昨

【問題①に対して】
●子供の結婚 、受験の合格、孫
の誕生など。
●孫との関わ り、家族との触れ
合い。
【問題②に対して】
●他の人に喜んでもらえる時。
●人としての やるべきことを果
たした時。
●前向きな気 持ちの持ち方で、
幸せを感じる。
●与えられた 人生を受け容れて
初めて幸せを 感じることができ
る。
【問題③ に対して】
●幸せの基準 は主観的なもの、
人それぞれ。
●日々安穏で あれば幸せと言え
間関係 や年齢の変化によって も、 るのではないか。
幸せの 感じ方は変わってきま す。
参加者は 名（申込者 名）。
第Ⅱ班
各々の 人生観と深く結びつい た
「幸せ 」について、活発な意 見
が交わされました。

【問題②に対して】
●黒田がカープに帰ったこと。
●人が喜ん でくれた姿を見た時 。
●身の周りの人 が不自由なく暮
らしていれば心豊かに感じる。
●年齢を重ねる 毎に健康で長く
生きられる ことが幸せに思える 。
●「南無阿弥陀 仏」がふと口か
ら出た時。

【問題③に対して】
●幸せの基準は 、一人ひとりの
気持ちによって 異なる。それぞ
れの感じ方ではないか。

午後1時30分～午後4時

教傳寺副住職／

龍谷大学文学部仏教学科

わたしにとって
幸せとはなんでしょうか？
27

◆問題提起◆
28

ヲタクかも？？？

22

こうちょう

尼子 幸暢

あまこ

講師紹介

卒／元ハワイ開教使

20

野球・鉄道模型・園芸・
映画などなど多趣味・・・

班別の話し合い

法山総貫（妙蓮寺）

講師：上園恵水 師（中区中島町 浄圓寺)

昭和４０年４月５日生

テ

助言者

「老いて亡くなることがわかって
いても、受け容れられません」

①最近、うれしかったこと、
かなしかったことは何ですか？
②あなたはどんなとき、幸せだと感じますか？
③あなたの幸せの基準を、
いくつかお聞かせください？
ーマ「わ たしにと って幸 せ
とはなん でしょう か？」 に
沿って 提起された問題①～③ を
れ もが自身の幸せを求めま す。 中心に 、二班に分かれ話し合 い
し か し 「 あ な た の 求 め る 幸 せ と を行いました。
は 何？」という問いに答え るの
は 簡単ではありません。状 況に
第Ⅰ班
よ っては、幸せと思えたこ とが
後 に不幸のタネとなったり する
助言者 中川英尚（浄光寺）
こ ともあるでしょう。また 、人

【問題①に対して】
●大きな病気をしないこと。
●病から回復 後に気付く、健康
の有り難さ。

第６回れんけんの御案内

第４回 テーマ
11

2

年 月 から スター トし た
「第２ 期れんけ ん」も 、は
や第 四 回《 平 成 年 月 日
（土）、アステールプラ ザ（中
区加古町）４階中会議室 》。全
回の研修の内、三分の一を終
えたこととなります。法 山総貫
連研部会部長は、九十八 歳でご
往生された母親の思い出 ―「仮
令身止 諸苦毒中 我行精進 忍
終不悔」と『讃仏偈』結 びの御
文を称えながらゴミ出し をして
いた姿に、常にみ教えと 共にあ
る念仏者の生き様を見た と述懐。
挨拶の言葉としました。
講師、尼子幸暢師（西 区古田
台教傳寺）が問題提起し た、今
回のテーマは「わたしに とって
幸せとはなんでしょうか ？」。
人間として生を受けた以 上、だ
12

