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りびんぐらいぶず 平成２２（２０１０）年１月第１号 

世の中安穏なれ、仏法広まれ 

◆正覚寺の基本方針 

私たちは、南無阿弥陀仏と称えれば直ちに聞こえて下さる阿弥陀如来のお喚び声

に呼び覚まされつつ、以下の同行方針を掲げて社会に参画することを誓います。  

◆同行方針（どうぎょうほうしん） 

一、「世の中安穏なれ」を「ありがとう、もったいない、おかげさま（ＡＭＯ）」の精神で実

現して参ります（安穏－AMO 活動の推進）。 

二、住職・総代等の指導層がまず率先して「お聴聞」に心がけます。 

三、まずしっかりとした計画を立てて取り組み、確実に実績に繋ぎます。 

四、寺院活動を通じてこの国に貢献します。 

五、内部＆外部コミュニケーションを促進します。 

六、基本方針を広くお同行に周知し社会に公開します。 

平成２２年１月１日(金)制定    

浄土真宗本願寺派滋賀組正覚寺  

愚住 堅田 玄宥 

一、 ご門主のお言葉 Ref①本願寺新報 2009(平成 21 年)10 月 20日号 

 平成二十一年十月十二日から十六日までお勤まりになりました大谷本廟でご門主より

次のような「お言葉」をお聞かせに与りました。 

親鸞聖人七百五十回大遠忌法要のスローガンを「世の中 安穏なれ」と決めました。 

宗祖のお手紙に「御報恩のために、御念仏こころにいれて申して、世のなか安穏なれ、仏法

ひろまれとおぼしめすべしとぞ、おぼえ候ふ」（『御消息』第 25 通 註釈版聖典 P784）に基

づいています。 

「世の中が安穏であってほしい」というのは、殆どの人の願いだと思います。しかし、願っ

ているだけでは、世の中は安穏になりません。思想や立場の異なる無数の人間が世の中を

作っているからです。 

しかも、その人間の一人である私はどうでしょうか。私の願いや欲望をそのままにして、

安穏な社会を実現することは難しいと思います。 

 仏教は基本において、私のあり方を省みるところから始まります。それは、ものみなすべ
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て移り変る世の中にあって、私自身も移ろい行く身でありながら、その自己に執着するば

かりで、真実を知る確かな智慧を持たず、貪
むさぼ

りに限りがないというあり方です。 

初めに正像末和讃第 38首を頂戴してみましょう。 

「如来の作願をたづぬれば  

苦悩の有情をすてずして  

回向を首としたまひて  

大悲心をば成就せり」（Ref『正像末和讃』註釈版聖典 P606)。 

これは、本日のご法要で一番目に拝読したご和讃です。 

親鸞聖人のみ教えの根本は、阿弥陀如来の願いにあります。阿弥陀如来は、不安定な人

生を生きる私の姿を見抜いて、確かな拠りどころであるお浄土でのさとりへと導いて下さ

います。阿弥陀如来の智慧と慈悲のはたらきである南無阿弥陀仏が、私に届いたところが

信心です。 

次に、浄土和讃第２５首を頂戴してみましょう。 

「十方諸有の衆生は  

阿弥陀至徳の御名をきき 

真実信心至りなば    （註「至りなば」→与えられるならば） 

おほきに所聞を慶喜せん」（Ref『浄土和讃』註釈版聖典 P560)。 

これは四首目にお唱え致しました。 

南無阿弥陀仏を受け取ること、南無阿弥陀仏と申す身になること。それは阿弥陀如来に

喚びかけられている私にめざめることであり、人生の拠りところを得ることです。 

阿弥陀如来のおこころをいただくことによって、人生には深まりと広がりがうまれます。

それは、私が立派な人間になるとか、善人になることではなくて、全くその反対であるこ

と(現実の姿)に気付かせて戴くことから、共に手を取って歩む道が開かれます。 

善人だけで作る世の中は、善人でない者を排除します。人間だけでなく、動物も植物も、

さまざまのいのちがあって成り立つ地球です。今日、人間だけが資源を貪り、勢力を拡張し、

環境を大きく変えてしまっています。 

しかも、その人間の社会で、格差は激しく、暴力は後を絶ちません。格差・貧困と戦争・紛争

は一対です。私たちは、節度ある社会、節度ある私の生き方を築かねばなりません。阿弥陀

如来のおこころに遇
あ

えた喜び、お念仏申す喜びを分かち合い、すべての命が輝く世の中を

めざして日々を過ごさせて戴きましょう。 
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二、 安穏“ＡＭＯ活動”の推進に向けて  

