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りびんぐらいぶず  

一、倶会一処（くえいっしょ） 

ご讃題「舎利弗、衆生聞かんもの、まさに発願してかの国に生ぜん

と願ふべし。ゆゑはいかん。かくのごときの諸上善人とともに一処

に会することを得ればなり。舎利弗、少善根福徳の因縁をもってか

の国に生ずることを得べからず。」と 

（仏説阿弥陀経 注釈版聖典第一二四頁） 

ようこそのお参りでございます。 

本日はしばらくのお時間を頂戴致しまして「私達の使命と、如来

様のご本願により倶会一処、私達が懐かしい人と再開することの

できる道がある」ことについてお取り次ぎをさせて戴きます。 

仏説阿弥陀経は、無問自説経と申しましてお釈迦様自らが問わ

ず語りに舎利弗に向ってお説き下さったお経様でございます。その

阿弥陀経において、お釈迦さまは次のようにお説き下さるのであり

ます。 

舎利弗よ、極楽国土および阿弥陀仏と聖衆（菩薩さま方）のこと

を聞くものは何はさておいても浄土に生まれたいと念願しなさい。

なぜなら、お浄土に生まれたならば、阿弥陀仏と多くのお悟りの菩

薩様方と一つ処にて相見えることができるからですよ。聖衆という

のは、阿弥陀如来様のご本願の思し召しによって、オオセのままに

お念仏の信心を戴いた方のことを申すのでありますから、阿弥陀

如来のご本願のお念仏を頂戴することによって懐かしい肉親とも

再開することができるというのであります。 

二千一年も折り返して半ば、今年はあってはならない大きな出来

事がうち続きました。三月にはアフガニスタンはバーミアンの大仏

がイスラム原理主義者の暴挙によって破壊されました。これは仏教

徒のみならず人類にとっての大きな損失であります。 

また、この十一日には、アメリカはニューヨークのマンハッタンの

世界貿易センタービルがハイジャック旅客機による無差別テロの標

的となりました。阿鼻叫喚の地獄絵はまさに現実の出来事でありま

す。テロはあってはならない卑劣な行為であります。しかも、一般市

民の命を直接巻き添えにする無差別テロほど憎むべきものはあり

ますまい。 

 ところでニュース報道の最中で一つ気になることがございまし

た。それは、「今回の無差別テロは、まるで真珠湾以来の出来事だ」

というのです。これは日本人にとって聞き捨てならない言葉では

ないでしょうか。真珠湾攻撃は、なる程、奇襲であり宣戦布告こそ

遅れは致しましたがその標的はあくまで軍艦や軍事施設だったか

らであり、攻撃中もその後も正体を隠していたわけではなかったか

らであります。また、今回のテロに対して日本も怒りと悲しみを共に

しているのだから真珠湾に喩えるのは控えるべき旨を小泉首相か

ら米側に要望して貰いたいところです。 

 寧ろ、喩えるなら、今回の出来事は、広島・長崎に投下された原子
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爆弾の様だったというべきであります。なぜなら原子爆弾は軍事

