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 偉大な主・高橋信次先生 お導きによる 

 
『正法に基づく、病の原因と調和への道』 

 

 

（如何なる難病であろうとも・・・） 
 （・・・肉体は小宇宙だと先生は教えておられますが、神がお

作り下さったものですから、神のみ心に沿うように一生懸命に法

を学び生活に生かし感謝と愛の実践をしていったときに、必ずや

神がお与えたもうた姿に帰していただくことが出来るのでありま

す。 

 如何なる難病であろうとも、父なる神のみ心を学び生かしてゆ

けば必ずやこの地上での修行の機会をもう一度与えていただける

のであります。 

 それには感謝の心と素直な心とが大切であると先生はお教え下

さっています。（『３．２丸山先生のご文章からの抜粋』の一部） 

 

 

 

 
 この小雑誌には、「偉大な主・高橋信次先生のお言葉」「丸山弘先生

のお言葉」「お救いをいただいた方々の投稿文」が掲載されています。 

 丸山弘先生がご在世の頃は、丸山弘先生を通じて現されるみ光によっ

て、病気が瞬時にして癒されるという現象がたくさん見られました。 

 今、丸山弘先生は、天上に帰られました。しかし、偉大な主の御手足

となって、法を信じ行ずる人々に、癒しのみ光を与えられることであり

ましょう。 

 また、投稿文は、実際に病から帰還された方々の生の記録です。貴方

様のお心に響き、単に病が癒されるだけでなく、偉大な主のみ教えに繋

がる方がいらっしゃれば幸いです。 
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１．【はじめに】 
 

【１．はじめに】 
 ありがとうございます。 

 貴方様がこのホームページにおいで下さったことを、心からお悦び申し上げ

ます。 

 天上界筆頭の大指導霊であり、『偉大な主・高橋信次先生』とお呼び申し上

げているお方は、昭和二年(1927 年）、長野県佐久市にお生まれになり、神

の御心である『正法』、大宇宙の普遍的法則(神理)であります『正法』、我々

人類が歩むべき道『正法』をお説き下さいました。 

 そしてその正法を、十数冊に及ぶ書籍に、そしてご講演会の内容をビデオ

(DVD)に、法が曲げられることの無いようにと、残して下さいました。 

 そしてその直接の愛弟子であられた丸山弘先生と仰る方が、その正法をどの

ように実践すべきかということを、日本全国で実践指導をされ、「ひかり」誌

という月刊誌に詳細に書き残して下さいました。 

 冒頭に書きましたように正法は、神の御心であり、大宇宙の法則であります

ので、その内容は人生万般、宇宙万般、あの世とこの世万般に亘っているため、

非常に広範な内容であります。 

 このホームページは、その広範な中から、『病気の原因と調和への道』とい

うことに限って掲載し、『病気』で悩んでおられるご本人、また、病気のご家

族や知人・友人の方がおられ、何とかして上げられないだろうかと思われてい

る方の道しるべになるようにと、計画させていただきました。 

 偉大な主のお言葉『光の器を』というご文章には、次のように書かれていま

す(全文は、資料集に掲載しております)。 

 『我は天上界にあっても、決して、沈黙はしない。我を信じ、法を行ずるも

のには、常に、その者の中にあって、光と安らぎと、生きる喜びを与えるであ

ろう・・・』 

 我ら人類の筆頭の方が、法を信じ、行ずるものをお救い下さると言っておら

れます。このホームページを読まれ、偉大な主のご著書を紐解かれ、心に響か

れたことを実践することにより、間違いなく偉大な主のみ光をいただくことが

出来るものと思わせていただいております。 

 この HP は、単に「為になることが書いてある」というような思いで見てい

ただくことを目的としているのではありません。お一人でもお二人でも、ここ

にお導きいただいていることを実践され、実際にお救いを頂かれる方が出てこ

られるように、そして偉大な主の説かれた正法に結ばれて行かれるように、と

いう目的のために開かせていただきました。 

 心を正して読み進められ、実践に繋げて行かれますよう、お祈り申し上げま

す。 
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【２．偉大な主・高橋信次先生のご紹介】 
 偉大な主・高橋信次先生とお呼び申し上げているお方は、昭和二年(1927

年）長野県佐久市にお生まれになりました。 

 そして昭和 51 年 6 月 25 日、48 歳の若さで、天上界に戻られました。 

 

 以下は、『主のご降臨』

と題して、丸山弘先生がご

紹介下さっている文章です。 

 

 『・・・九月二十一日は

偉大な主・高橋信次先生が

ご生誕された日であります。   

 はじめて、この地球上に

生を受けられたのが、今か

ら三億六千五百年前、現在

のエジプト・ナイル渓谷の

エル・カンタラという地で

あり、また、今生はイエス

様のご生母であられたマリ

ヤ様を母として、またお釈

迦様のご尊父であられたシ

ュット・ダーナー様を父と

して、カビラバーストと環

境が似通っている長野県佐

久市をお選びになられてお

生まれになり、肉体をもた

れたのが二度目だとお聞き

しました。 

 今生は、主は特に神のみ心である神理を人の知と意で変わることがないよう

に、文証・理証・現証として書に著し、ビデオテープやカセットテープに声魂

を吹き込まれ、再び間違いのないようにと残されていかれました。このことは、

人類の歴史上大変意義深いものであります。なぜなら、かつて神の命により、

モーゼやブッダ、イエス・キリストといわれる大天使もやはり法を説かれまし

たが、直接記録として残されていないからです。 

 今生、私たちは神理に触れることのできたことを悦び感謝し、自らを反省し、

愛の心を豊かにし、天上界と地獄界の接点にあるこの地上に、ますます神の光

が満たされ、神の王国を造ることを願って、神のみ心を一人でも多くの人に伝

道していかなければならないと思います』 

 

 次は、天上界の方(編者注：『我が正法への道』を参照して下さい)が、私達
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に伝えて下さいました偉大な主の人柄です。ご参考にしていただけたら幸いで

す。 

 

 『・・・イエス様、お釈迦様、モーゼ様の説かれなかったことも、主は一つ

にしていかれました。長い間、朽ち果てることのない聖典を残されていかれま

した。それに気づけたあなた方はとても幸いでございます。 

 主のこれまでの生い立ち、人間としての生の 48 年間を思うとき、いつも涙

が溢れてきます。例え主が悟りを開いておられないときでも、主は本当に人の

ために心を尽くされ、数々と電気商品等、色々なものを開発されました。 

 人類の生活が豊かになるようにと、一つ一つの困難を乗り越えられて、そし

て悟りを得られたときに、主は、自らに誓われました。｢私の人生はもう、この

先は、自分のものに使ってはならない。一秒、一秒、人類のために使わなけれ

ばならない」と。でなければ、全国各地にご自分のご自費で行けるはずがあり

ません。 

 主の、八起電気で持っていたお金も、ご自分のために使うことなく、ご自分

は皆さまと変わりない給料をお家に入れて、後のものは伝道や困っている人々

のために直接、施されました。 

 テープや CD をいま聞かれて、主が言っておられることは全て実践済みなの

でございます。何百万、何千万儲けても、ご自分が着られているものは、皆さ

まとお変わりございませんでした。 

 食べられるものもそうでございます。ただ主は、もったいないと言って、た

くさん食べ過ぎたり、人の行為を無にしてはならないと飲み過ぎたり、その様

なことはあったようでございますが、それもいずれ、回避されていかれること

になりました。 

 その様な一つ一つの主のお心を思う度に、私たちは今でも思い返すと、矢張

り我らの主であったと、涙が溢れるような想いになるのでございます。 

 それは皆さま一人一人の、今生、生まれられる家も、緻密に考えられて、自

分の悟りを得られる最高の場を皆さん、築かれてこられたことでございましょ

う。しかし主の歩まれた人生とは、比較にはなりません。 

 そんな中でも主は、大きな愛を持って常に生きてこられました。父や母を尊

敬し、兄弟にも愛を施してきました。大きな大きなお方であったと思います。

これを理解されて通るのと、理解されないで通るのとでは、矢張り見方が違っ

てくることでしょう。 

 ですからこれをご理解された方は、ご自分も、主が今生、命を懸けてお悟り

になられたものを、自分が手を抜いたり、軽々しく扱ってはいけないという想

いで、ご自分は更に精進をされて進まなければと思われていかれるようでござ

います』 

 

 『もしあなたが天上に帰られても、主の姿を仰ぐことは出来ません。光が大

きすぎて、私たちの目には何も映りません。それぐらい主の光は素晴らしい、
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偉大な偉大な偉大なものです。 

 丸山さんがいつも言います。「偉大な」と 100 回申し上げても足りません。

その通りでございます。皆さん、軽く見すぎておられます。私たち天上に住む

ものでも、主の姿は光でしか見えません。形は見えません。皆さんが太陽を見

て眩しいな、それ以上のものです。 

 それ位の方が地上に降りられて、法を説かれたのですよ。それを皆さん、心

に落として下さったら、どんなに有り難い、千載一遇のチャンスをいただいて

いるか、よく分かられるのではないでしょうか』 
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【３．丸山先生のご紹介】 
 丸山弘先生は、大正 13 年(1924 年)5 月 18 日にご生誕され、偉大な主が

天上の世界に戻られてから、金沢の地に於いて偉大な主の御心の儘に正法の実

践方法を説かれ、平成 25 年(2013 年)8 月 29 日に天上に戻られました。 

 

 その実践の記録ともいえ

る「ひかり」誌の中で、『昭

和五○年三月八日、大阪で初

めて偉大な主・高橋信次先生

にお目にかからせて頂きま

した』と書いておられ、そし

て、次のように言っておられ

ます。 

 

 『偉大な主・高橋信次先生

は昭和二年九月二十一日に

ご生誕なされて以来、昭和四

十三年七月にお悟りになら

れるまで、その殆どを「人間

の苦悩・その原因と結果」の

探究にかけられました。 

 そして、お悟りになられて

昭和五十一年六月二十五日

予言されたとおりにご昇天

されるまで、命懸けで法を説

かれ、また書物に著されたのでありました。 

 先生はご自分がご計画してこられたとおり神のみ心のままに、永遠に法がこ

の地上界に正しく伝えられるようにと、ご自分の命を削るようにして私たち迷

える衆生に供養してゆかれました。 

 私たちが目指さねばならない道は、先生が説かれた道のとおり歩むことであ

ります。 

 先ず、先生のご著書 心の発見「神理・科学・現証篇」と人間釈迦「１～４

部」を教科書として、毎日毎日計画的に心読することから始めて下さい。 

 読むときに注意しなければならないことは、自分の頭で理解しようとしない

ことです。 

 そうではなく、心を開いて読むようにすることが大切であります。学ばして

いただこう、教えていただきますという謙虚な素直な心で態度で、学修するこ

とが大切であります』 

 （この内容の詳細については、資料集『初めての人に』に掲載されています

ので、ご参照下さい） 
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 ここでも、天上界の方からのお言葉を引用させていただきます。 