第４回れんけん、
「幸せについて」考える

浄圓寺（中区中島町７－２）

●場所

2015（平成27）年5月30日（土）

●日時
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▼

上園陽（浄圓寺副住職）が、

念珠や式章同様、畳や床などに

▼お経本はとても大切なもの。

げた強固な土台の上に成り立って

いたままになってい

いることがわかる。

るかも知れない。

こう 考える と、先 にみな さん せと いう意 味もま んざら 外れて

お経本を開く際に必ず行う「お

る。もしかすると、キャップが付

しっかり身に付く

直に置かないよう気を付け、大

技術は、地道な基礎練習で築き上

に挙げ てもら った日 常での 小さ いるとは言えないと思います。

経本の頂き方」（左写真参照）

「自分の基本」を見つめ直してみ

仏事作法指南道場

いうが、メジャーリーグの高度な

〇

何か行き詰まりを感じた時、

な「幸 せ」と いうも のを仏 教で

など、読経に 関する作法を 指南。 切に扱いましょう。

行っていた。何事も基本が大事と

有 名な仏 教学者 であり 哲学者

▼おりんは、読経で使用する仏

ない。

はあま り考え ていな いよう に思

また、《読経は故人のためにお

日本のプロでもやらないような基

年～昭

とした土台が簡単に揺らぐことは

の鈴 木大拙 さん（ 明治

具。それ以外は鳴らさないよう

してるんだろうと思っていたら、

えます。

勤めするものではありません。

勢にあるとも言えよう。しっかり

年） は、その 著書『 日本的

にしましょう。

からどんな特殊なト㆑ーニングを

実は お経に は「幸 」とい う漢 和

お経＝仏様のみ教えを私が聞か

さは、決して基本を軽んじない姿

読経のお作法

▼おりんを鳴らす箇所は、お経

容だったという。エリート集団だ

える。高さは目線ぐらい。

を疎かにしがちである。一流の凄

① お経本を胸前で水平に保ち構

それはメジャーリーガーの練習内

字がほとんど使われていません。 霊性 』の中 で、「 妙好人 は無分

せて頂きながら仏様を讃える、

本中、御文の横に「〇」印で記

ずは㆑ンズのキャップを取らなけ

実は幸という漢字の成り立ちは、 別智 の体現 者」と いい、 代表的

それが読経です。》と、浄土真

のだ。

宗における読 経の意義を伝 えた。 されています。

の愛用した一眼㆑フカメラは、先

日は みなさ んの 「幸 せ」

ることです。」

につ いてい ろい ろお 話を

所属選手全員がメジャーリーグ昇

今

は一言、「カメラのキャップを取

聞 かせて いただ き、 ありが とう

い。いわば全部で八軍ある。その

ご ざいま した。 毎日 目が覚 める

想像しないだろうか。ところが氏

の が幸せ という 方も いらっ しゃ

グの下には七つの階層があるらし

い ました し、孫 が仏 壇に手 を合

写体の角度が大切、そんな返事を

わ せてい るのを 見る のが幸 せと

軍と二軍しかないが、メジャーリー

い う方も いらっ しゃ いまし た。

ば、カメラの性能を熟知する、被

み なさん それぞ れ「 幸せ」 のか

ろだという。日本のプロ野球は一

た ちがあ るのだ なぁ と改め て感

土門氏はどう答えたか。たとえ

象形文 字で手 かせを された 状態 な例 として 石見の 浅原才 市さん
ます 。これ も生き る命 を選択 す
の人を 表して います 。「幸 」と を紹介しています。
るこ とにな りはし ない か問題 が
いう字 が付く 漢字 も、例 えば
妙 好人と いわれ る方た ちは、
ある のです が、こ れを 合法化 す
「執」 は手か せをさ れた人 が覚 お念 仏をよ ろこぶ 上で、 そこに
る『 尊厳死 法』が 議員 立法の 形
悟して ひざま ずいて 手を差 し出 はい ろいろ 考える のでは なく、
で進められています。