施設目標ではなく、非戦闘員たる一般市民が住まいする都市のま

んまん中に無差別に投下されたものだったからであります。 

 さて、今年の八月十五日は二つの意味で大きな注目を浴びたの

であります。 

 一つは小泉総理の終戦記念日の靖国神社参拝、これは腰砕けに

終わりました。 

 今一つは教科書採択期限としての意味であります。 

 教科書問題とは何か、 

 それは義務教育の歴史教科書が、採択の都度、わが国の歴史を

呪い、憎悪を深める方向に傾いて来たことを憂いて、新しい歴史教

科書をつくる会というのが結成され、文部省の学習指導要領に則

してわが国の歴史に対する愛情を深め、国民としての自覚を育て

る教科書を世に問おうではないかというので扶桑社から出版され

採択戦に打ってでたのであります。これは同時に市販もされ、今、

七十五万部のベストセラーになっております。 

 ところが結果はどうであったかと申しますと、大変残念なことに

扶桑社の教科書は、一部の勇気ある学校長等の英断で採用された

に留まりました。 

 採択結果については、十二日付けの産経新聞の報道によります

と、東京書籍が一気に十％ものシェアを伸ばしたというのでありま

す。自分で自国の歴史を虐待する自虐主義に傾く記載が深まった

日本書籍はこれを敬遠し、一方、扶桑社の教科書は敢えて火中の

栗は拾わず、結局、どちら付かずの東京書籍が漁夫の利を得たと

いうのです。滋賀県では大津市の他、湖南地区の第一から第三まで

の三ブロックが東京書籍を、湖東から湖北の第四第五ブロックが前

年並みの大阪書籍を採択し、わが志賀高島の第六ブロックでは、人

権・差別問題に大きく一面的に傾いた教育出版を採択致しました。 

 ところがこの東京書籍の歴史教科書では、広島の原爆をどう表

現しているかと申しますと、広島に原爆が投下されたのは、広島が

軍事都市として発展したからですよ。原爆を落とされたのは自業自

得というものです。これからも原爆を落とされたくなかったら、平

和都市でなければなりませんよ。自衛隊の基地なんかおいてはい

けませんよという特定の政治集団の宣伝文句がアジられているの

であります。これにはさすがに広島の被爆者団体は怒りをあらわに

していらっしゃいます。広島への原爆投下は、軍事都市だったから

ではありません。現に投下標的は非戦闘員の住まいする都市の真

真ん中だったのですから。 

 大変残念なことに、この教科書がこれから先四年間、全国の過半

数の中学校で教科書として使用されることになるのです。 

 こうしたことに、遺族会の皆さん方はまずもっと敏感になって戴

くべきであります。そして次代に伝えるべきものは何であるかに思

いを新たにして戴くべきであります。 

 私たちが次代に伝えるべきことは、私達の先人はわが国の国難
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に際して身を挺して日本という国を支えて下さったのであります。

そのご苦労の一端を次代に伝えて行くことが私達の使命ではなか

ったでしょうか。 

 それによって、わが国の歴史に対する愛情を深め、国民としての

自覚を持った青少年を育てて行くことこそが急務ではなかったで

しょうか。 

 この七月、私は、教科書展示会場に二度足を運びました。二度目

に足を運んで国語の教科書を繙いていたとき、私は、「花いちもん

め」という戯曲を目にしました。 

 それは、終戦直前の九日の朝、満州に突如侵攻してきたロシア軍

の為に、満州開拓団の皆さんが大変なご苦労の中逃避行を余儀な

くされるありさまを描いたものであります。 

 昭和二十年の八月六日に原爆が広島に投下されました。これに

よって日本の敗戦が必至と見たソビエトは自らの取り分を確保せん

がために、十一日だった日本への宣戦布告を急遽八日に繰り上げ

て九日の朝から突如満州に侵攻して来たのであります。 

 当時、日本はソビエトとの日ソ不可侵条約をたよりにモスクワ大

使が終戦の仲立ちをお願いしたいとソビエト政府に働きかけてい

たのです。ソビエトはこの中立条約を一方的に破棄したのですから、

国際法違反を犯したわけであります。そして罪もない開拓団を蹂躙

し、ポツダム宣言が謳う日本人の即時帰還の約束を無視して六十

万にも昇る関東軍兵士を無法にもシベリアに連れ去って強制労働

に服せしめ、六万にも昇る帰らぬ人を作ったのであります。今日、国

際的にこの罪は償われておりません。 

 さて、花いちもんめについてご紹介しましょう。 

 開拓団の村にロシア軍が突如攻め込んで参りましたのは昭和二

十年八月九日の朝でした。こんなときの守備隊だった筈の関東軍

は、「適宜処置せよ」との言葉を残して転戦して行きました。女、子

供、年寄りは全員避難する。これが結論です。 

開拓団逃避行の修羅の旅が始まったのです。 

朝靄の中からロシア兵の一隊が現れ、私達に自動小銃を突きつけ

ました。金目のものを出せと言っているのです。奪い合いです。そし

て、今度はロシア兵達はぶしつけな目で若い娘さんの姿を物色しま

す。団長さんが制止しました。自動小銃が火を噴き団長さんの体が

数メートルも吹き飛んだかと思うと、後はもう阿鼻叫喚の地獄絵で

す。やっとの思いでたどり着いたハルピンでしたが、ハルピンもまた

修羅の町でした。収容所は着の身着のままの同胞達で一杯でした。 

私達を待ち受けていたものは何はさておき毎日をどう食べて行

くかという問題でした。私はお隣の奥さんと組み、中国人の農民か

ら野菜を分けて貰い、それを露天市場の路上に並べました。 

たとえ一杯のかゆであってもそれを口にできることはともあれ

その日一日の喜びです。 

夏が終わり、あっという間に秋も過ぎ、冬が近づこうとしていま

した。丁度その頃妙な噂を耳にしました。 
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子供が売られているというのです。 