 『私たちは、皆さん本物の正法に出会ったのですから、その本物の正法を伝

道していただきたいと思います。伝道していただけるような、心の確立を図っ

ていただきたいと思います。 

 だけれども、本物を今のところ、一生懸命広げておられるのは、唯一、丸山

さんしかおりません。今のところ、丸山さんしかいません。 

 そんな丸山さんを、あなた方、どう思われますか？ 一人でもその様に立っ

ていかれる方、本当に私たち、望みたいです。大きな希望に燃えて、そうやっ

てされておられる方もいれば、先生先生と崇められ、そこにあぐらをかいてお

られる方もいます。 

 別に責めて言っているわけではありませんが、皆さんも、どちらの方にもな

れるのです。あぐらをかかれる方のようにもなれますし、どこまでもどこまで

も神に、主についていきますと言われる丸山さんのようにもなれます。まあ又、

その様なお心だからこそ、主は丸山さんを労り、丸山さんを任命されるのだと

思います。 

 私たちは丸山さんを贔屓して言っているのではありません。今まで皆さんに

丸山さんのことを言っても、きっと、何をそんなことを言ってるんだ、あの人

は一寸自分に厳しすぎる、こっちの道でもいいじゃないかと思われて、返って

皆さんに法を後ろに退けさせるようなことになる、そう思って、私たち、遠慮

しました。 

 しかし皆さん、もう、少し（ご著書を）読まれたら分かられる、その様に変

わってきたから、遠慮なく今度は言わせて貰えるようになったのです。その様

に自分を作ることも可能、又あぐらをかくことも可能。どちらの道も可能です。

又、別の道を行くことも可能です』 

 『丸山さんは、常に心に神仏を思い、いつもご自分の心を、一瞬一瞬、大事

にされ、更に反省、反省して、突き詰めて行かれます。ですから、心眼、開い

ているどころではありません。 

 しかし、それでも偉大な主を心に思っているがために、自惚れることはあり

ません。そして常に皆さまと同じ所において、ご自分も主を愛する一人、皆さ

まも主を愛し慕う一人、その中の一人として、ご自分も精進努力されておられ

る方でございます』 
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２．【偉大な主のご著書からの抜粋】 
 

【１．はじめに】 
 偉大な主・高橋信次先生は、十数冊に及ぶご著書の中で、人生万般、人間の

在り方、宇宙と人間、あの世とこの世等々、宇宙の神理を正法として解き明か

して下さっています。 

 このホームページでは、その中から、『出産・子育て』に関する内容だけを取

り上げております。 

 正法は、神の御心であり、大宇宙の神理であり、我々人類が歩むべき道であ

ります。 

 心して、お読みになりますよう、お願い申し上げます。 
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【2．ご著書からの抜粋】 
（誠に僭越でございますが、偉大な主・高橋信次先生のご文章の中で、是非こ

の部分は心に留めていただきたいという箇所を赤字にさせていただきました。

編者のような浅学の者がこのようなことをして良いのかという思いもあります

が、是非とも皆さんの心に留めていただきたいという一念から、このようにさ

せていただきました） 

 

 

【心の発見 神理篇】Ｐ063 

 ・・・不調和な想念を持つと光のない世界に通じ、いろいろな苦悩の原因を

作ってしまう。 ノイローゼ、いらいら、怒り、妬み、増長慢になってしまう

人々が多いことを、私達は良く知っている。たとえ、光の天使が守護していて

も、肉体を支配している自分の心が黒い想念に覆われてしまうと、守護霊は近

くでその状態を見ている以外にないのである。 

 丁度テレビのチャンネルダイヤルが心であるならば、光の世界に通じるのも、

暗い世界に通じるのも自分の意思以外にないということである。行為は意思の

働きによって動く。心のダイヤルが常に暗い世界に埋没していると、現象は苦

しみや悲しみとなって現われる。常に明るい安らぎのチャンネルに調整されて

いれば、現象もまた平和な生活になり得る。この地上界は、人間自身が作り出

す善と悪については、自分自身にそのいずれかを選ぶ権利が神から与えられて

いる。その結果、善の成果には喜びと楽しみの実が成り、悪の結果は、闘争と

破壊、自由のない苦しみ、恨み、妬み、そしり、病魔などの実ができることに

なっている。 

 現象界は修行場である。従ってこうした成果は、原因からくるあの世とこの

世のきびしい神の掟なのである。光の天使といえど、黒い心の持主を守ること

はできないのだ。 

 

【心の発見 神理篇】Ｐ066 

 私達の多くは、自分の想念行為が調和されている場合に、相手の「もう一人

の自分」の姿を見ることができる。もちろん、憑依霊もはっきりと見える。ほ

とんどの人々は、その中の不調和なものが憑依されているところが病気になっ

ている、ということも発見した。 

 動物霊、浮遊霊、地縛霊、魔王がほとんどで、その人の暗い光子体について

いる。このような人々の後光は暗く、心が調和されていないことをはっきりと

物語っている。 

 ノイローゼの九九％は、頭の回りに憑依霊がついている。彼らに意識を支配

されているために、自分自身を失ってしまう。 
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【心の発見 神理篇】Ｐ106 

 ・・・地獄界の不調和な霊がついている場合は、オーラーの薄暗いところが

白く憑依されている。白く憑依されているところは、ほとんど病気に侵されて

いる場所である。 

 

【心の発見 神理篇】Ｐ225 

 ・・・以上のような人々が、神理を悟らないため不調和な想念行為の人生を

送ってこの現象界を去り、慣性の法則と同じように生前と同じ意識の世界に行

ってしまう。その世界は、生前の世界よりきびしい地獄界で、それ以上の苦し

い生活が再現され、その環境の生活の中で反省し、神仏の子たる自覚を悟らな

くてはならないのである。しかし彼らは耐えられずに地獄から逃げ出す。そし

てこの現象界の同様な人々の、暗い想念を造り出している意識に憑依して生活

をする。 

 人々の意識の調和度によって肉体から出ている後光(オーラー)の暗い箇所に

住所を決めて憑依しているところが、病気になっているのである。この現象は、

霊視、すなわち心眼によって見ることができる。 

 憑依している場合はそこが白く見える。彼らは肉体細胞の不調和な集団意識

の場所に住んでいる。そのような場所は炎傷を起こしており、本人も病的反応

をはっきりと自覚している。 

 ・・・恨み、妬みの心の強い人々には、動物霊が憑いている場合がほとんど

で、良く生活を反省してみると、肉体的現象となっていてそれを自覚すること

ができる。 

 病気の八○％近くは憑依霊の仕業が多い。 

 こうした憑依霊を除くには、その霊に対して、憑依が悪であることを良く説

得するとともに、憑依されている者も自ら正法の生活、正法に適った心の持ち

方を実践する以外に道はない。たとえその憑依霊を除いてやることのできる人

がいても、本人の心が正法の生活をしないなら、再び悪霊を呼びこんでしまう

ことを知らなくてはならない。自分の心の王国の支配者は、あくまで自分以外

にないからである。人々の心は、その想念の針の指した世界に通じていること

を忘れてはならない。 

 

【心の発見 科学篇】Ｐ180 

 病気には、人生航路の乗り舟である“肉体”と、肉体の支配者である意識、

その中心である“心”の病いとがある。 

 心の病いは、自己保存や自我我欲がほとんどの原因で、この原因が人生航路

の乗り舟まで破損させることがある。乗り舟の故障についても、内外を問わず、

良くその原因を反省してみることが、何よりも早く病気を治すきっかけになっ

て行く。 
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 心と肉体が、完全に正法に適って調和されていれば、病気にはならない。 

 

 

【心の発見 科学篇】Ｐ252 

 己の心の王国の支配者は自分自身であり、不調和なものの侵入は絶対に防が

なくてはならない。また信仰をしていても心に安らぎのない人々は、良く反省

することが必要である。神仏を信仰しているからといって、他人と、口先や単

なる行動のみで調和を計ろうとしてもそれは不可能なことである。 

 他人の言動に惑わされない心を持つことが必要であり、怒りや恨みを表面に

出さないから悟っているという考えは、正法ではない。自分の心の中から、怒

り、恨み、妬み、そしり、みだらな情欲の想念は、これを捨て去ることである。

不調和な想念を溜めていると、必ずいつか爆発する。 

 我慢は、心の倉庫に保存するものではなく、不調和な問題にこだわりを持た

ないこと、が正法である。我慢を心の中に蓄積していると、魔王に支配され、

己を忘れて心の王国をじゅうりんされる。肉体的、精神的に不調和を起こし、

病気の原因ともなる。 

 

【心の発見 現証篇】Ｐ238 

 ・・・憑依されている場合は、暗い静かな場所を好み、昼間はなるべくおと

なしくしているようである。そして、夜になると、彼らが支配するため、元気

をとりもどす場合が多い。 

 それも、弱々しい地獄霊、たとえば失恋などで精神異常を起こしている場合

は、同じような類がその人を支配して悲しんでいる。 

 ところが、相手に対する憎しみが増大してくると、それと比例した憎しみの

地獄霊がその人を支配して、今度は躁鬱病にしてしまうといった具合いだ。 

 いずれにせよ、地獄霊は、その人の心の状態によって憑依するので、必ずし

も持続的である、ということはないのである。 

 これらの病人といえども、まともに返っていることもあるのだから、そのま

ともなときに、良く“正法”を教えることが大事であり、反省するように指導

すれば救われるのである。 

 ただ、まともでいるのかそうでないかを見分けるのは、一般の人々にはむず

かしいことだろう。 

 このような精神病に関しては、身近の肉親もその原因を反省し、家庭の調和

を、理由のいかんを問わずはからねばならない。 

 調和性のない、意地っばりの人々は、病気になるおそれが多いのである。い

つも、心のなかに、憎しみを押し込んでいるからだ。 

 また、いかに他人の前で美辞麗句をいっても、心のなかでは逆の人々がある

だろう。そうした人前をつくろう人、気にする性格を持っている人々にも、そ

の心の暗い曇りに、地獄霊は憑きやすいであろう。 
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【心の原点】Ｐ069 

