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なぜ浄土真宗（念仏）なのでしょうか？
◆問題提起◆

日下正実

講師紹介

く さかしょうじつ

信

こ こ十年くらいその研究が 随分
と 進んおります。改めて日 本の
〈 神〉についてお考え頂き なが
ら 、私にとってお念仏とは どの
よ うな意味を持つものなの か、
じ っくりとお話頂けたらと 思い
ま す。」（武田勝道広陵東 組長
挨拶）
【平成 年 月 日開催／於・
千 暁寺（南区宇品海岸）／ 参加
者 名】
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◆第 回れんけん「信仰について」

③私にとって浄土真宗（念仏）の教えとは
どのようなものでしょうか？
11

潤居秀顕（順教寺）

動かされ
ない。
●新聞・
テレビ・
雑誌等で
占いが目
に留まる
が、あまり関心はない。
●悩んでいる時 、苦しい時、す
がりたくなるこ ともあるが、い
つも浄土真宗のみ教えに立ち返っ
て思い止まる。
【問題②に対して】
●他の宗教から 浄土真宗のご縁
に遇い、本当に 幸せを感じてい
る。
●地元のお寺と 神社、両方お参
りしている 人が大半ではないか 。
例えばお正 月にお寺へ参った後 、
神社に初詣に出 かけるのは、よ
く見られる光景 だ。また、神社
のお祭りも地域に根付いている

【問題③に対して】
●お寺参りや聴 聞は自分を磨く
ことにつながる。
● 親 を亡くし、お寺 さんから温
かい言葉を貰っ た。それがみ教
えを聴聞する機縁となった。

●日時 2016（平成28）年2月20日（土）
午後1時30分～4時
●場所 本願寺広島別院（中区寺町）

①運勢・占い・カルト宗教等についてどう思いますか？

班別 の話し合い
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◆男性班
助言者

●キリスト教の
信者は神になる
ことは出来ない
が、仏教は自身
が仏になる教え
である。
●浄土真宗は
「平等に必ず救
われる」という
教えであるが、
信仰の篤い方と
そうでない方、
また社会的に善
人、悪人もいる。
その点に不平等
性を感じる。
●浄土真宗の救
いは、生き方の
過程を問わない
救いである。
●新興 宗教の勧誘が自宅にや っ ●念仏のみ教 えは今生きる幸せ
て来る が、よく勉強しており 、 を教えている のであって、来世
また飛 び込みで勧誘する勇気 に の幸せを願っ てを念ずるもので
は敬意を感じる。
はない。今を 大切にする指針が
● 友 引 を 避 け る 因 習 に つ い て 。 念仏ではないか。
中国の 六曜に由来するもので 根 ●み教えを聴 聞すると心根がや
拠 は な い し 、 ま た 当 の 中 国 に お さしくなる。
いて六 曜は既に廃れている。 し ●凡夫である ことを自覚して聴
かしな がら日本では未だカレ ン 聞 す る
ダー等 に記載されており、ま た と 、 み
浄土真 宗以外の宗派では気に 掛 教 え が
ける寺 院も多くあって、根深 い 心 に 沁
ものを感じる。
みわた
る思い
【問題②・③に対して】
がする。
●キリ スト教は善悪を二元的 に
考えて いるが、仏教は善悪表 裏
◆女性班
一体の 一元的な見方をしてい る。
● 日 本 人 は 様 々 な 宗 教 行 事 に 対 助言 者 原田真澄 （法明寺）
して、 例えば葬式は寺、初詣 は
神社と いう風に、臨機応変に 対
【問題①に対して】
応している。
●浄土真宗門 信徒なので、心は

講師：築田哲雄師（法光寺住職)

②浄土真宗（念仏）以外の宗教の教え（諸仏・神等）を
どのように思いますか？
13

【問題①に対して】

「お寺と門信徒が
共に歩むには」

第１０回 テーマ
仰につ いて、と いう今 回の
テーマ 。「信仰 」の在 り方
は様々で、テロ行為にま で及ん
でしまうような狂信的信 仰もあ
れば、地域のお祭りのお 手伝い
など「お付き合い」程度 のもの
もあります。しかしなが ら、親
鸞聖人がお示し下さった「信仰」
は、只一つ、阿弥陀仏よ り恵ま
れた信心によって開かれ るもの
です。
「昨今、信仰の受け止 め方が
非常に難しい時代となっ ており
ます。そんな現代に生き る我々
がお念仏のみ教えをどう 頂いて
ゆくのか、今一度見つめ 直す時
期に来てるのではないか と思い
ます。特に問題提起の② ですが、
日本土着の宗教である神 道は、