夕方、遊びから帰ってきた撫子（なでしこ、五歳）までがこともな

げに言うのです。ねえ、今日、なんとかちゃんが売られていったよ。

かあさん、泣いてた。でも、その方がなんとかちゃんの幸せなんだ

って。 

私は言いました。うそよそんなことうそなのよ、撫子。どこのお

母さんがわが子を売ったりなんかするものですか。ねえ満州男（ま

すお）。さあ、ご飯よ。父さんが帰ってくるまでみんなでがんばらな

くっちゃ。 

夫と開拓団の残留隊が全滅したという知らせを聞いたのはそれ

からまもなくのことです。私達をできるだけ遠くに逃がすためだっ

たのでしょう。五日間も頑張ったというのですが、とうとう。 

やがて本格的な冬がやってきました。町では凍死者が出始め収

容所でもお年寄りや子供達が次々に倒れました。 

そんなことにだけはならないでほしい。そう思っていたことが

起きてしまいました。下の子の満州男がチフスで倒れたのです。 

私が撫子の手を引き、収容所の門を出たのは、明くる日の朝でし

た。郊外への道は雪でした。私達は歌を歌いました。 

古里もとめて 花いちもんめ 

古里もとめて 花いちもんめ 

もんめ もんめ 花いちもんめ 

勝ってうれしい 花いちもんめ 

負けてくやしい 花いちもんめ 

母親と歩くのがそんなにうれしいのか、撫子は雪道をぴょんぴょ

ん跳ねたりして、とてもご機嫌でした。 

李さんの家は粗末な農家。李さん夫妻は家に居ました。お金がい

るんです。あの子を預かって下さい。下の子が病気なのです。もう

だめかもしれないのですが。できるだけのことはしてやりたいと思

って。 

――いいえ、違います。売るのではありません。預かってほしい

のです。この家の子として。気の強い子です。でも、聞き分けもよく、

それによく働きます。 

帰り道、私はケーキを一つ買い、収容所に急ぎました。満州男は

起きていました。満州男、さあ、おあがり、元気になるわよ。ほら。―

―満州男の目が私を見ています。そしてケーキなど目もくれず、小

さな、乾いた声でこういうのです。僕知っているよ。だって、ねえち

ゃん、今朝小さな声で僕に言ったんだ。満州男、さよなら。ねえちゃ

ん、今夜からよそのうちだよって。 

――知っていたのです。二人とも・・・ 

だのに、五つの子が雪道であんなに跳ねてみせたりして。飛び出し

ました。思い切り泣きました。雪にまみれて。夜叉、夜叉、ああ、この

手が腐ればいい、わが子を売り、その身の代を握ったこの手が腐っ

てしまえばいい。 

戦後、四十年ぶりの帰国、中国からの親探しの旅、その中に、私の
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娘が生きていたのです。あの撫子が。手懸かりもないくせに、この