 不調和な地獄霊に支配されてしまうと、人は心定まることなく、常にイライ

ラの連続であり、自分自身を失ってしまうのである。 

 肉体舟は、本来一人の船頭（意識・魂）が支配しているのだが、その人間の

心が不調和だと、地獄霊に支配されて、船頭は二人にも三人にもなってしまう

のである。 

 地獄霊達が、耳もとでささやいたり、心のなかで話しかけるために、自分で

あって自分ではないというような状態になってしまう。つまり精神分裂症のよ

うになってしまうということである。 

 躁鬱といった、中道の心を失った両極端な心の状態になり、自らの人格を失

ってしまうものなのである。 

 躁病の場合は、開放的になって、完全に地獄霊に支配されて、自分を失って

いる。 

 もはや霊囲気は乱れて、不眠の状態が続き、幻覚をおこしたり、支離滅裂の

言動をとるようになっていく。 

 日頃の鬱憤を晴らすように、心のなかにあるものを見境いなく語ってしまう。 

 このような人々の日常は、鬱々とした生活で、心のなかに恨みや妬み、そし

りの心が強い。 

 表面はおとなしいように見えても、虚栄心と自尊心は人並以上に強い者達な

のである。そして、また、自分自身を失っており、感情の起伏がはなはだ極端

になり、心の安定を欠いているのである。 

 鬱病の場合も、本人を支配している地獄霊の性格がそうさせる。 

 これは、過保護の教育、放任教育と、両親の心の不調和が原因となっている。

親子の対話が、ほとんどない環境に、このような心の者達が育てられて行くと

いうことだ。 

 暗い想念におおわれて、すでに神の光を受けることができない、自らの心を

地獄霊に売ってしまった者達なのである。 

 これを正しくするのには、勇気と努力によって、自らの性格を中道にもどす

以外にはないということだ。 

 

【心の原点】Ｐ106 

 ・・・病気は文字どおり、気の病いといえるだろう。 

 肉体自体の過労によって、自律神経の活動が弱まり、内臓が悪くなることも

あるし、暴飲暴食による胃潰傷、運動不足、太りすぎによる心臓病、過激な運

動による肺結核などもある。 

 こうした肉体自体の病気もあるが、やはり本人の心がけ次第ではないだろう

か。 

 病気の原因を辿って行くと、やはり、気の使い方に帰着してくるものだ。 
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 自律神経を弱らせる、あるいは固有の細胞意識を弱体化させる精神作用が、

病気を造るというわけである。 

 病気は気の病いというが、それは、脳脊髄神経の働きに間違いがあったため、

そうなったという。しかし実は、原因は脳脊髄神経そのものにあるのではなく、

さきに述べた、光子体のなかにある各人の魂の在り方に問題があったのだとい

えよう。 

 つまり脳脊髄神経は、魂の命令を受けて作動する組織体で、脳そのものは命

令の執行者ではない。命令を受けて、各機能に働きかける代理人にすぎないと

いうことだ。 

 それは、肉体舟の電子計算室のようなものだといえよう。 

 機械的な電算機を動かすのは人間なのである。私達の魂である。 

 この魂の在り方が、病気の製造者になったり、健康の源にもなるというわけ

だ。 

 この二つの神経組織は、この人間の魂によって動いている。 

 厳格にいえば、各人の心の想念の在り方によって、二つの神経組織が、より

強靭になったり弱くなったりするのだといえよう。 

 人をよせつけぬ自我の強い人、欲望に振り回されている人、怒り、そねみ、

恨み、そしり、このような心を持っている人々は、自ら病気の原因を造り、事

故の原因を招き、環境の不調和を造っているといえるのである。 

 このような想念と行為が、病気の場合、自律神経を弱らせ、肉体細胞の活発

な運動を不円滑にして行くのだ。 

 こうなると、脳脊髄神経も、不調和になり精神病の原因になってしまう。 

 このように、私達の肉体と光子体と意識体は一体となって、現実の肉体を動

かしているということだ。 

 

【心の原点】Ｐ163 

 私達の肉体的条件について考えてみよう。 

 胃のなかに酸が多いと、胃酸過多になって血液まで酸性化される。そのため

肉体的な不和が造り出されて、諸病の原因を造り出すものだ。逆に、無酸性に

なっても、同じことがいえるだろう。 

 やはり調和されたものが大事であり、食物も、偏ったものは肉体的不調和を

造り出すものだ。 

 その証拠に、好き嫌いの多い人々には、必ず病弱の人々が多い。 

 それは、食べ物に対する感謝の心がないからである。 

 なぜなら、米も、麦も、魚類、牛肉、豚肉、鳥肉、野菜類、果物も、すべて

生命を持っている。 

 彼らは、私達の肉体保存のため、自らの生命を提供し、万物の霊長に供養し

ているということを、私達は忘れてはならないだろう。 

 その生命を投げ出して供養している者に対しては、感謝する心はもちろん、
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報恩の行為が必要だということだ。 

 この場合、報恩とは、それを無駄にしないということであろう。 

 またそれを、生活の苦しい人々に対して、供養することも大切なことだとい

えよう。 

 なぜなら、私達は、血や肉や骨になってくれる、動植物を無駄にしてはなら

ないからだ。 

 食事のときに、合掌して食べることだけが感謝ではない。 

 心と行ないに、感謝と報恩が大事だということだ。 

 また食物に対して、美食や食べすぎ、不摂生をつつしまなくてはならない。 

 胃腸を始めとして、各諸器官にとっては、朝昼夕と、定まった時間の食事が

大事だということだ。 

 寝るときになって、胃のなかに食物を送り込むことは、酷使によって胃も疲

労してしまい、肉体的な不調和を造り出してしまうということだ。 

 胃腸は胃腸としての意識を持っており、船頭である心の判断で勝手に食べ物

を送れば、彼は仕事を休んでしまうことがあるだろう。 

 やはり彼を大事にしてやることも、健康を保つために最も必要なことである。 

 

【心の原点】Ｐ183 

 ・・・分裂症や躁鬱症の人達は、ほとんどが、自らの小さな心のなかで、自

己を失っている人達なのである。 

 心のストレスが、ご不調和な地獄霊を呼んだということである。この原因は、

小さい頃からの家庭環境、両親の教育、愛情過多、愛情不足などから発生し、

また、自らの心に小さな枠を造ってしまった人達自身にあるのである。 

 正しい中道の生活を忘れ、恨み、妬み、そしり、怒りなどを心に持った人達

で、他人ばかりが悪いと思う、自らに反省のない人間の哀れな姿といわざるを

得ない。 

 情緒を失い、狭い、自らの造り出した心の世界から、脱け出すことができな

い人々なので自信をとりもどすこと、自らの不調和の原因をとり除くこと、心

の修正をすること。これをしない限り、それらの人々は、その病から救われる

ことはないのである。 

 “中道”という心の物差しで、過去の誤りを、勇気と決断をもって修正する。

そのとき心の曇りは晴れて、不調和な地獄霊から解放されるということだ。 

 

【心の原点】Ｐ260 

 俳優が、一つの演技をとおして、その主人公になり切るには、心と行為まで

他人になり切ることが必要であろう。 

 しかし、問題はここにあるのだ。 

 私達の心は一念三千、善にも悪にも通じてしまうものであるから、悪役、病
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人、自殺、恋人などの演技をとおして、心も身もそのものになり切ってしまう。 

 そのため、演技から解放されたときには、正しい心で、自ら演じた主人公の

善悪をはっきりと認識して、善なるものは心に刻み、悪なる不調和な部分はよ

く反省して、現実生活における己の心と行ないに結びつけないことだ。 

 なぜなら、不調和なシーンは、必ず次元を超えた不調和な世界に通じるから

である。 

 俳優が、病人のシーンを演技しているうちに、実際に主人公の病気と同じ現

象になるということがある。 

 それは、主人公の役になり切っている以上、当然主人公の意識に同通してし

まうからだ。 

 特に、死亡している主人公のシーンを再現するような場合、演技だけにとど

めないと、その反作用が現象化する、ということを知るべきであろう。 

 恨み、妬み、そしり、怒り、それらの演技は当然不調和な霊達にも通じてい

るから、正しい心の規準を忘れて平気で生活していると、俳優自身の心も同じ

ような状態になりやすいのである。 

 ストーリーをとおして、人生の表裏を正しく判断して、そのなかで、自らの

心を豊かに育てることが立派な演技者といえるだろう。 

 調和されたよいストーリーのシーンなどは、人々の心をより豊かにするばか

りではなく、演技者も調和された人格になれるのだから、そうした場では、自

分を磨くことだ。 

 娯楽映画や芝居などにおいて、人々の心に悪の種を蒔くような、心をまどわ

すものは、必ず反作用が演技者の暗い心の人々や制作者にかえってくるだろう。 

 悪は必ず、神の光を閉ざし自らの首を締めつけてしまうということである。 

 人々の心に安らぎを与える調和した作品は、大衆からの支持を得て、不滅な

ものとなるだろう。 

 人々の心をくすぐり、悪の種を蒔き散らすような無責任な者達の売名行為は、

いつの日か自らの善なる心で、その行為をきびしく裁くことになるだろう。 

 それは、作者、シナリオ、監督、すべてにいえることである。 

 人々の心に、善悪を判断させる正道が植えつけられて行くに従って、正しい

批判を受けるようになるだろう。 

 常に大衆とともにあって、影響を与える職業ほど、心の尊厳性を自ら悟って

行動すべきではなかろうか。 

 人々の心に与える影響が絶大だという、責任感を忘れてはならないからであ

る。 

 それは俳優だけでなく、広く芸術の領域のすべてにいえることだ。 

 

【心の原点】Ｐ295 

 今日の医学は百年前より長足の進歩を遂げている。しかし医学の進歩と共に、

新しい病気がふえている。次々と新種の病気が現われ、医学がそれについて行
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けぬというのが現状のようだ。 