第１２回れんけんの御案内

信仰ついて

10
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事務局：順教寺（中区西平塚8-4）

１９５０（昭和２５）年
８月６日生

千暁寺住職
本願寺派布教使
広島刑務所教誨師

大分県日出町出身。中
学時代は野球部、高校・
大学時代はコーラス部に
所属。また、京都仏青に
も入っていた。西本願寺
宗務所では、本願寺合唱
団と本願寺野球部に所属していて、多くの先輩・後輩と
の出会いがあった。現在は仏教讃歌混声合唱団コールス
ガンディに所属し、老体にむち打って毎週合唱している。

▼

千暁寺 会所となったお寺さん
住所：広島市南区宇品海岸2-3-1

千暁寺は、明治2１年宇品築港と同時
に千田貞暁県令が願主となって建て
られた「宇品説教場」が起源で、日

今

日 下 正 実

まとめの講 義

日照山
30

の本願寺第21代・明如上人の「護仏種性」

の額は、本願寺から下付されたものである。昭和5年に「千暁
寺」と寺号公認された宇品最初のお寺で、戦時中は本堂が出
征兵士の宿泊所となり、また戦死者の合同葬を数多く執行し
た。昭和20年8月6日の原爆では半壊状態であったが、戦後数
回の修復を重ねた木造建築の本堂(被爆建物)を中心に、鐘楼
門(山門)、門信徒
会館 、納 骨堂 (真
如堂 )な どが 整備
され今日に至る。

御幸通 り一帯 、神田 神社の 奉寄
進の幟旗がずらっと並んでいて、
びっく りした ことを 思い出 す。
その中 に千暁 寺の総 代さん の名
前もあ り、二 度びっ くりし た。
それら は、あ くまで も地域 での
お付き合いもあるということで、
実際、 千暁寺 の本堂 の下に は、
近くの 町内会 の神輿 や幟の 竿な
どが保管されている。
神社 、神様 という ことで は、
親鸞聖 人は「 現世利 益和讃 」に
善神と 悪鬼神 を区別 してい る。
念仏者 を守っ てくだ さるの が善
神、そ の他の 神は念 仏者を 恐れ
ている、と和讃に著されている。
一部を 引用す ると、 「南無 阿弥
陀仏を となふ れば 梵王・ 帝釈
帰敬す 諸天 善神こ とごと く
よるひ るつね にま もるな り」
「天神 ・地祇 はこと ごとく 善
鬼神と なづけ たり これら の善
神みな ともに 念仏 のひと をま
もるな り」「 願力不 思議の 信心

は 大菩提 心なり ければ 天地
にみ てる悪 鬼神 みなこ とごと
くおそるなり」等である。

も う一人 、曹洞 宗の 僧侶で 有
名な 良寛和 尚の言 葉に 「災難 に
逢う 時節に は災難 に逢 うがよ ろ
しく 候。死 ぬ時節 には 死ぬが よ
く候 。是れ はこれ 災難 をのが る
る妙 法にて 候」が ある が、晩 年
の詩 歌に、 「おろ かな る身こ そ
なか なかう れしけ れ 弥陀の 誓
ひに あふと 思えば 」「 草の庵 に
寝て もさめ ても申 すこ と 南 無
阿弥 陀仏 南無阿 弥陀 仏」「 不
可思 議の弥 陀の誓 ひな かりせ ば
何 をこの 世の思 ひ出 にせむ 」
など があり 、お念 仏を 支えと し
ておられたのではないかと思う。
いろ んな修 行をさ れた 天台宗 や
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昭和 年 の終戦後 、思想が
度転 換し、 新興宗 教が急 激に流
行し た時期 があっ た。そ れらの
宗教 のうた い文句 が「こ の宗教
を信 じたら お金が 儲かる （貧し
さか ら抜け 出る） 」「こ の宗教
を信 じたら 医者か ら見放 された
病気 も治る 」「こ の宗教 を信じ
たら 家の中 が平和 になる 」とい
うも ので、 貧・病 ・争か ら抜け
出れ ると誘 われた 人が、 一生懸
命そ の宗教 に励む けれど も、う
まく いかな いこと が多い 。誘っ
た人 に文句 を言う と、「 それは
あな たの信 心がま だ足り ないか
らだ 」の一 言で突 き放さ れてし
まい 、その 先は「 自己満 足のあ
きらめ」か「絶望」でしかなかっ
たと言われている。
親 鸞聖人 の 歳か ら 歳まで
の 年間 の比叡山 の修行 も、満
足で きず、 絶望の 中、比 叡山を
下り 吉水の 法然聖 人のも とに行
かれ、念仏のみ教えに遇われた。
その ことを 『教行 信証』 の後序
に「 建仁辛 酉の暦 、雑行 を棄て
て本願に帰す」と示されている。
私が 代 のころ、 京都で 仏教青
年会 に入っ ていた 。比叡 山で、
全日本仏教会の青年大会があり、
浄土 真宗の 青年の 一員と して参
加し た。そ の時の 記念講 演の講
師が 、千日 回峰行 をされ た天台
宗長 臈・葉 上照澄 師で、 講演の
最後 に「私 もいろ んな修 行をし
てき たが、 最後は 親鸞さ んの南
無阿 弥陀仏 ですな ～」と 言われ
た時 の驚き は、今 も印象 に残っ
ている。