ご讃題                （Ref『高僧和讃 曇鸞讃』註釈版聖典 P585) 

罪障功徳の体となる 

こほりとみづのごとくにて 

こほりおほきにみづおほし 

さはりおほきに徳おほし」 

一、安穏“ＡＭＯ活動”の推進に向けて  

ご門主は、平成二十一年秋に営まれた大谷本廟でのご親教で「親鸞聖人七百五十回大

遠忌のスローガン“世の中安穏なれ”について、ただ単に願っているだけでは世の中は安穏

になりません」とおっしゃっています。 

そうすると、このスローガンをどのように展開するかについては、宗門を支える私達一

人一人に課せられた使命であるということになります。 

手掛かりは、千九百八十年四月にご門主が出された『教書』にあります。『教書』の中でご

門主は、「罪悪生死の凡夫であることにめざめた喜びと慚愧の生活」というお考えを打ち

出していらっしゃいます。 

では、御門主のおっしゃる「罪悪生死の凡夫であることにめざめた、喜びと慚愧の生活」

とはどういうことを意味するのでしょうか。 

現実の世界を生きる私たちは、例外なく苦悩を抱えて生きています。苦悩は内外の要因

に基づきます。外的には、高度成長経済が行き詰まりを見せた九十年代以降、人材が使い

捨てられる現実が挙げられます。 

内的には、私たち自身が三毒の煩悩の存在であることにその本質的な原因があり、知らず

知らず罪を重ねています。こうした内外の要因相俟って、年間自殺者の総数が三万人を超

える事態が一九九八年以降十二年間続いている悲しい有様です。これを打開するには政

治ばかりではなく、より本質的には、文化人類学者に指摘されるように、仏教徒がその本来

の役割を発揮することが期待されています（Ref 上田紀行「がんばれ仏教！」）。 

さて、阿弥陀如来の目から御覧遊ばすというと、私たち自身は一人の例外もなく、罪悪

生死の苦悩する凡夫に他ありません。 

苦悩の凡夫は、自らの力では迷いの世界を抜け出ることができません。その姿をご覧に

なって哀れに思し召し、これを残らず摂取
せっしゅ

したいと、真実の世界から現れ出て下さったのが

法蔵菩薩でありました。菩薩は五劫もの思惟を重ねて衆生救済のご本願をお建て遊ばしま

した。 
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そのご本願が叶って菩薩は阿弥陀如来となられ、仕上って下さった「お名号」を如来様