 これについてある人はいう。医学の進歩があったから、これまで未発見の病

気が発見されたのだ。もともとそうした病気があったけれども、医学が幼稚だ

ったから分らなかったのだと。またこれまでの医学は治療医学で予防医学は未

開拓である。そのために病人が後を絶たない、ともいう。 

 私は医学を否定するものではない。医学の分野で治せる病気も多いし、そう

した治療をした方が良いという場合もあるからだ。 

 ただ病気の八割近くは、物理的治療では治らぬことが多い。なぜかというと

心が病気をつくっているからである。新種の病気が医学の進歩と並行して現わ

れてくるのは人間の心が、モノを生み出し、時代と共に欲望の方向が変化して

いるからなのである。 

 これまでの医学は、物質科学で、物理的治療のみにウエイトが置かれている。

人間の心についての理解が欠けていたようである。だから、物質科学としての

医学は進んできたが、病気の間口は、時代の変化とともにひろがっていくため、

医学と病気は絶え間のない競争関係におかれているといえるだろう。 

 私がここでいいたいことは、知識と現実である。医学といういわば科学知識

の頂点をゆく学問すらも、病気という現実の前には多くの問題をかかえている

という事実である。 

 学問、知識にはある一定の限界がある。私達の生活の場は、知識や学問によ

って支えられているのではない。といって、学問、知識の必要は今更述べるま

でもないが、要は、私達の毎日の経験が、私達の実生活を活かしているという

ことである。いうなれば毎日の経験から生み出された生活の智恵が、私達を支

えているのである。 

 

【心の指針】Ｐ016 

 病気の八○％は心因性なのです。 

 怒ったり、悲しんだり、愚痴ったり、こうした自己保存が重なると、肉体に

さまざまな障害が現れ、病気になってゆきます。 

 心が片寄ると、自分だけの問題なら病気となって現れますが、対外的に影響

を与える場合は、事業不振、家庭不和、公害、災害などに発展してゆきます。 

 物質文明が発達するにしたがって、人間は普遍的な自分自身の心を失い、物

質文明の虜になってしまいます。 

 物質文明は誰のためにあるのか、文明のためか、人間のためなのか……。 

 人間はいつのまにか主客を転倒し、文明に奉仕する人間になり下がっていま

す。愚かというほかありません。 

 なぜこうなるか、理由はほかでもない「足ることを忘れた欲望」の追求にあ

るからです。 

 欲望のためには手段を選ばず、すべてに自己中心的な考えが根底にあるので、

世の混乱はいつになっても治まらぬというのが、現実でありましょう。 
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【心の指針】Ｐ022 

 この地上界には、すでに亡くなって地獄界におり、厳しい環境に耐えかねて、

この世に執着を持っている霊たちが多くいます。彼らは、同じような心の持主

に、生きる場を求めています。 

 このため、イライラの心で禅定や瞑想にふけると、類は友を呼ぶ法則にした

がって、こうした地獄霊や動物霊を呼び込むことになります。 

 ノイローゼ、精神分裂は、こうした別人格の霊たちの霊憑依によって起こさ

れた現象といえるでしょう。 

 もっとも、ノイローゼや精神病は、禅定したり、瞑想した経験がない者もい

ます。ある日突然、そうした状態に追い込まれる人もありますが、こういう人

たちの場合は、心の中に執着の念を溜め込んで、常にそこから離れることが出

来ないでいるためにおこるのです。 

 三角関係や、事業の失敗、失意、うらみ、ねたみの執着の念が心の中を占め、

それから離れられないために、同類の霊を引き寄せ、精神病になってゆきます。 

 地獄霊の多くは、孤独で自分の小さな心の枠の中で、苦しみ悲しんでいる人

びとの心を支配します。ウツ病、ソウ病はみなこうしたことが原因になってい

ます。 

 電車の中などでよく見かけますが、誰もいないのに一人で口を動かし、笑っ

たり、怒ったりしている人がいます。彼らは地獄霊としゃべっているのです。

霊視すると、彼らの脇には地獄霊がちゃんといて、いろいろ語っています。 

 精神病になると夜眠ることが出来ません。肉体を支配されてしまうからです。 

 精神分裂は本人以外の別な霊がその肉体を支配し、しゃべり始めるので、話

があちらに飛び、こちらに飛んできます。聞き手は相手の話が急に変わり、そ

れまでのその人でない傾向を帯びてくるので、これはおかしい気が違ったと見

てしまいます。 

 精神病になると大抵はその一生を棒に振ってしまいます。気の毒というほか

はありません。 

 しかしその原因はどこにあったかといえば、精神病を誘発する本人の心が、

モノに執着するために起こるのであり、それも非常に片寄った形をとるので、

どうすることも出来ません。 

 地獄霊は神の子としての本性を失っているため、生前の名前も、住所も、忘

れ去っている場合が多いのです。 

 地獄に堕ちた人びとは、在世中に神の子としての己自身の心を失い、自我我

欲、自己保存に明け暮れた人びとです。 

 これらに憑依された人びとの心も同じです。だからその地上界での生活は、

すでに地獄界を現わし、心は常に何かにおびえ、あるいは怒り、不安定そのも

のなのです。 

 救いは、個の生命の自覚以外にありません。自覚は正道の実践生活の中から

ひらかれて行くのです。 
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【心の指針】Ｐ083 

 親と子の断絶……。現代社会のゆがみは、家庭生活の中にも現れて来ました。 

 私の事務所を訪れて来る人びとの多くは夫婦の不調和、親子の断絶による相

克に悩まされています。 

 特にノイローゼの場合、夫婦の不調和により、子供の教育に無関心で夫婦げ

んかのうさを子供に向け、小さい頃から子供の心に傷をつけてしまい、子供は

広い豊かな心を忘れて内向性になり、十五才から二十代の間に自閉症になって

しまいます。 

 自閉症からウツ病に変わってしまうのも、心の中の、怒りの度合によって異

なって来ることがわかります。 

 子供の心が不安定になってから、親が子供の気嫌をとるようになっても、も

はや遅いのです。 

 逆に両親の夢を子供にたくして、勉強、勉強の詰め込み教育で、情緒不安定

になって、自閉症になったり、ウツ病になる子供も非常に多いのです。 

 いずれも両親のエゴによって、子供の気持を理解することなく、愛情不足や、

愛情過多に、その原因があるのです。 

 むしろ、心因性ノイローゼとでもいえるでしょう。 

 また、心の中の不調和な曇りを、正しい反省によって除くことなく瞑想をし

ている間に、心不在になり、地獄霊に忍び込まれ、彼らに支配されてしまう場

合もソウウツ病の原因になっています。 

 しかし、ノイローゼの場合、ほとんど百パーセント、地獄の霊たちに支配さ

れているといえます。 

 彼らのほとんどが両親をうらみ、他人をうらみ、決して自分のせいだという

ことを認めません。 

 思っていること行っていることに自信がなく、いうことやることが、コロコ

ロと変ってしまいます。 

 しかも夜中になると元気になり、地獄霊たちに支配されてほとんど眠れなく

なってしまいます。 

 地獄霊のいうことを信ずるようになると、両親や身内の者、友人などのいう

ことをまったく信じなくなってしまうものです。 

 なぜならば、地獄霊たちは、俺は神だとか、稲荷大明神だとか、その人の心

の中にある神仏に関係ある名前をいって信用させ、ほかの人びとのいうことを

信じさせないようにしてしまうからです。 

 「あそこへ行くな、ここへ行け」と地獄霊たちにいわれると、その通りの行

動をしてしまうために、普通、ノーマルな人びとが見ていると、常軌をいっし

た言葉や、行動を、平気でやるのです。 

 さらに進むと、人格がすっかり変わってしまいます。 

 肉体舟は変わらないが、それを支配するのは本人でなくて地獄霊だからです。 

 彼らに支配されてしまうと、体もがたがたになってゆきます。 

 しかし人間はいっとき、自分に戻っている時間もあるのです。 
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 そのときに、正しい心のあり方を教え、地獄霊との交渉をしゃ断するほかに

ないのです。 

 地獄霊はいつも憑きっぱなしにはなれないからです。 

 彼らも苦しいのです。 

 これを救う道は、家庭にいる、残された者たちが、正道を実践して家の中を

光明に満たし、心から平和な環境をつくり出す以外にはないでしょう。 

 精神病の患者の心の中に自己を取り戻すためには、明るい環境が必要だとい

うことです。 

 

【心の指針】Ｐ151 

 病気は文字どおり気の病であり、肉体が病むというよりも、実は肉体細胞を

司る意識が病むものです。胃腸には胃腸の意識があり、心臓には心臓の意識が

あります。その意識が正常な活動を失い不活発になるために、その部分が痛ん

だり病んだりします。もちろん、一カ所が痛めば体全体にも影響し、全体の活

動を弱めてゆきます。 

 人間の意識を大きくわけますと、魂意識と体の各部分を動かしている細胞意

識があり、病気はその両方が病むものですが、その原因は、表面意識（表面意

識の奥にある想念帯意識も含む）にあります。こわいものをみて体がすくむ。

怒ったときに心臓がドキドキする。笑ったあとはお腹がすきます。このように

表面意識と細胞意識というものは密接な関連を持ち、表面意識に細胞意識が常

に左右されています。したがって、先天性の場合をのぞいて、病気の大部分は

表面意識にその原因をみることができます。そして、細胞意識の病む場合は多

分に肉体遺伝の場合が多いのです。 

 人間の魂意識（潜在意識層）は神の子でありますから、病気になるというこ

とはありません。すなわち、意識の中心である心は病むことはないのです。た

だ魂意識層にある守護霊が人によっては表面意識と足なみをそろえて病むこと

はありますが、意識の中心である心まで病むことはないのです。 

 この意味から、心だけをみるならば病気は本来ないということになります。

ところが現実に病気はあります。病気の原因は前述の通り、怒ったり、そしっ

たり、争いの想い、対立感情にあるのですが、それは想念が原因です。釈迦は

これを人間のカルマといい、イエスは原罪と呼んでいます。こうしたカルマが

表面意識を通して想念帯に病巣をつくり、肉体的病気となって現れてくるので

あります。 

 また、仮に、生まれてから死ぬまで正法通りに生きた人がいるとします。そ

の人は病気をしないかというとやはりします。後天的には立派でも先天的なカ

ルマが表面に出るからです。この世は過去世のカルマを修正するために出てい

るのですから、後天的な理由だけのものではありません。ただし、この場合、

十の先天的カルマは、後天的な善なる行為によって、五になり、三になり、一

になります。つまり悪と善の相殺作用が働きます。この意味で、人は、現世で
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悟ったとしても、病気から解放されるということは、まずないのです。まして、

人間は神になることはできません。悟りに限界がないのと同じように、あやま

ちは人間には、常についてまわるものだからです。 

 病気の種類は大別すると三通りあります。その一は純然たる肉体的な消耗。

その二は憑依現象。その三は守護霊による作用。一は、精神が先走り肉体がつ

いていけない場合。二は病気の大半を占め、地獄霊、動物霊の憑依。この場合

自己保存が主たる理由であり、反省し、想念行為が改まらないかぎり、病気の

状態は変わりません。守護霊による作用は、本人の自覚が先決です。いずれに

せよ病気は、想念行為にその原因がみられるものです。 

 