し て い る 様 子 と 言 い ま す し 、 日々 の生活 ・仕事 をきち んとし
こ うした 問題に かぎ りませ ん
「報」 という 漢字は 手かせ をさ なが ら、た だひた すらに 如来の が、 この世 の中で 自分 の幸せ と
れた人 が座ら されて 叩かれ てい 慈悲 をよろ こぶば かりで 、しか 他のいのちの幸せを平等に考え、
る様子だそうです。
し何 ものに も揺り 動かさ れない その 幸せを 阿弥陀 如来 さまの 智
これ は、昔 は戦で 負けた り罪 信を もち、 そこに はすで に仏さ 慧に 照らし 合わせ 、共 に慈悲 の
を犯し た者は 多くが 死刑に され まと ともに 生きて いる世 界すら うち に生き ること をよ ろこぶ こ
ていま した。 死刑で なくて も、 構築されているように思います。 とが大事ではないかと思います。

ジャーリーグは大変なとこ

じました。

幸せと いうも のを 考える 時、 体の一 部、例 えば足 や手を 切り その ような 生き方 ができ た時、
こ うなれ ば幸せ とか 、こう なれ 落とさ れたり 、目を 潰され たり わた しにと っての 幸せと 他のい
ば 不幸と か数値 で測 ること もで したそ うです 。手か せで済 むの のち の幸せ とが区 別なく 、どち

き ません し、幸 せを 求める には はそれ らに比 べれば まだま しと らも 幸せと 感じら れるよ ろこび
こ うすれ ばいい とい う方法 も簡 いうと ころか ら「幸 い」と いう も生まれてくるかもしれません。
あ えて是 非は問 いませ んが、
単には見つからないと思います。 意味が出たそうです。
しかしよくよく考えてみれば、 今、 新型出 生前診 断とい うもの

サ ンスク リット 語で 「幸せ なと

が、 いずれ にせよ 本人も しくは

は尊 厳死と いうこ ともあ ります

前に 横たわ ってい ます。 日本で

また 安楽死 問題も 私たち の目の

こ ろ」と いう意 味が あるの が、 よくできた漢字とも言えます。 があ ります 。胎児 に障害 がある
《 sukhāvatī
》 スカーヴァティー 私たち はこの 世の中 で色々 な縁 かど うかを 調べる もので はあり
と いうこ とばで す。 これは 日本 によっ て生ま れ、生 かされ てい ます が、そ れが胎 児を生 むかど
に 入って きたお 経本 では安 楽と るので すから 、そう した縁 に絡 うか の判断 材料の 一つと なって
か 極楽と 訳され てい ます。 パー まって いると 考えれ ばこの 手か おり 、胎児 の生き る権利 を侵害
しているという考えもあります。
リ 語のお 経を日 本語 に訳し たも

の の中に は「幸 いな るもの 」と

い う言葉 も出て きま すが、 あく

ま で法に 出会え た幸 せ、ブ ッダ

リーガー達は、超エリート集団な

3

第三 者の誰 かが生 きるべ きか死

「写真を撮る上で最も大切な点

②軽く頭を前方へ傾けつつ、お経
本を頂く。その時お経本の下端
が眉毛と同じくらいの高さに。

〇

〇

礎練習をみっちりと時間をかけて

人は馴れてくるとついつい基本

が渡米して一番最初に驚いたこと、

基本ともいえるだろう。

ジャーリーグに在籍していた。彼

れば撮影できない。故に基本中の

現阪神の西岡剛選手も、一時メ

が尋ねた。

尼子幸暢

に 帰依す るもの とい うこと で幸

冗談ともとれる話だが、土門氏

41

ぬべ きかを 判断す ること になり

ープの黒田が活躍したメ は何ですか？」

カ

～1990）に、あるインタビュアー

舎 息

写真界の巨匠、土門拳（19 09
～ほっとひといき～

まとめの講義

い なるも のとい う使 われ方 をし

ています。

格を狙って切磋琢磨する。メジャー

第４回
基本に関して、別の話がある。
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