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①あなたや家族が「癌」告知をされた場合どうしますか

②最期はどのように看取りたいか・看取られたいですか
③あなたにとって本望な生き方・逝き方とは何ですか

過
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第Ⅰ班
原田真澄（法明寺）

武田 達裕

講師紹介
１９５１（昭和２６）年
１２月１１日生

第８回

た け だ たつゆう

広寂寺住職
／本願寺派布教使

還暦を迎えた３年前に大病
をしましたが、何とか元気で
やっております。今までは、
み教えを頭で理解しようとし
ていたと思いますが、今回の
病気を通して、少しでも実感
できるようになれたらと願っ
ております。

【問題③に対して】

【問題②に対して】
● 予めエンディングノート を作
成 しておき、意思確認をし てお
く。
●自らの本望を尽くす。
● 本人から「自然に死にた い」
と いう希望を知らされてい たと
し ても、家族の愛情から、 本人
の 希望とは異なる治療・介 護を
考えるかも知れない。

●「朝 になったらコロッと逝 っ
ていた 」そんな逝き方が望ま し
い。
【問題①に対して】
●仏教 に従って日常行動し、 最
● とにかく痛みを止めても らう。 期はみ仏におまかせする。
●最新鋭の治療を受けたい。
●「自 分のやるべきことはや っ
●手術は絶対に受けない。
た」と いう生き方が本望だと 思
● 医 師 よ り き ち ん と 告 知 ・ 説 明 う。
し てもらい、癌という事実 を受 ●他人 に出来るだけ迷惑を掛 け
け止めたい。
ないように死にたい。
●自分 を大事にして生きて最 期

◆「いのち」を見つめる

◆問題提起◆

去に「老病死」「自死問題」
と、連 続性のあ るテー マで
生死を見つめてきた連研 ですが、
今回はずばり「生命につ いて」。
より生死の本質を問うて いきま
す。
武田勝道広陵東組長は 「今回
のご講師は医師でもあり 、ご自
身大病を患い生死の間を 体験さ
れている。多角的でリア リティ
のあるお話をお聞かせ頂 けるこ
とでしょう。」とご講師 を紹介。
参加者 名による座談が始まり
ました。（ 月 日、於本願寺
広島別院）
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班別の話し合 い

助言者

「信仰について」

～なぜ浄土真宗（念仏）なのでしょうか？～

講師：日下正実師（南区千暁寺)

●日時 2015（平成27）年11月21日（土）

午後1時30分～午後4時

●場所 千暁寺（南区宇品海岸2丁目3-1）

し ても お供 えし た い場 合は 、ト
ゲを切るという方法もある。
▼ 五具 足（ 花瓶 一 対・ 蝋燭 立て
一 対・ 金香 炉） の 場合 は花 瓶を
二 つお 飾り する が 、そ の際 は左
右 とも 同じ お花 で 同じ よう に生
けるのが正しいお作法。
▼ 仏花 の美 しさ だ けに こだ わら
ず 、枯 れゆ く姿 を 通じ て、 諸行
無 常の み教 えを お 味わ いさ せて
頂きましょう。

医療サービスを 受けつつ、本人
が望む終わり方 、また家族が望
む看取り方を互 いに通じ合わせ
ながら、安らかに逝きたい。
●亡 くな った 配偶
者の兄弟から、
「何 故も っと きち
んと ケア して くれ
なか った のか 」と
責め られ 辛い 思い
をした。

第１０回れんけんの御案内

を全うしたい。

潤居秀顕（順教寺）

第Ⅱ班
助言者

【問題①～③に対して】
●兄弟が癌告 知をされたが、本
人はそのこと を親・兄弟の誰に
も言わずに独 りで治療を受け亡
くなっていっ た。知らせてくれ
れば力になれ たのにと、皆辛い
思いを抱いて いる。自分が癌告
知されたなら 、親兄弟にも知ら
せ、共有していきたい。
●癌告知を受 け、寺に通うよう
になった。ご 法話を聞く内に、
少しづつ不安 が和らぎ安らかな
気持ちになっていった。
●癌告知を受 けたなら、家族と
共有し、提供 されている様々な

しっ かり身 に付 く

仏事作法指南道場

仏花について

乗 元明 雄（善 教寺 副住 職） が
お仏 壇に お供 えす る仏 花 につ い
て指南。
▼代 表的 な仏 花は 菊の 花 。菊 は
元々 高貴 な花 とし て親 し まれ て
きた 。菊 が仏 前に 多く お 供え さ
れるのはそのような理由から。
▼洋 花も お供 えし て構 わ ない 。
但し 、毒 花、 トゲ のあ る 花は 控
える。
▼バ ラな どト ゲの ある 花 をど う

第８回

第８回 テーマ
生命（いのち）について
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（平成26年11月～平成28年2月）
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事務局：順教寺（中区西平塚8-4）