【心眼を開く】Ｐ093 

 病気の原因は前世のカルマというより、今世における我執や、無理な体力の

消耗がそうさせるもので、後天的なものです。先天的な不具者や、子供の病気

は、両親の不調和から起きるといえます。 

 

【心眼を開く】Ｐ136 

 病気の約七割は、憑依によるものです。歩道を歩いていて後から自動車にハ

ネられる、頭上から鉄材が降ってきて思わぬ怪我をすることなども、同じよう

に、憑依による現象です。 

 憑依がさらに進行すると、精神分裂になります。気違いです。こうなると、

自分の意識が他界者に完全に占領され、就眠することができなくなってしまい

ます。ノイローゼのほとんどは憑依によるものです。 

 人間は心と肉体から成り立っています。憑依とは、あの世の低段階の地獄霊、

動物霊が、人の心に憑くことをいいます。 

 なぜ憑くかというと、もともとその本人の、物の見方、考え方が非常に片寄

っており、欲望や執着が強いために、これと同じような心を持っている動物霊

や地獄霊が、寄ってくるのです。類は友を呼ぶ、ということわざの通りです。 

 憑依は四六時中続いているかというと、通常は、憑いたり、離れたり、心が

片寄った想念に支配されると憑依し、そうでないときは離れます。飲酒すると

人が変わるが、素面のときは真面目人間というのがよくあります。しかし憑依

の時間が長くなるにしたがって、その性格が変わってゆき、病気勝ちになって

きます。精神病は、その憑依時間が、長時間になるために起こるものです。 

 ・・・憑依から己の意識を守るにはどうすればよいか。それには正道に適っ

た想念と行為が必要です。憑依は、向こうが勝手に寄ってくるのではなく、自

分が呼び、自分がつくり出しているといえるのです。アンバランスな精神状態

がつくっているのです。 

 片寄った想いがあるから、彼らは集まるのです。自分が憑依されていること

がわかっても、決して、恐れてはいけません。この世で、いちばん恐ろしいの
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は、やはり、生きている人間です。一念三千の心を持つ、己の心です。カメレ

オンのように常に変化してやまないものが、人の心なのです。 

 さらには、盲信、狂信、また、思想や主義にかぶれ、あるいは、獣のような

欲望を持った者です。 

 ですから自分でおかしいと思ったならば、自分の心を、常に、平静に保つよ

うに、八正道に適った生活を送るよう心がけることです。そうすると向うの霊

の波動と合わなくなってきますから、憑依現象も自然と解消されてきます。 

 

【悪霊Ⅰ】Ｐ119 

 ・・・病気、貧乏、家庭の不調和。これらは原因があるから結果があるので

あり、その原因を取り除かないかぎり、こうした結果からいつになっても抜け

出すことはできない。拝んだり、題目を唱えただけで、病気が治ったり、貧乏

が解消したりすることはないのだ。拝んで病気が治ることもあるが、病気の七

五％までは憑依霊だから、憑依霊が一時その人から離れることによって、治る

のである。しかし、もともと心が欲望や自己保存でいっぱいになっている場合

は、再び、ちがった病気が併発し、もとに戻ってしまう。 

 病気を治すには、病気になった原因があるのだから、その原因をまず除くこ

とだ。肉体的に無理をしたか、精神的に片寄った考えに支配されてきたか、人

を憎む思いはなかったか、心がいつも感情的ではなかったか、自分のことしか

考えず人の不幸を望むようなことはなかったか、嫉妬心を燃やさなかったか、

増長慢に陥らなかったか・・・。 

 一日、一日が悔いのない心と行ないの正しい生活こそ幸せの道につながるの

である。 

 

【悪霊Ⅰ】Ｐ254 

 ・・・里子の病気は、両親との心からの対話不足が大きな原因になっている。 

 子どもの心の中を知ることなく、親の意志で子どもを押さえつけてしまう。

愛情不足なのである。 

 子どもは両親に自分の考えを言いたいが、叱られると思い、自分の心の中に

内向させ、不完全燃焼を起こさせる。 

 ウツ病は、大部分、こうした過程をふんでいる。逆にまた、子どもかわいさ

に、子どもの犯した間違いに、善悪の区別すらも教えることなくしておくと、

成人してから精神病に発展してゆく。教育も両極端に走ると、人間を狂わして

しまう。戦後の子弟教育は愛情過多になりすぎている。 

 一流校を出れば、社会的地位が約束されると両親は思い込み、本人の能力も

考えず、子どもに期待をかける。 

 知のみの学問が主体であるから、心の面、情緒は不安定になってくる。成人

してから、子どものときの情緒不安が心を支配し、明るいはずの人生が暗いも
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のとなってくる。 

 学問の目的は、人間社会をより豊かにすることにあるが、今日のそれは、個

人の出世に目的があって、本来の目的からは遠く離れてしまっている。 

 学問は年々進んではいるが、社会の混乱は、学問が進む度合いに比例して、

学問の目的とは矛盾したものになっている。 

 学生運動によるさまざまな暴力行為をみれぱ、戦後教育の矛盾がはっきりし

よう。 

 人の心は、本来、良心に裏打ちされた愛の心で埋まっている。その愛の心が、

成長するにしたがって、自己保存という欲望の心に変わっていくところに問題

があるのだ。 

 ・・・じめじめした暗い家庭から、明るく調和された環境をつくり出すには、

家族全員の協力が何より必要であり、それには、それぞれが、努力と勇気を持

って、正しい生活をするしか道はないのだ。 

 精神病の追放には、まったく、これしか方法がない。幸せな家庭をつくるに

も、これしか方法はないのである。 

 

 

【天使の再来】Ｐ032 

 ・・・肉体は、自分が望んで、両親という環境の中から、次元のちがった世

界より、生れ出て来たのです。精子と卵子が調和し、そうして、十月十日（一

ヵ月二十八日計算）九ヵ月経って、この世に生れる。ところが、空気にふれる

と、自分のことを皆んな忘れてしまうのです。 

 それだけに、自分の心が掴みにくくなってしまう。周囲の環境に支配されて

しまう。自分の本性を失ない、ついには、自分の心まで動物霊に支配されるよ

うな結果になる。そこで、絶えず反省する、心に問うことを怠らなければ、自

分の本性を失うということはないのであります。 

 ところが、大部分の人達はそれが分らず、自己保存に自分をしばり、自我我

欲に凝り固まるために、自分の本性を覆いかくしてしまうのであります。 

 不調和な原因は、全て、自己保存にあります。難病とされている癌のような

病気の原因も、もとを正せば、自己保存にあります。調和されていれば、決し

て、このようなことはありません。 

 もともとこの肉体は、地球という環境に適応して創られているのです。です

から、各人が調和の心を持ち、和気アイアイの毎日を送っていれば、その人の

一生は、すこやかに終るように出来ているのです。肉体は、自分の魂、意識の

乗り舟です。意識というエネルギーが乗って、人生を船出するのです。ところ

が、その乗り舟に人類は左右され、船頭である意識（魂）を忘れてしまうので

あります。 

 肉体が自分と思ったら大間違いです。第一自分の肉体が自分の思うようにな

りますか。肉体が自分なら病気もしない筈ではありませんか。病気をしたり、

思うようにならないというのは、肉体は単に借り物にすぎない。魂の入れ物、
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乗り舟にすぎないからなのです。 

 

 

【心に法ありて】Ｐ010 

【精神病】 

 病気の原因は本人にある。が、しかし、その遠因は、まず十人が十人、子ど

ものときに、すでに病気の芽を宿している。つまり、家庭環境なり、周囲の状

況にあったといえる。 

 本人をはじめ、その周囲が、ものを正しく見る、中道にそった生活をしてい

れば、不調和な病気にならなかったはずだし、子供の性格に暗さをしのびこま

せることもなかったであろう。 

 子どもに毒を食うなといっても、いう方が無理であり、毒を与えない家庭生

活がなにより大事なわけである。成人し、自らをかえりみるようになって、は

じめて、ものの道理が理解でき、人の運命がなにによって運ばれ、また執着の

苦悩、心の重要さがわかってくるといえよう。 

 病気の原因は本人にあるのであるが、しかし、ノイローゼ、精神病の場合は、

子どものときに病気の芽を宿し、知らず知らずのうちにそれがふくらみ、長い

間のうちに、暗い性格をつくり上げてきているので、まず、その内向的性格を

修正しなければならない。それには、本人の自覚も大事だが、周囲の環境、家

庭生活がなによりも大事になってくる。 

 患者が出た家庭は、本人だけにそれを望まず、一家全員でその原因を究明す

る心構えが必要であろう。そうして、家族全員が患者の治療に当ると同時に、

家族成員一人一人が明るい生活になり得るよう努力する必要がある。 

 患者によって、家と病院の間を往復するというのも、患者の家庭が旧態依然

の生活であり、患者が帰っても患者を受け入れる体制ができておらず、いわば、

厄介者扱いになっているからである。 

 この際、はっきりいいたいことは、こうした家庭にあっては、一人一人が明

るい生活になり得るよう正道の生活に切りかえ、患者を正常に戻す努力をして

もらいたいということである。 

 

【大自然の波動と生命】Ｐ052 

 病気病気の生活の中で、常に心の安らぎのない生活も、地獄の意識界であり

ます。 

 自分の心を常に反省し、その原因を追及し、正法を悟って、黒い想念を心体

より取りさり、神の光の保護を受けることにより、心・頭・体の三身に安らぎ

が生れるのであります。 

 医者にかかるなら、医者を信じ、己れの病気に打ちかつことが、病魔退散の

秘訣であります。 

 このような人々には、必ず地獄の迷える魂が、現象界に来て、黒い想念に救
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いを求めて、生活している場合が多いのであります。 

 肉体の支配者は、自分自身の意識であることを良く悟ることであります。 

 正法を悟った意識なら、必ず病魔の肉体を完全支配出来るものであります。

諸器管に命令を下すことができるのです。 
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３．【丸山先生のご文章からの抜粋】 
 

