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月６日青木新門さんをお招きし
て、第１回「いのちの講演会」を開
きました。以下は講演要旨です。
-------------------------------富山県の黒部平野で生まれ、両親
に連れられ満州（現在の中国東北地
方）へ渡り、ほどなく終戦を迎えた
とき私は８歳でした。父は戦死、母
が難民収容所で発疹チフスで隔離さ
れてすぐ、０歳の弟と４歳の妹が死
にました。小さな遺体を満州の荒野
に捨てた体験は、私のなかに深く刻
みこまれています。昭和 年暮れに
母とふたりで引き揚げてきて、富山
の祖父母の元へ身を寄せたものの、
夫を亡くしていた母はすぐ家を出、
私は祖父母に育てられました。早稲
田大学へ入学、安保の渦のなかでほ
とんど勉強しないまま中退し、富山
へ戻って飲食店を営みながら詩や小
説を書き、文学を志すようになりま
した。ほどなく店は倒産し、子ども
のミルクも買えない状態のなか、新
聞の求人欄に見つけた葬儀社の仕事
を、短期のつもりで始めました。
納棺の仕事を始めてしばらくした
頃、疎遠だった叔父がやってきて
「死体を扱う仕事をしているのか」
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と 問 い た だ し、 ら、私は叔母が用意してくれた椅子
「 す ぐ 辞 め ろ。 に腰かけました。叔父は何か言おう
都 会 な ら と も としますが、ほとんど声になりませ
か く 、 こ の 狭 ん。その顔は私を罵倒した時と全く
い 富 山 で や ら 違う穏やかな顔で、いつの間にか目
れては親族は恥ずかしくて街を歩け 尻から涙がこぼれ落ちていました。
ない」と怒鳴りました。「どうして 叔父の手が少し強く握ったように感
も辞めないなら、縁を切る」と。親 じられたとき、「ありがとう」と私
族の恥とまで叔父に言われて初めて、 にもはっきり聞こえました。その瞬
私は世間体が気になりだしました。 間私の目からも涙があふれ、椅子か
周囲から白い目で見られている感覚 ら転げ落ちるようにして、「叔父さ
から、誰とも会わなくなり、隠れる ん、すみません」と土下座していま
した。叔父は何度も「ありがとう」
ようにひっそり生きていました。
と言いました。その顔は清らかで安
その後ずいぶん経って叔父は末期
らかでした。私の心のなかの憎しみ
癌となり、「意識不明でここ両日が
はすっかり
消え、涙が
とめどなく
流れ落ちま
した。私が病室を出てまもなく、叔
峠。あなたはずいぶんお世話になっ
父は息を引き取ったそうです。
たのだから顔を出して」と母が泣き
もんと
九州地方の門徒総代さんの一周忌
声で電話してきました。顔も見たく
なかったのですが、意識不明ならば
にいただいた冊子のことをお話しし
行ってやろうかと思いました。父の
ます。その門徒総代さんが亡くなる
代わりとなって私を育ててくれた恩
とき、子や孫まで 人もの親族親戚
など、微塵も感じていませんでした。 が取り囲むように看取ったそうで、
「親族の恥」と罵られたことだけが、 今日が峠か明日が峠かと孫たちは３
深い恨みとなっていたのです。
日間学校を休んで全員で見守り、後
身構えて病室へ入ると、人工呼吸
で全員が感想文を書いて一冊にまと
器をつけた叔父は意識が戻っていま
めたのだそうです。なかでも 歳の
した。傍らにいた叔母が私の来訪を
お孫さんの文が素晴らしい。「ぼく
叔父の耳元で伝えると、震える手を
はおじいちゃんからいろいろな事を
私に伸ばします。その手を握りなが
教えてもらいました。特に大切なこ
年4回発行
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とを教えてもらったのは亡くなる前
の３日間でした。今までテレビなど
で人が死ぬと、周りの人が泣いてい
るのを見て、何でそこまで悲しいの
だろうかと思っていました。しかし、
いざ自分の身内が亡くなろうとして
いる所に、そばにいて、ぼくはとて
もさびしく、悲しく、つらくて涙が
止まりませんでした。その時、おじ
いちゃんはぼくにほんとうの人の命
の重さ、尊さを教えて下さったよう
な気がしました。（中略）最後に、
どうしても忘れられないことがあり
ます。それはおじいちゃんの顔です。
遺体の笑顔です。とてもおおらかな
笑顔でした。いつまでもぼくを見守っ
てくれることを約束して下さってい
るような笑顔でした。おじいちゃん、
ありがとうございました」。臨終の
場面に居ること、つまり死を五感で
認識することが大切なのです。死後
数日経ってから斎場で棺の蓋を開け
て遺体と対面しても、恐らくその遺
体は何も語らないでしょう。遺体を
見るだけでは、この文のように「笑
顔」という言葉は出てきません。親
鸞聖人がたびたび引用されたお言葉
さき
うま
のち
があります。「前に生れんものは後
とぶら
を導き、後に生れんひとは前を訪へ」
どうしゃくぜんじ あんらくしゅう
（道綽禅師『安楽集』）。浄土真宗
ほうおんかんしゃ
は報恩感謝の思想で貫かれておりま
す。言いかえるとそれは「ありがと
う」になるのだと思います。（談）