曹 洞宗の お坊さ んが、 最後 は南
無 阿弥陀 仏、お 念仏を 拠り 所と
さ れたこ とは、 私たち に進 むべ
き 方向を 示して いるの では ない
だろうか。

し っかり 身に 付く

仏事作法 指南道場

ねんじゅ

久保田 晃裕（ 報恩寺 副住 職）
が指南した。
● 念珠は 合掌礼 拝時に 欠か せな
い 大切な 法具。 畳に直 に置 くな
ど、粗末に扱ってはならない。
● 元々は 、念仏 を称え た回 数を
数 えるた めの法 具。故 に数 珠と
も言う。
● 珠の数 は正式 には百 八つ 。ま
たは百八つの約数、即ち五十四、

念珠について

第10回

二十七 等で珠 の数が 決めら れて
いる。 しかし ながら 、浄土 真宗
におい ては念 仏を数 えると いう
行はな い。よ って、 珠の数 に拘
る必要もない。
●蓮如 上人は 、念珠 なしで 合掌
礼拝す ること は、阿 弥陀様 を手
づかみ にする ような ものだ と戒
められ た。阿 弥陀様 に対す る敬
いを表 明する 仏事作 法、そ れが
合掌礼 拝時に 念珠を 用いる 意味
でもある。
●念珠 の色に ついて 。用い 方に
定めは ないが 、個人 の気遣 いと
して、 例えば 通夜、 葬儀な ど悲
しみの 儀式に おいて は、派 手な
色を控 え黒や 白を用 いるな ど使
い分けを行っても構わない。
●金運や健康運をもたらすパワー
ストー ンとし て腕輪 念珠を 着用
する人 もある が、浄 土真宗 にお
いては 腕輪念 珠も通 常の念 珠と
同様、 あくま でも合 掌礼拝 時の
法具である。
●念珠 には単 輪念珠 （単念 珠）
と双輪 念珠が ある。 本山は 、門
信徒は 単輪念 珠を用 いるよ う勧
めている。

日下住職のお勧めで連研初
参加の竹内さん。10回の研
修を終え、仏事作法を詳し
く学べた、色んな方の意見
を知り世界が拡がった、阿
弥陀様がより親密に感じら
れるようになったなど、確
かな成果を実感されていま
す。
―連研を通じて何か変わっ
たことはありますか？
「連研やお寺での聴聞のお
か げだ と思 う ので すが 、
〈人ってみんな、それぞれの場所で、すごく一生
懸命生きてるんだ〉ということに気が付きました。
これまで他人の至らない面が目につき愚痴も多かっ
たのですが、みな一生懸命生きているっていうこ
とに気付いてからは、やさしい穏やかな心持ちで
人と接することが多くなりました。」
―とても有り難いお言葉です。何か連研に今後
求めるものがあればひと言。
「宗教に関して、自分の気持ちを言葉にして出せ
る機会は、通常のお寺参りをする中でも殆どあり
ませんでした。しかし連研で意見を尋ねられると、
答えるために自然と内面と向き合うこととなる。
色々と自分のことを考えるきっかけとなりました。
それがとても嬉しかったです。少しでも多くの方
がこのような機会を得られれば。」
ご趣味は茶道。裏千家師範の腕前です。
【聞き手／諏訪】

せんぎょうじ

清・日露戦争時に
は西本願寺出張所ともなった。本堂正面

回 は「 信 仰に つ い て」 ～
な ぜ浄 土 真宗 （ 念 仏） な
のでしょうか～でした。
各班の 報告を 聞く と、少 なか
ら ず占い や迷信 を気 にされ てい
る人が多かった。新聞の占いコー
ナーや運勢欄を必ず見てしまい、
そ れを気 にする 人も いた。 地域
の 神社に も町内 会行 事の一 環と
し て、秋 祭りな ど神 輿を担 いで
参 加して いるが 、あ くまで も地
域 の行事 に参加 して いると いう
こ とで、 神道に 所属 してい る訳
ではないという。
年ほど前に宇品に帰った時、

★れんけん人物模様
●竹内明美さん（千暁寺門徒）
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