄によっては、まだ子供のうちからどんどん昇進し、場合によっては二十

歳前に関白までのぼりつめることも可能でした。しかし、それは摂関家の藤原氏のほんのごく一握

りの人々にしか与えられない権利だったのです。 そもそも公家は、その家々によって、将来のぼる

ことができる地位・官職がきまっていました。それぞれがうまれついた家の格式が、公家の子弟の

将来を決めていました。その壁は厚く、固く、高く、冷たく、たちはだかっていました。 安泰そのも

のにみえた平安時代の公家貴族の社会の裏側には、血筋や家柄という壁を越えられない不満がよ

どんでいました。しきたりという壁を乗り越えることはできません。藤原氏の本流からはずれた多く

の公家家族の子弟の将来はみじめなもので、父親たちはむなしさにとらわれ、無気力と自暴自棄に

支配されていました。 父有範は、自身のいるこうした公家社会に見切りをつけていました。 そし

て、わが子親鸞聖人を、公家社会とは別の世界へ送り出してやりたいと考えていたのです。 

時代の激動を幼心に感じながら、親鸞様が八歳になったとき、父有範は息子に仏教の世界で栄達

を手に入れさそうと、出家させることにしました。当時は、公家の子弟が出家するのは常識のような

ものでした。平安時代に生まれた最澄の天台宗、空海の真言宗は、公家貴族の生活に欠かせないほ

ど浸透しており、貴族と仏教の関係は切っても切れないほどの深まりがありました。平安仏教は、朝

廷や貴族個人とつながることで奈良時代の仏教以上に繁栄していったのです。 

平安仏教の最大の使命は、朝廷・公家貴族の安泰と繁栄を祈ることでした。僧侶たちは貴族のた
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めに祈ることで、数々の代償を与えられています。その代表的なものが、田畠、つまり荘園です。平

安時代の半ばすぎになると、奈良や京都の大寺院は公家貴族をはるかにしのぐほどの大荘園領主

にのし上っていきました。奈良時代の仏教が国家の財政的援助に全面的に依存していたのと違って、

平安仏教は国家の安泰、貴族の繁栄を祈祷することで荘園を手に入れ、そこから得られる収入で、

寺院と僧侶の生活を十分に維持できるようになったのです。つまり、パトロン頼りだった仏教が、自

分で会社を興し経済的に独立したようなものです。 

広大な荘園を領有している大寺院に入れば生涯にわたって安定した生活が得られると考えた公

家貴族たちは、そのまま公家社会にとどまっても出世が見込めない次男や三男を大寺院におくり

込みはじめました。こうして、平安仏教の大寺院は公家貴族の子弟たちにとって最大の就職先にな

っていきます。ですから、公家貴族の子弟が、すべて仏法を極め、悟りを開こうとしていたわけでは

ありません。今日でいえば、一流大学を卒業して官庁にでも入れば裕福に暮らせると考えた親が、

推薦入学をとりつけてエスカレーター式に進学させるようなものでしょうか。一方、寺院側も皇族や

貴族の子弟を歓迎する理由がありました。 

国家の安泰や公家の繁栄などを願う祈祷の注文をとるために、有力貴族との結びつきを強化す

ることは、寺院にとって大きい課題だったのです。祈祷の注文が増えれば、それだけ代償の荘園が

増えていくわけですから、寺院にとっては生活にかかわる問題でした。そのためにも、有力貴族の子

弟を自分の寺に迎えて縁故関係を築くのは、ねがってもないことでした。このような公家と仏教の

関係を利用して、出世から見放された多くの公家たちは、自分の子たちを出家させていたのです。 

親鸞聖人の父有範も、彼らとおなじように、わが子が生きていけるエネルギーを仏教に求めまし

た。有範は無気力と自暴自棄に支配された公家社会に見切りをつけ、わが子が生きていく場所を、

政治ではなく仏門の道に求めて、みじめな斜陽貴族から脱出させようと願ったわけです。 

親鸞聖人は親の決めた人生コースに何の疑いも抵抗感も抱くこともなく、むしろ踊るような気持

ちで、天台宗の根本道場・比叡山延暦寺にのぼることになりました。養和元年（一一八一）、親鸞聖人

九歳のことです。 

『親鸞聖人伝絵』によれば、親鸞聖人は九歳の春ごろ、慈円（慈鎮）の青蓮院で剃髪し、「範宴少納

言公」と号したのち、比叡山に向かった、といいます。 

それは、伯父の日野範綱卿に伴われて到着された親鸞聖人に、慈円僧正が「今日はもう日も暮れ

るほどに、得度の式は明日にしよう」とおっしゃったところ、親鸞聖人は「明日ありと 思うこころの 

あだ桜 夜半に嵐のふかぬものかは」という古歌をお示しになり、この歌に託された幼い親鸞聖

人の深い決意に感動された慈円僧正は、その夜ただちに得度の儀式を執り行われたというのです。 

親鸞聖人が出家されたと伝えられる青蓮院は、苔むした石垣に白壁の築地、そして天を覆うかの

ように枝を張った楠木の巨木に、その古い歴史をしのばせるお寺ですが、入口に「親鸞聖人得度聖

地」という大きな標識がたてられていて、聖人が出家された縁の地であることを示しています。 

「明日ありと 思うこころの あだ桜 夜半に嵐の吹かぬものかは」  親鸞聖人の出家にち

なんで語り伝えられてきたこの歌のこころを、今一度よく味わって見ますと、比叡山での必死の求

道や、よき師・法然上人との出会いなど、その後の聖人の歩まれた生涯の軌跡が、ひとしお深い意味

を持って心にひびいてくるようです。 
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滋賀組仏教壮年会では、毎年度の県外研修のテーマとして、「親鸞聖人をもっと知ろう」と、親鸞

聖人の遺徳をしのんでご旧跡を訪ねて、親鸞聖人の生涯について学び、その伝記である『親鸞伝

絵』（いわゆる「御伝抄」）をもとにすすめて行きたいと、思っています。合掌 

（滋賀組仏教壮年会 珠渕善夫会長記） 

（あとがき） 

連研便りも発刊から第七号を数えるに至りました。お便りでは、各回の連続研修会を補填して、浄

土真宗の信心を頂戴することについて角度を変えてご案内しております。 

第七号では仏教壮年会の県外研修の話題についてもご紹介致しております。 

ご受講の皆様からのご質問ご要望をお待ち申しております。 合掌       

◆ご意見ご質問をお寄せ下さい 

連研便りは皆様のご意見・ご投稿・ご質問をお待ち申しております。 

連研だより編集委員会発行元（連研事務局）   

今川昭栄、木村栄蔵、珠渕善夫、堅田玄宥 拝  

 