は衆生に廻向してお救い下さるのでありました。 

仏説無量寿経第十八願文には、南無阿弥陀仏のお名号を衆生に称えさせてお悟りの世

界、浄土に迎え取ろうと誓っていて下さってあり、そのご本願が今や完成され働いていて

下さるのですから、阿弥陀如来の仰せの通りに、私は「南無阿弥陀仏」と称えさせて戴くの

です。 

そこで「南無阿弥陀仏」と称えさせて戴くというとどうでしょう。 

直ちに「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」が実は阿弥陀如来が私を喚び覚まそうとして

よび続けていて下さるお喚び声であり、如来様のお喚び声に喚び覚まされることを

「聞名
もんみょう

」と申すのであります。 

実はこの「聞名」こそが今生における罪悪生死の凡夫である私に課せられた最初で最後の

務めだと言っても全く過言ではありません。 

私の口をついて出て下さった南無阿弥陀仏でありながら、聞こえて下さった南無阿弥陀仏

が如来様のお喚び声だと呼び覚まされたそのときこそが、実は浄土真宗の信心を頂戴し

た瞬間だということができます。 

如来の仰せに対してそれまで私の心の入口を頑固に覆っていた疑いの扉が開かれた瞬間

です。 

その瞬間、阿弥陀如来のまことのお心（その本質はお名号）が私の胸底に飛び込んで下さ

るのです。そのとき以降、私は、わが胸底にお宿り下さった如来様の命、お名号による内か

らのお育てに与ることになるのです。 

お名号は如来様の大智大悲の働きですから、その智慧の光に遇うことによって私自身の愚

かな姿が照らし出されますというと思わず「お恥ずかしいことでございます」という慚愧

の思いが湧き起って下さいます。 

同時に、お恥ずかしい私こそが如来様のお救いのお目当てだったと気づかされます。これ

が「勿体無い」という心持であります。 

「勿体無い」とは愚かな私をお救い下さるご本願の働きを感得したお同行の口を衝いて出

る歓喜の言葉だということが知られるのであります。 

「勿体無い」とは、私自身の苦悩が如来様の智慧の光によって転ぜられて如来様のお徳に

姿を変え大きな安心感となって私自身の中心に宿って下さる姿を頂戴したお同行の口を

ついて出る感嘆の言葉に他ありません。 
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これを親鸞聖人は高僧和讃に｢罪障
ざいしょう

功徳
く ど く

の体
たい

となる｣とある如く「罪障がそのまま功徳

になる」とまで謳いあげられていらっしゃいます。「さはり（罪障）が多ければ多い程に、如

来様のお慈悲に遇わせて転ぜられた功徳もまた多いと云う風におっしゃるのであります。 

このご和讃の御文を頂戴する程に、浄土真宗のお同行の生涯は、阿弥陀如来より本願力

回向されたお名号を賜ってお育てに与る生涯であることが知られるのであります。 

「罪障功徳の体となる こほりとみづのごとくにて 

こほりおほきにみづおほし さはりおほきに徳おほし」 

（Ref『高僧和讃 曇鸞
どんらん

讃』註釈版聖典 P585)。 

まことに「ありがとう、勿体ない、お蔭さま（ＡＭＯ）」は、遥かな昔より、如来様の智慧の光

に照らされて生きるお同行の姿を示して下さったものと頂戴できることでありました。 

こうした次第で「安穏―ＡＭＯ活動」を正覚寺の平成二十二年度基本方針中の“同行方

針”の第一に掲げさせて戴いたものでございます。合掌 

（後書き）今日本を覆っている閉塞感は、高度成長社会を支えた効率一辺倒を追求してき

た戦後経済社会の行き詰まりに基づくと考えられます（Ref 例えば、上田紀行「生きる意

味」）。これを打開するには、私たち一人一人が阿弥陀如来のご本願のお心に立ち返り、南

無阿弥陀仏と称えてお喚び声に呼び覚まされて自らの尊厳を取り戻しつつ、愛と思いやり

に満ちた社会を取り戻すべく自らに課せられた使命に着手しなければならないのではな

いでしょうか。 

折しも、「ありがとう、勿体ない、お蔭さま（ＡＭＯ）活動」の推進は、親鸞聖人七百五十回

忌を迎えるに当っての具体的活動方針案としてプレジデンテ・プルデンテ本願寺主幹であ

る新発意から提起されたものです。“ＡＭＯ”は、現地語で“愛”を意味します。 

本号では御門主のお言葉「安穏と願っているだけでは世の中は安穏になるわけではな

い。」に照らし、安穏社会の実現と云う目的達成に向けて、改めて浄土真宗の伝統のお心を

踏まえて「ＡＭＯ活動」と具体化し展開するコンセプト（考え方）について素案をご紹介させ

て戴いたものであります。合掌 

◆正覚寺元旦会（修正会）平成二十二年元旦午前七時より 正覚寺にて 

◆お西のご正忌報恩講お通夜 平成二十二年一月十五日(金)午後八時より 正覚寺にて 

◆正覚寺仏教婦人会新年会 平成二十二年一月十六日（土）午前十一時より  

◆正覚寺仏教壮年会総会 平成二十二年一月二十四日(日)午後七時半より 正覚寺にて 

著作編集兼発行元 りびんぐらいぶず編集室(浄土真宗本願寺派 正覚寺内） 

〒520-0501 大津市北小松四五二番地 &Fax077-596-0166 住職 堅田 玄宥 

http://syohgakuji.web.fc2.com/   E-Mail:mhkatata＠pluto.dti.ne.jp 