【１．はじめに】 
 この頁には、偉大な主・高橋信次先生から直接指導を受けられ、偉大な主の

説かれた正法を、如何に実践すべきかという実践方法につき、「ひかり」誌に三

十余年に亘り掲載してこられました、丸山弘先生のご文章の中から、『病気の原

因と調和への道』に関する部分を抜粋して、掲載させていただきました。 

 このご文章を読まれましたならば、如何に病という現実を引き寄せたか、如

何にその現実に対処すべきかが見えてくるのではないでしょうか。 

 そして、その第一歩は、偉大な主・高橋信次先生のご著書の拝読であり、そ

して同時に、心に受け取られた感動を実生活に実践することにより、如実に変

化が現れると存じます。 

 いま、病に苦しんで居られる方、近親者やお友達に病に伏せっておられる方

は、ここにこそ真実がある、ここにこそ救いがある、と信じられて、お読みい

ただきたいと存じます。 

 一度、二度の拝読では、心に響かないかも知れません。真実、お救いを望ん

でおられるのであれば、心の奥に響きが感じられるまで、お読みになられます

ことを、そして心に響かれたことを実践に繋げて行かれることを、心からお祈

りいたします。 
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【２．丸山先生のご文章からの抜粋】 
（誠に僭越でございますが、丸山弘先生のご文章の中で、是非この部分は心に

留めていただきたいという箇所を赤字にさせていただきました。編者のような

浅学の者がこのようなことをして良いのかという思いもありますが、是非とも

皆さんの心に留めていただきたいという一念から、このようにさせていただき

ました） 

 

【自分を大切に生きる道】 

1986-12 月 P005 

 ・・・人の心には誰しも欠点があり、過去の過ちに痛みを抱えている。しか

し心の内には、神と通じた厳正無私な審判人(心の奥底の心)がいて、一秒一秒

の思い、行いに対して瞬時にその判決を下している。この世の裁判官のような

感情の入ったものではなく、遙かに遙かに高次元の厳しく、正しい判決を下し

ているのである。 

 肉体を支配している一〇％の表面意識では仲々気づかない点は多いが、人の

心の美しさに応じて痛みとなって警告されてくる。痛みも感じないような状態

は、相当心が汚された重症な人ではないだろうか。 

 警告にも気づかなかったり、または無視して突走っていると、やがては肉体

的、精神的病気という「苦痛」となって、嫌でも気づかなければならない機会

が与えられるのである。病気という現象は結果があって、その原因は必ず心の

内にある。心の内にあるものとは、一秒一秒の思いと行いである。その原因を

修正すれば、必ずやその病はいやされるものである。もしこの世に肉体を持っ

ている間に、充分な原因追及、修正が出来なくても、その神理を充分理解して

帰った人は、いつの日か必ず救われることを先生は教えておられる。 

 最近、頭が痛くて診てもらった処、しゅようができているということであっ

たが、一生懸命に反省し再度診察してもらった処、異状なしと言われた人、ま

た、夜半にお腹が痛み病院へ救急車でかつぎ込まれ診察してもらった処、大腸

にポリープができているので、九○％は手術が必要と宣告された人も、一生懸

命に「いままで自分は主人に対して、両親に対して、子供に対して本当に感謝

の心があっただろうか」という反省をし、愚かな不足の思い、ぐちやいかり等々

について神に心からの謝罪をした処、翌日のカメラ診断で異状なしを言われ、

飛び上がって喜んでいる人等、沢山の方が救われた事例を見聞し、身も心も引

きしまる思いの日々をいただいている。 

 特にこの頃、こうした現象が多くなっているのを見るとき、私たちの未熟な

心に関係なく、天上界の計画が着々と運ばれているんだなあと感ぜずにはいら

れない。そのためには初心にかえって精一杯、自分を大切に大切に生きなけれ

ばならないと思う此の頃である。自分を大切に生きることによって他をもそれ

相応に大切に生かすことが出来るという悦びをいただける。悦びをいただける

のも苦しみにあうのも、誰でもない“自分の心”に原因があるということであ

る。少しでも、自分の心の痛みを反省によって除去し、身も心もさわやかな、
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有難い日々をいただき、先生が叫ばれた「正しい道」を、益々大きく高らかに

叫ぼうではないか。 

 この一年、ご縁をいただいた一人一人の方々に感謝を捧げ、心から平安を祈

りたい。 

 神に対し、主に対し、この一年の悦びの感謝を捧げます。 

 

 

【神の慈悲】 

1987-2 月 P004 

 神を忘れた多くの人々が、病に苦しんでおられます。 

 高橋信次先生のお導きによって、神を信じられるようになった人々が、次々

にいやされ救われてゆきました。 

 十一月の中頃のことでした。法を学修しておられる女性が一人の友達を連れ

て訪ねてこられました。高校まで一緒だった幼友達だとのことでした。案内し

てこられたＮ子さんは、しばらく私のところから遠ざかっておられたので、い

つも気にかけていました。久し振りでお目にかかったのですが、前の活き活き

とした明るさが消え、顔つきまで変わった暗い方になっておられました。でも、

私はようこそこちらへ足を向けられたね、よかった、よかったという思いで嬉

しく心が高まりました。 

 友達のＹ子さんは、最近、まれに見る清らかで、美しくやさしい方でした。

お話をお伺いすると、心臓病で近く手術をしなければならないということでし

た。 

 私は“主”高橋信次先生がお説きになられた、神と神理（神の心＝法）を知

っていただくために、「心の原点」を、入院する日まで何回も何回も読むこと

と、理解できたらもう一度こられるようにお願いをしました。その後もう一度

こられたのですが、未だ充分に読んでおられないようでしたので、次にこられ

た時に、もう一歩突込んだ神理の説明をすることにして別れました。 

 お正月に訪ねてこられたＮちゃんのお話によると、「Ｙ子さんは一寸遠ざか

られたような感じがするので、遠くから見守るようにしたい。あまり話をする

と、Ｙちゃんに何か押し付けるような感じになるので……」といっておられた

ので、私も「それでいいのじゃないですか」と申しあげたのでした。Ｎちゃん

の別人のような暗かったお顔は、十一月にこられて帰られる頃には、また元通

りの輝くようなお顔になられ、その清く美しいお姿は、益々輝きを増してみえ

ました。 

 その後、いよいよ入院することになった旨の電話がありました。私は、直接

お会いすることもないまま、心では、どうされたのだろうか、もう一度電話で

もあったら病床へお見舞にゆこうと考えていました。 

 昨夜、○○さん宅での学修会でＮちゃんからＹちゃんの手紙を渡されました。  

 『丸山先生へ 

 丸山先生宅へおじゃまをし、暖かいもてなしをいただいたのが昨年十一月十
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八日でした。本当にありがとうございました。 

 その時には「心の原点」を紹介して頂きました。そして再びおじゃまする時

までに私は、自分の幼い頃からの想いを振り返えることと、本を読むことを約

束しました。 

 幼いころ母に対して淋しいと感じたこと、うれしかったことなど想っている

うち、先生が母のことでさみしいなあと思ったことに、病気の原因があるとお

っしゃられたことがいろいろ思い当り、筆を走らせていました。 

 本も読み終え、反省も文にし、講演テープも聞き、十一月二十六日に再びお

じゃまさせていただきました。その時も先生や奥さま、みなさまに暖かくもて

なして頂き本当にありがとうございました。 

 その時私は、素直でなかったことを反省します。素直でなかったことに気付

いたのは帰路でした。Ｎちゃんと話をしているうち自分が本を全部理解して、

神の存在を信じて、これから正法を生活の糧として生きていこうという気持ち

が確立できたのではないのだからと、信じてみよう、魂は転生輪廻していると

いうことを知ることができたし、今まで全く無関心で、知ろうともしなかった

神のことも考えるようになった。先生のお話しを聞いて、心の原点も読むこと

ができたというそのことまでも、できなかったように言ってしまったのでした。

だから先生に、信じない人にそれ以上のことは言ってもしょうがないと言われ

てしまいました。 

 素直でなかった自分を知り、とても反省する結果になりました。「次の課題

は、何度も心の原点を読むことで、神を信じることができたらいらっしゃい」

ということでした。 

 神を信じること、信じられた時というのはどんな時であるのか、それがわか

らず今日に至ってしまいました。 

 いま、もう一度、心の原点を読もうと思っています。結局私は努力を怠って

いたのです。忙しいことを理由に、読もうと思えばいくらでも読めたはずなの

に、読まなかったのです。そんなはずかしい自分であったので、気にしながら

先生宅へおうかがいできなかったのです。 

 入院の前日お電話をしたら、奥さまが私を覚えていてくださって「お元気で

ね」とやわらかなお声で励ましのお言葉をくださいました。二度ばかり会った

だけの私に……、本当にありがたいことです。 

 それから十日ばかりすぎました。 

 心臓の穴がふさがらずにいる人は少なくないそうです。生涯そのままでも生

きている人もいるそうです。私も、そのままでも生きていける人であるように、

心から祈っているのですが。 

 一昨日心臓血管カテーテル検査というメインの検査を受けました。足のつけ

根の大動脈から管を通し、心臓の穴の影響を具体的に調べるものでした。体に

傷をつけることがよいとは決して思いませんでした。できるなら、そんなこと

はさけたかったのですが、仕方ないものと受けました。その結果が良く出て、

大丈夫であることを証明されたものです。 
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 入院してから私は「心の発見」を読みました。それまで、とても知りたかっ

た反省の仕方、八正道とは……も、少しずつ理解でき、Ｎちゃんのおかげもあ

って、本当に様々なことを学ぶことができます。 

 私は、思っていることをうまく伝えることができません。ですが手紙なら整

理しながら書いてみました。まだまだ入院して初めてわかったこと、周りの人々

への感謝など思っていることを全部書いてみたいのですが、とりあえず、先生

へのおわびの気持ちと、また、おうかがいしてもよろしいですかという、うか

がいの気持ちをつづって今日のところは失礼いたします。 

 一月十八日   Ｙ子より』 

 私は読み了えて早速ペンをとりました。 

 「Ｙ子さん、二度お会いしましたが、これも、神様のおはからいによって、

私と貴方様とがお会いしなければならない何か深い意味があったものと思いま

す。しかし、未熟な私は貴方様のお心がみたされるようなお手伝いを何もでき

ず、申し訳なく思っております。病院に入院された以上、お医者様を信じ、お

医者様のお申し付けの通り治療に専心してください。 

 また、先生を始め、看護婦さん、掃除婦さん、賄いの方々を始め、両親、家

族の方々に心からの感謝を捧げてください。自分の重い身体を休ませてくれる

ベッドやお布団に対しても、心からの感謝をしてください」という要旨の返書

をしたためました。 

 夜になって激しく降りしきる雪の中を、ＮちゃんがＹちゃんを見舞って電話

がありました。 

 いよいよ手術しなければならないということでした。Ｙちゃんは、不安な声

で「どうしたらよいでしょう」といってこられました。そしてしみじみと「も

し私が先生のご指導をいただいて手術をしなくてもよかったとしたら、そのま

ま感謝もなく、法も深く理解のないままの人間で終っただろうと思うんです。

きびしいけれど、やはり私は手術を受けなければ駄目なんだと思うのです。」 

 私はふと「素直」という言葉が心に浮かびました。これは絶対に断言できな

いことだけれども、もし、この方が入院するまでにもう一度私のところへこら

れていたならば、検査の段階で「手術不要」という診断が出されていたかもし

れないのにという思いがしたのでした。これまでも何人もの方が初診のときは

至急手術をするように言われたにもかかわらず、最終検査の段階では、一様に

担当医が「不思議やなあ！たしかに手術をしなければならなかったのに、異状

がなくなっている。全く不思議だ！」と言われたのでした。 

 私は、今回のＹ子さんのときもそう思いましたし、いつのときも神様に「こ

の者は、いま神のみ心を知りました。これまでのこの者の愚かなあやまちをお

許しください。この者にいま一度、感謝と反省の機会をお与えください」とお

願いをしてきました。その都度、神様は、その人のお心に応じて救ってくださ

いました。 

 今日は朝から大寒を前にしての本格的な冬本番の冷え込みでした。夕方から

降り出した雪は夜に入り益々激しく降っています。 
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 金沢から白山の山麓まで走る電車の始発駅の公衆電話から、Ｎちゃんの涙声