う ら ぼ ん え

インド哲学、仏教研究の世界的な権

きる仕組みは、大学教育やカルチャー

次回の「淨泉寺通信」は2013(平成25)年1月1日発行予定です。お楽しみに。

盂蘭盆会を開催

うごとに会場から大きな拍手が
寄せられました。来年も開催予
定です。
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■詳しくは、お寺まで。℡０４
９３-５４-８８０３
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りきょう

みずき

威で１９９９年に 歳で亡くなられ センターと同じですが、趣きが異な
はじめ
た中村 元 先生の生誕百年を記念し るのは講師陣も生徒も、中村先生を
て、出身地の島根県松江市に「中村 お慕いして集まっているという点で
元記念館」が開館したそうです。先 す。秋の夜長に先生のご著作から一
生のご著書「佛教語大辞典」や、仏 冊、手に取ってみてはいかがでしょ
典を易しい日本語に翻訳した「ブッ う。
（住職）
ダのことば」（岩波文庫）などから、[淨泉寺の今後の活動]
私も大変多くを教えていただきまし
月 日金） 時（毎月開催）
た。ブッダとは目覚めた人という意
はじめての歎異抄講座
味です。目覚めとは脳に既成概念や
（第 回、参加無料）
思想、経験が付着する以前に戻った
フレサよしみ（埼玉県吉見町）
状態、まっさらな状態と言えます。
月 日（月） 時（毎週開催）
禅宗では空といい、浄土真宗では
子ども素読塾（東武東上線東
えしん
回心にあたります。◆ブッダは生涯、 松山駅前・まちカフェ）
さらなる目覚めを求めて歩み続けつ
月 日（金） 時
つ、後進を導かれたお方です。その
はじめての歎異抄講座
教えを現代に伝えてくださった中村
（第 回）
先生は、東京大学退官後に「現代の
フレサよしみ
とうほう
寺子屋」として私塾・東方学院を神
月 日（金） 時
田明神前に開かれ、年齢や学歴を問
はじめての歎異抄講座
わず、教えを求め精進を続ける後進
（第 回）
を育成されました。東方学院はその
フレサよしみ
後、大阪と名古屋にも開設されまし
月 日（月） 時
た。私は今春から東方学院に毎週通
除夜会
淨泉寺本堂
い、少しずつ学びを深めています。
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講義は週一回 分、語学、仏教学、
宗教学などのなかから自由に選択で
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富山淨泉寺の離郷門信徒のつど

ん
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いを兼ねた盂蘭盆会を７月 日、
東京・中央区の築地本願寺を会

ん

し
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場に開催し、 名のお参りをい
ただきました。まず物故者のお
名前を読み上げて、親鸞聖人御
制作の正信偈を皆さまとご一緒
に唱和し、富山淨泉寺の福井
せいし
静志師からご法話ならびに御文
章拝読をいただきました。続い
て淨泉寺コーラスをご指導いた
だいている手塚久美子さんが
「夏のメドレー」「仏教讃歌」
「涙そうそう」「見上げてごら
ん夜の星を」を独唱し、一曲歌
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はじめまして、
みずき
瑞です！

あ

に
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９月 日、住職一家に家族がひと
り増えました。長男の瑞です。す
べてのいのちが持っている本来の
瑞々しさは、煩悩を抱えた私たち
には見えませんが、阿弥陀様の本
願の大海に浮かび、瑞々しく照ら
されています。
如来の光瑞希有にして
阿難はなはだこころよく
如是之義ととへりしに
出世の本意あらはせり
（親鸞聖人「浄土和讃」）
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