歌さえ歌えばわかるはずとテレビの前で片言の日本語で歌ってみ

せたそうです。 

 古里もとめて 花いちもんめ、と   

 母は言います。会えないのです。会うわけにはいかないのです。

わたしはあなたを捨てたのです。捨てた時、この母もまた死んだの

です。だからこうして、遍路の旅にも出たのです。 

 あなた方を乗せた飛行機が成田を発って中国へ向かったとラジ

オが言っていました。 

 お帰りなさい。生きるのです。あの大地に根を張って。 

 死んだ身内の魂に会えるお寺があるそうです。死んだ弟の満州

男とお父さんには、そこで会えましょう。 

 ご詠歌代りに口ずさめればと歌を一つまさぐっておりました。 

遍路旅 せめて摘みたや 花いちもんめ。 

 私はこの物語を読む間、流れる汗を忘れていました。おかれた状

況を嘆くのではなしに、ひたすら自らの犯した罪の深さを直視して

いらっしゃる。宗教的にも何という深さでありましょうや。 

 そして平和運動のあり方を顧みないではおれませんでした。今

日本を席巻する平和運動は、東京裁判史観、マルクス主義の階級闘

争史観に基づき徒に往時の日本を貶める平和運動であります。 

 注意深く見ておりますと、例えば、沖縄戦は、日本と米国との戦

いではなしに、日本軍が沖縄住民を殺戮したとの主張にすり替わっ

ています。原爆投下は、広島が軍事都市だからである、だから自衛

隊反対なんだとの特定の政治集団のアジビラ宣伝にすり替わって

います。これでよいのでしょうか。良いはずはありません。二十一世

紀に繋ぐ平和運動は徒に父祖の代を貶め、日本悪ろしの平和運動

であってはならない筈であります。 

 今、日本の子供達は、年々歳々、日本悪しに傾いた歴史教科書に

よって、日本の国を誇りに思うことができず自信を持てないでいる。

このまま放っておいていいんですか。 

 もしも私たちにできることがあるとしたら、私たちは私たちの肉

親の悲しみを通して、次世代に伝えるべきものを訴えて行くことで

はなかったでしょうか。 

 皆さん方のお一人お一人が志賀町教育委員会の教育長の部屋

へ足を運んで戴いて「どうして扶桑社の教科書を選んでくれなか

ったんですか」と問い尋ねて戴くことです。 

 私達の平和運動が如何にあるべきか、百万言を費やすよりも、マ

レーシアの大政治家、アセアンを作った立て役者のラジャーダトノン

チックさんの「日本人よ有り難う」の一節をご紹介して替えたいと

存じます。 

ラジャーダトノンチック「日本人よ有り難う」 

このごろの日本の若い人達はどうかしてしまったのでしょうね 

自分たちの父や祖父達が命を懸け血と汗を流して共に興したアジ

アのことを少しも知ろうとしませんね 
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わたしたちアジアの多くの国は日本があの大東亜戦争を戦ってく

れたから独立できたのです。 

日本軍は長い間アジア各国を植民地として支配していた西洋の勢

力を追い払い、とても白人には勝てないと思っていたアジアの民

族に脅威の感動と自信とを与えてくれました。 

私達はマレー半島を進撃して行く日本軍に歓呼の声を上げました。

破れて逃げて行く英軍を見たときに今まで感じたことのない興奮

を覚えました。 

しかも、マレーシアを占領した日本軍は、日本の植民地としないで

将来のそれぞれの国の独立と発展の為にそれぞれの民族の国語

を普及させ青少年の教育を行ってくれたのです。 

先日この国に来られた日本のある学校の教師は、「日本軍はマレー

人を虐殺したに違いない。その事実を調べに来たのだ」と言ってい

ました。 

私は驚きました。「日本軍はマレー人を一人も殺していません」と私

は応えてやりました。日本軍が殺したのは戦闘で戦った英軍やその

英軍に協力した中国系の抗日ゲリラだけでした。そして日本の将兵

も血を流しました。 

・・・・・・・・・・・・・・ 

 そして、もう一つ、今生では遂に再開できない親子の救いのお話

に立ち戻らなくてはなりません。 

 子を捨てたとき、親も死んだというこの親子にはもはや再開の

道は開けてないのでしょうか。いいえ、この親子にも再開の道は開

けていなくてはなりますまいに。 

 あるのです。再開の道が 

 阿弥陀如来のオオセのままに、南無阿弥陀仏とお応え申してお

任せする道が。 

 まことに、阿弥陀如来の浄土のお謂われを聞く者は、まさに発願

してかの浄土に生まれたいと願いを立てるべきであると 

 なぜなら、一つ処阿弥陀仏の浄土において再開せしめずにはお

かないというのが阿弥陀如来様のご本願だったからであります。 

 それでは、肝要はご一緒にお念仏をお称え申しあげましょう。南

無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と。             合掌 

(ご案内と後書き) 

 一、土曜学校のお知らせ 毎月第二土曜午前八時～九時まで 正覚寺 

第二土曜はお寺の日。知育体育に加えて徳育は教育の三本柱、月に一

度、仏様の前にぬかずく習慣を大切にして参りましょう。合掌 

二、九月十五日、遺族会と滋賀郡仏教会共催による戦没者追悼法要が営

まれました。その節、私達の肉親にまつわる戦争の悲しみの中から次代に

伝えるべき私達の使命を確認させて戴きました。そして今一つ、今生で二

度と再開を許されない親子にも阿弥陀如来のご本願によって再会の道

が開かれてあることを共々にお聞かせに与ったことであります。合掌 

◆正覚寺仏教壮年会例会 毎月第一日曜午後八時より 

◆正覚寺仏教婦人会例会 毎月十六日午後七時より 
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