の電話がかかってきました。「私がもっと、Ｙちゃんにきびしく言ってあげて

いたら手術をしなくてもよかったのに……私は充分に話をしてあげたんだから、

あとはＹちゃんのものだし、と思って離れて眺めていたのが間違いでした。も

っともっと工夫し、勉強してお話をしてあげればよかったのに……。」 

 これから家までまだ三十分もかかるというのに、仕事の疲れも忘れて、友を

思いやる、このあたたかくやさしいＮちゃんの美しい愛に、私の胸はこみあげ

てきました。あれからいままで病院におってあたたかく励ましておられたのか

と思うと、法を知った神の子は素晴しいなあと思いました。金沢でさえもこん

なに白く積もったのに山峡の家路は雪が深いのではないかと、平安を祈りまし

た。 

 何十年かの間に培かった心の不調和の故の肉体の不調和が瞬時にいやされる

と、そのときは、心から神と主に対して心からの感謝を捧げるのですが、いつ

のまにか日が至ってゆくうちに、感謝も忘れ、また元の通りの心の旅路をたど

っている人が多いようです。神様にお救いいただいたことの悦びをもっともっ

と深く大きくかきたてかきたてて、感謝と悦びの大きい神の子になるように努

力をしていただきたいものと思います。 

 神様と主のこのようないいしれない広く深い慈愛に、いつも立会わせていた

だける幸せを感謝いたします。 

 そして、この地の多くの病める友に 

 安らぎをお与えくださいますように 

 

 

【法を学んで日々思うこと】 

1988-9 月 P007 

 この頃、ペンを握っているときや、園芸をしているとき、ふと思うことはこ

の両手がなかったら何も出来ないのに有り難いなあと、しみじみ自分の節くれ

だった両手を眺めて感謝するときがあります。この両手がなかったらあれもし

たいこれもしたいと思っても何一つ出来ないんだ………と思うと、こんなこと

を考えないときは当たり前、そんなこと当然と思っていたことがどんなに恐ろ

しいことかと思います。 

 大切なのは両手ばかりではありません。二つの目がなかったらこれこそ何も

出来ません。一歩も動くことも出来ません。また、両足がなかったらこれも大

変なことです。口がきけなかったら、何一つ自分の意思を他に伝えることが出

来ません。例え口が動いても、声が出なければしゃべることは出来ません。耳

も二つ揃っていても、聞こえなかったら、非常に困ります。先ず喋ることに自

信がなくなってゆくだろうと思います。聞くことによって喋ることが出来るか

らです。鼻も大変重要な役割を果たしています。臭いがかげなかったら深くも

のを理解することが出来ません。その他肉体のどれを一つとって見ても不必要

なものはありません。神は私たち神の子に対して、何一つ不自由することのな
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いようにと考えられて生きてゆく上に必要なものは総てお与え下さっています。 

 しかしながら、神が総てお与え下さっているにもかかわらず、その内の何処

かの機能がうまく作動してない場合が非常に多く見受けられます。神のご意志

と違ってしまっているということは、そこに何らかの原因がなければならない

はずであります。この世における自分の修行の都合のための場合もあるかもし

れません。 

 私の短い修行の過程で申すことは非常に危険なことかもしれませんが、一つ

の参考として知っていただければ幸いと思います。 

 その多くは親との関係に原因があるように思われます。お母さんのお腹に宿

ったときからその影響が始まります。それは、そのときからお父さんとお母さ

んの一秒刻みの思いと行いが総てその子供に影響しているということでありま

す。また、生まれてから三歳までの親の愛情と親子の対話が非常に重大な原因

をしてきます。 

 今日現代医学を通してや、またはいろいろな体験を通して、または知識的に、

想像的にその原因や、治療について、また育児についての意見が発表されてお

りますが、狭い体験や、小さな人間の知識の世界で議論することはなかなか難

しいことだと思います。それは何故かといいますと、その世界は神のはんちゅ

うにあるからであります。神のみ心を知らないでその世界に入ることは許され

ないことであります。そして考えたときに、このようなことは勿論、人間神の

子の運命や生命に関したことは総て神のみ心を学び、しかも、神からその使命

をいただいた方でなければその指導が出来ないということであります。 

 ・・・初めの肉体の機能の不調和なことにもどりますが、肉体は小宇宙だと

先生は教えておられますが、神がお作り下さったものですから、神のみ心に沿

うように一生懸命に法を学び生活に生かし感謝と愛の実践をしていったときに、

必ずや神がお与えたもうた姿に帰していただくことが出来るのであります。 

 如何なる難病であろうとも、父なる神のみ心を学び生かしてゆけば必ずやこ

の地上での修行の機会をもう一度与えていただけるのであります。それには感

謝の心と素直な心とが大切であると先生はお教え下さっています。どんなこと

でも心から有り難いと感謝して頂ける心こそ自分を救い生かして行けるのであ

ります。小さな小さな自分の能力なり判断力で何が分かるというのでしょうか。

清らかな美しい素直な心は、感謝と共にあり善なる心が神のみ心へと導いて頂

けるのであります。 

 いまどんなに名誉、地位、財産、お金があろうとも決してそこには真の幸福

はありません。この世の中は、お金がある人は幸せだ、お金を儲けることのう

まい人ほど立派だとしているし、また、学校では勉強が上手な人ほど素晴らし

いと言っております。果たして、お金のない人やお金を儲けることの下手な人、

勉強の出来の悪い子は駄目な人間なのでしょうか。これらの人たちも神の子と

して、総て太陽の熱、光を平等に頂いているのであります。それにもかかわら

ず人間が勝手に作った偏った物差しで神の子を推し量ったとしたら、どんなに

なることでしょうか。 
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 お金がなくとも勉強ができなくとも駄目なことはありません。人それぞれの

使命のもとにいま在るということであります。自分が何者で何をなしに来てい

るのかも分からないくせに他人のことなど分かる筈もありません。「他を語る

ことなかれ、他は己の姿である。己を語れ、正直に己を語ることによって己の

心は開かれん」正にこの通りだと思います。 

 神のみ心をいくら自分の頭で考えようとしても分かる筈がありません。無駄

なことであります。いままでやってきた頭で考えるという癖を止めましょう。

いつも心を開いて聞くようにし、心にあることをそのまま語るように、また心

で判断するように努力をしてゆくことが大切であります。 

 私たちの善なる心はいつも何かを決意しております。その決意を自分の心に

素直に実践してゆくことが出来るかどうかによってその人の幸せや苦しみがあ

るのではないかと思います。 

 その決意を実践するためにはあらゆる障害を乗り越え創意工夫をして努力を

したときに心が満たされます。幸せといいます。しかし、その実践する勇気の

ない人は何時までたっても同じところをぐるぐる回っており、その心はどんど

ん苦しみ悩み、やがては精神的に肉体的に病んでゆきます。重い心の足を勇気

を出して一歩前へ出しましょう。そうすれば案ずるよりも安しといいますか、

次の足も自然に前へと出てくるのです。 

 自分に素直になりましょう。そうしてゆく中で心は晴れ晴れとして明るくな

り、身も心も健全となってゆくのです。心をいやし肉体をいやしてゆくことに

よって更に心は豊かに明るく暖かく高まってゆくことでありましょう。 

 いま貴方の周辺に困難と苦悩が渦巻いていようとも不幸ではないのです。い

まやっと貴方が神のみもとに救われるチャンスを頂いているのです。その苦難

こそ貴方を救ってくれる神の慈悲なのであります。 

 いますぐ高橋信次先生の『心の発見』をお読み下さい。『人間釈迦』を読ん

で下さい。そこに貴方の救われる道が説かれてあります。今生だけでなく永遠

に神のみもとに救われてゆけるのです。この地上での生活は今日限りで明日は

ないかも知れません。そういった中で私たちはいまテストを受けながら生かさ

れているのであります。一秒一秒が二度と帰り来ない真剣に生きなければなら

ない時であります。己を生かし他を生かす『愛』一杯の心で今日も生きましょ

う。感謝と喜び一杯の心で生きましょう。誇り高く勇気をもって生きましょう。

一人でも多くの人にこの喜びを捧げましょう。そして神と主に対して限り無い

慈悲を頂いていることを感謝いたしましょう。 

 神と高橋信次先生に対してこの溢れる法悦を捧げます。 
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【報恩感謝】 