▼

まとめの講 義

武 田 達 裕

き 方と 死 に方 つ い て考 え
る ため に は、 い の ちに つ
い て考え ること が必 要であ ると
思 います 。いの ちが 明らか にな
る 時、生 き方や 死に 方が見 えて
くるからです。
お釈迦 様のお 言葉 に「人 間は
箱 の中で 暮らし てい るよう なも
の だ」と いうた とえ 話があ りま
す 。私は この箱 は、 人間の 欲や
知 恵や思 いやは から いから でき
た 箱だと 思って いま す。そ して
そ の箱に は窓が あい ていて そこ
か ら世界 を見て いる と言わ れま
す が、私 はこの 窓は 「自分 の都
合」という窓だと思っています。
損 か得か 、好き か嫌 いか、 そう
い う所か らだけ 世界 を見て いま
す 。です から自 分の いのち も人
の いのち も自分 の都 合でし か見
て いない 。そこ に見 えてい るい
の ちは、 いのち のほ んの一 部で
あ り、い のちの 全体 を見て いま
せ ん。こ れが頭 で考 えるい のち
の限界でしょう。
知性が 発達し たら いのち が見
え るよう になる と思 われま すが
ど うでし ょうか 。鈴 木三重 吉賞
と いう子 供向け の作 文賞が あり
ま す。あ る年、 広島 の県北 の小
学 校の女 の子が 一等 になり まし
た 。その 女の子 には お母さ んは

生
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連研だより８
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連続研修会
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いなく て、お 父さん も出稼 ぎの
ためや はり一 年中ほ とんど いな
い。そ れで、 普段は おじい ちゃ
んおば あちゃ んと一 緒に暮 らし
ている 。家で は牛を 飼って いま
すが、 その子 は牛を とても かわ
いく思 い、世 話をす るのも 大好
きです 。しか し、悲 しいこ とが
ありま す。牛 はいつ か売り に出
されま す。牛 も自分 のこれ から
を知っ ている のか悲 しい顔 をす
る。本 当は、 おじい ちゃん おば
あちゃ んに売 らない ように 言い
たいけ れど、 生活が かかっ てい
るから 言えな い、だ から自 分は
大きく なった ら獣医 さんに なり
たいという内容でした。ところ
がちょ うどそ の頃あ る医師 の事
件があ りまし た。看 護婦さ んと
婚約し お腹に 子供ま ででき てい
たそう ですが 、別の 良い結 婚話
が来た ので、 看護婦 さんに 陣痛
促進剤 を何度 も点滴 して流 産さ
せたと いうこ とです 。一方 で女
の子の 作文を 読み、 一方で 子供
を流産 させて 自分に 有利な 結婚
をしよ うとし た医師 の記事 を読
んで、 人間の 知性と いう頭 の世
界は、 いのち の見え ない世 界な
んだなと言うことを感じました。
西川 という お医者 さんが 歳
で亡く なりま した 。その 方が
『輝け 我がい のちの 日々よ 』と
いう本 を書い ていま す。前 立腺
がんから転移して大腸がんになっ
て片目 もみえ ないよ うにな られ
ました 。その 中で次 のよう に述
べてお られま す。「 私には まだ
泣ける 涙があ る、心 がある 、感
動があ る、私 はまだ 生きて いる
のだ。 」。ま た「私 は今生 きる
ことの 素晴ら しさを 感謝し てい
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る。 今まで 何故こ の素晴 らしさ
を感 じ取れ なかっ たのか 。妻が
床を 掃き、 テーブ ルを拭 き忙し
く動 き回っ ている 。妻の 姿は美
しい 。庭に 下りて 芝生の 間に生
えて いる雑 草をと る。一 本一本
引き 抜き、 ふと草 にもい のちの
ある ことに 気付く 。草を 抜くの
をや めて芝 生に横 になっ た。」
とも 述べて おられ ます。 死とと
もに ある自 分のい のちの 尊さを
知る 時、一 切が新 鮮であ り、一
木一 草の上 にも愛 の心が 差し伸
べら れてい ます。 御自分 が生と
死を 超えた 大いな るいの ちを生
きて いるこ とに気 付かれ たので
しょ う。死 を前に したと きに見
えるいのちの世界があるのです。
私た ちはこ のよう ないの ちの世
界を 阿弥陀 様に教 えて頂 くので
す。
仏 教では 生と死 の実相 （いの
ちの 実相） は「生 と死」 と分け
て考 えられ るよう なもの ではな
く、 生と死 を超え た「生 死」と
いうあり方であると説かれます。
しか し、「 生と死 」とし か考え
られ ない私 たちに は生死 の本当

の姿 をとら えるこ とは 困難で あ
ります。
だ から私 たちは 阿弥 陀様の 教
えを 頂く以 外には わか らない 。
私た ちは阿 弥陀様 のい のちを 生
きて いるの です。 死に 関して は
浄土 に生ま れさせ て頂 いて仏 に
なら せて頂 く、こ れ以 外の形 で
は死 は分か らない 。そ れ以外 は
人間 のはか らいの 中で の死の 解
決で す、死 が分か らな いと同 様
に、 生きて いると いう ことも 、
実は 阿弥陀 様を通 して でない と
分か りませ ん。い のち の繋が り
とか ご縁と か言い ます が、そ れ
は頭 では一 応理解 でき るけれ ど
も「ふーん」と思うだけ。でも、
私の いのち も他の いの ちも皆 阿
弥陀様の大いなるいのちであり、
そこ に阿弥 陀様の 本当 の願い が
懸け られて いると 、そ ういた だ
ける 時、こ れまで と全 く違っ た
いのちへの実感が感じられます。
私た ちは阿 弥陀様 の大 きない の
ちを 今ここ に頂い て生 きてい る
とい うこと が分か った 時に初 め
て生 きてい ること も死 ぬこと も
分か らせて 頂ける ので す。今 こ
こで は阿弥 陀様の 御手 の中で 生
きさ せて頂 き、そ して 、息が 止
まっ たその 時には 往生 即成仏 、
阿弥 陀様の 御手に 抱か れて仏 の
いの ちにさ れてゆ く。 そこの と
ころ を拠り 所にさ せて 頂くの が
浄土 真宗の いのち の扱 い方で あ
り、 生き方 死に方 の拠 り所に な
るものであろうと思います。
い のちが 明らか にな ると、 そ
こに は様々 ないの ちの 属性が あ
らわ れてく るよう です 。浄土 真
宗の 利益の 中に、 心に 歓びが 多
い（ 心多歓 喜）や 恩を 知るこ こ

ろ を頂く （知恩 報徳） とい うの
が ありま すが、 これら もい のち
の属性でしょう。
歓びに ついて の体験 があ りま
す 。最近 入院し たので すが 、病
室で寝つけなかったり真夜中に
起 きてし まった 時には 、お 寺で
録 音した 御法話 のテー プを 聞き
ま した。 その時 に気が 付い たの
で すが、 法話の 前に皆 さん の南
無 阿弥陀 仏とい うお念 仏の 声が
し て、そ れから 話が始 まる ので
すが、真夜中の暗がりの中でテー
プ を聞く 時には そのお 念仏 の声
が 心にし みてく るので す。 法話
よ りも法 話の前 の南無 阿弥 陀仏
の 声に感 動する のです 。こ れは
お 念仏の 響きが 私のい のち に届
き 、私の いのち が感動 して いる
の だとい うこと に気付 かさ れま
し た。ま た、大 遠忌法 要で 御本
山 に参っ た時の 経験で す。 法要
も法話も素晴らしくて良かった
な と思い ました 。法話 も終 わっ
た あと係 りの人 が「皆 さん で恩
徳 讃を斉 唱しま しょう 」と いわ
れ 「如来 大悲の ～」と 始ま りま
し た。私 も歌お うと思 った ので
す がなぜ か感動 して涙 が出 て歌
え ないの です。 何にも 考え てい
な いんで す。こ れも私 のい のち
が 歓んで いるの だなと 思い まし
た。人間には深いいのちがあり、
そ こには こうい う不思 議な 歓び
が あるよ うです 。そう いう 領域
が 開けて くるこ とは大 切な こと
で あると 思いま す。人 によ って
生 き方も 死に方 も千差 万別 でい
ろ いろで しょう が、阿 弥陀 様の
い のちを 生かさ せて頂 いて いる
と いうこ とは皆 に共通 して おり
ま す。そ れを聞 かせて 頂き 拠り

★れんけん人物模様

●山 下 由美 子 さん （ 教傳 寺 門徒 ）

ご 主人との 死別をき っかけに 浄土
真 宗と ご縁 を結 ばれ た山 下さ んは 、
教 傳寺 ご住 職の 勧め によ って 連研 に
参 加。 もっ と学 びを ！と の思 いか ら
中央教習も受講しました。
「私の生き方の中に阿弥陀様が入っ
て 来ら れた 。健 康と か世 の楽 しみ 、
そ れら は大 切な もの だけ ど何 時か は
無 くな る。 でも 無量 寿の 阿弥 陀様 は
無 くな らな い。 大き な命 に支 えら れ
て いる 感覚 、そ れが 私に とっ ての 信
仰 であ り、 私の 人生 に深 い歓 びを も
たらしてくれるのです。」
中央 教習 時、 ご本 山の 阿弥 陀様 に
向 かっ て決 意表 明を し終 えた 時の 感
激 は忘 れら れな いと のこ と。 『私 は
推 進委 員と して の自 覚を もっ て、 阿
弥 陀様 の教 えに 従う 人生 をま っと う
する事を誓います。』（決意表明文）
趣味 は７ 年前 から シャ ンソ ンを 歌
い 、２ 年前 から はミ ュー ジカ ルに も
出 演。 今後 は趣 味を 活か した 慰問 活
動 にも 力を 入れ たい と、 元気 一杯 の
抱負を頂きました。（聞手・諏訪）

所とさ せて頂 く中に いのち を明
かにして頂き、そこから生き方、
死に方 を考え ること が必要 だと
思いま す。こ うやっ て如来 様の
前に座 らせて 頂き、 少しず つ深
いいの ちに目 覚めて ゆくこ とが
大切で あると いうこ とをお 考え
いただけたらと思います。