1991-9 月 P007 

 ある日のこと、取引先の知人から電話かかかりました。 

 「昨夜急に家内がお腹が痛くなって救急車で中央病院へ入院したんです。と

ころがガンの疑いで、検査が終わり次第手術しなければならない、と宣告され

たんです。こちらへ転勤してきたばかりで何も土地の事情が分からず不安にな

ったので、電話しました。この病院で手術しても大丈夫でしょうか」と聞いて

こられたのです。 

 早速、私はお見舞いに行きました。 

 そして「病気というものはほとんど心に原因があるためにその結果として肉

体に出てくるものなのです。奥さんがいつも四六時中考えていることを、一度

点検して見てください。 

 まずご主人に対してどう思っていらっしゃいますか。恥ずかしいことはあり

ません。そんなことよりも今は助かるか助からないかの瀬戸際ですから、心を

裸にして見てください。 

 ご主人に対して不満とか愚痴はありませんか。 

 ただ今から死ぬ気でこれまでの自分の愚かな思いを神仏に対し、ご主人に対

して心からお詫びをしてください。それからご主人と二人のお子さんに対して

心からの感謝をしてください。 

 それから、ご主人のご両親、貴方様のご両親に対しても心からの感謝を捧げ

てください。 

 また、この病院の先生、看護婦さん、賄いの人、掃除婦の方、それにベッド、

おふとん、建物、雨露から守ってくれている屋根瓦一枚一枚に、今自分が気の

付くすべてのものに対して心からの感謝を捧げてください。検査が終わるまで

毎日毎夜続けてください」 

 と申し上げ、光を入れさせていただき、先生のご著書を置いて帰りました。 

 二三日して検査の結果、ガンが消えている、確かにはっきりと兆候があった

のに不思議でならない、と担当の先生が首をかしげておられたという連絡をし

てこられた直後に即日退院されたということでありました。私はこの十数年の

間にこのような体験を何回もさせていただきました。 

 その都度、偉大なる主のお計らいによるこのような奇跡をこの眼で見させて

いただけることのありがたさ、すばらしさに身を震わせ感動いたしました。私

にたいしてもこの病める方と一緒に何か悟れ、とお諭しくださっているように

思い緊張いたしました。 

 ほとんどの方が、手術後の痛みがないと言っておられました。 

 これは当然のこと、その方々が真剣にこれまでの愚かな己を悔い改め、感謝

に心を浄化されての結果、神の光をいただかれたものと思います。 

 感謝、報恩感謝がいかに大切なことか、これだけでもお分かりいただけるも

のと思います。 
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 これまでに数多くの方々にお会いさせていただきましたが、法に触れておら

れない方でも、感謝の心を持っておられる方は皆お幸せそうでした。また、ご

健康のご様子でした。それに一様にご家族が円満でお仕事も順調に運んでおら

れるように伺いました。 

 高橋信次先生からお教えいただいておりますように、私たちはどの方も皆両

親によってこの世に出させていただいたのです。そうして見るとまず一番先に

この両親に対して心からなる感謝を捧げその厚恩に報いなければならない、こ

の原点が出来ていなくては到底幸せの門は開かないと思います。 

 ・・・ 

 

【人の幸不幸は思うこと（考えること）が原因である】 

1991-11 月 P005 

 ・・・人は誰もが、愛する我が子を誰よりも深く深く暖かくやさしく愛そう

とします。しかし、心の一方で人を恨み憎んでいるとしたら、それは右手で人

を切り付けている姿でありましょう。そして、左手で神の慈悲を一身に頂き、

我が子を愛そうとしても、それは到底叶えられないことであります。この親の

心が不調和であるため、いくら子供を心から愛そうとしても、また愛している

つもりでも、実際には心からの愛が出せるはずがないのであります。何故なら

この親の心が神意に反した不調和な心であるからであります。 

 主は、この哀れな母を眺められ、その恐ろしい悪魔の心を気付かせるために、

その愛する子供に不調和な現象を見せられ、人間本来の仏心に立ち返らそうと

されます。 

 人の親は誰もが自分の子供ほど可愛いものはないのであります。それが愚か

しければ愚かしいほど可愛いものなのです。 

 しかし、子供のことは子供のこととしてのみ思い煩い、目の前の子供に出て

いる病気とか怪我とかが、この親である自分達の心の在り方の間違いに対して

の警告であろうとは、なかなか気付かないのであります。人間は長年人間とし

て生きてきた中で、自分のことは自分でしか処理できないということを体験し

てきているため、どうしても自己本意となり、愛する我が子に対することでも、

なかなかそこに親の自分の心の実態を写し見ようとはしないのであります。ど

うしても他人事として考えるようになるのであります。子供の怪我や病気は、

すべて子供に起因しているというように思い込んでいるのであります。 

 しかし、その容体がなかなかはかばかしくないと、誰のせいでこうなった、

誰々のためにこんなことにさせられた、と恨んだり憎んだりしていきます。そ

して果ては訴えたりしてその賠償を求めようとします。その姿にその親の非情

な姿が浮き彫りになっていることにも、気付かないまま突っ走ってしまいます。

そこには自分の立場を中心とした思いによる、「許せない、目には目を……よ

ーしこうしてくれるー」という悪魔の心がむき出しとなって、攻撃し始めてい

るのであります。このような憤りや怒りの心は、ますますこの親子の心の苦し
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みを増大していきます。 

 愛する子供がこの世にいようが、亡くなってあの世にいようがであります。

その子供は助かるよりもますます苦しみの中にもがき苦しんでいくのでありま

す。 

 このような姿が、今日子供を中心とした病気や怪我等の心の面での実態であ

ろうと思います。心の中で何時も考えていること思っていることが、その人の

幸福、不幸の原因となっていることを世の中の殆どの人は知ってはいません。

そして、人は思うことぐらい、誰にも分からないし何を思っても自由だと思っ

ているのです。 

 ・・・ 

 人間、一人一人の思いが人を生かしもし、また殺しともなるのであります。

それはその人の心が神の心を心として生きているか、または自我我欲を中心と

した思いで生きているかにかかっているのであります。 

 自我我欲を中心とした思いは、怒り、愚痴、妬み、そしり、悪口、情欲、む

さぼりとして現れ、心を汚し、苦しみを造っていくとお教え頂いております。

その中でも取り分け心を毒する思いとして、怒り、愚痴、むさぼりとお諭しく

ださっています。 

 よくよく考えて見ますと、怒りにしてもいろいろな感情の爆発した怒りがあ

ろうと思います。その中身は千差万別であります。ですから、人の苦悩は千差

万別であるということであります。そしてその苦悩も心の中だけの苦しみで終

わればいいのですが、苦悩も重くなると乗り舟の肉体に影響が出始めてきます。

病気も千差万別であるのも、人の思いが原因であることは既にご承知の通りで

あります。人の心が汚れ魔に明け渡してしまうと、その心に応じた新たな病気

がまん延していきます。最近外国からエイズという不治の難病といわれる病気

が入ってきておりますが、これも末法の現代の人々の心の一端ではなかろうか

と思います。 

 

 

【お救いいただいた悦び】 

1996-01 月 P048 

 ある日の金澤市崎浦地区の学修会でのことでした。二階の会場に入ると、一

人の男性の方が足を引きずって歩いておられるのを発見いたしました。 

 富山の会場では歩いておられるのを一度も拝見したことがなかったので、早

速その方の足下に跪いて足を眺めました。両足とも大分長い間過労のために、

病んでいるようにお見受けいたしました。 

 特に左足が酷いようで、直ぐ様神様にお祈りをさせていただきました。 

 『大宇宙・大神霊・仏よ、私は、神との約束により、天上界より両親を縁と

してこの地上界に生まれて来ました。 

 慈悲と愛の心を持って調和を目的とし、人々と互いに手を取り合って生きて

行くことを誓い合いました。 
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 しかるに、地上界に生まれ出た私は、天上界での神との約束を忘れ、周囲の

環境、教育、思想、習慣そして五官に翻弄され、慈悲と愛の心を見失い、今日

まで過ごしてまいりました。 

 ある時は、人を恨み、憎み、妬み、そしり、愚痴をこぼし、足ることを知ら

ぬ欲望に心を動かし、情欲に心を汚す等、長年の間、数多くの愚かな過ちを犯

してまいりました。 

 神よ、私の長年に亘る過ちをお許しください。神よ、私の罪をお許しくださ

い。 

 大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎをお与えく

ださい。 

 今この者は、長年に亘る過ちを悔い改め、神の心を心として生きていく決意

をいたしているものでございます。神よ、どうかこの者の長年に亘る愚かな過

ちをお許しください。この者の罪をお許しください。 

 大宇宙大神霊・仏よ、この者の意識に光をお与えください。心に安らぎをお

与えください。 

 この者は長年に亘り、肉体に対して感謝と思いやりの心のない儘に、特に両

足を酷使してまいりました。 

 神よ、この者の今日までの愚かな思い、行いをお許しください。 

 肉体細胞の意識よ、両足の意識よ、長年に亘り、この者は貴方方に対して、

感謝と思いやりの心を持つことなく、酷使してまいりました。どうかこの者の

感謝のなかったことをお許しください。そして、この者が母の胎内に宿った時、

貴方方と、この者が、地上界における修行に対してあらゆる協力をすることを

誓い合ったことを思い出してください。 

 しかるに、この者は、貴方方に感謝と思いやりの心を持つことなく、自我我

欲の儘に今日まで過ごしてまいりました。どうかこの者の愚かな思い、行いを

お許しください。 

 そして、この者のこれから先、残された人生の修行にご協力ください。この

者が、これから先残された人生の修行に協力するため、貴方方は復活してくだ

さい。 

 大宇宙大神霊・仏よ、この者の肉体細胞の意識に光をお与えください。心に

安らぎをお与えください。 

 また、この者の周辺にいる諸々の霊よ、貴方方は元の所へ帰りなさい。万物

の霊長である神の子の修行を妨害してはならないのです。妨害することによっ

て貴方方の罪は重くなり、またその苦しみも大きくなるのです。迷える霊よ、

貴方方は直ちに静かに離れなさい。 

 大宇宙大神霊・仏よ、迷える霊に光をお与えください。心に安らぎをお与え

ください』 

 （この祈りの言葉は、自分の心を正しく精進しないで、自分中心の思いの儘

に行ってはいけません。体から光が出ていないと危険です） 

 このように祈らせていただきました。この方は、その時からもう随分と楽に
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なられた筈でした。その後、また光を入れさせていただきました。その時から、

殆ど足の苦痛はなくなった筈です。 

 この方は長年の間、家業の輸出物の重量物の搬出搬入をやって来られたため

に、足の関節がつぶれ、常時その激痛に苦しみ、富山市内のあらゆる病院や専

門医に診察していただいたのですが、何れの医師も、皆口を揃えたように 

 「これは医学的に治療する方法はない。今後はだまし、だまししながら大事

に使われることですね」と、言われるだけだったので、遂にその方はこれから

先残された人生を、このようなびっこを引きながら生きねばならないものと諦

めて生活しておられたのでした。 

 それからのその方は月に一、二回、遥々富山市から金澤の崎浦地区学修会に

参加されるようになりました。 

 この会場でお救いいただいたため、これまで手すりに捕まりながら、一段一

段上がった階段も、今では楽に上がれるようになったことを感謝されて、会場

の二階へ上がる階段を光の階段と名付けられ、毎回来られる毎にまず、階段に

手を合わせて合掌されてから上がられるようになられました。 

 学修会では、お相撲さんのように四肢（しこ）を踏んで見せられ「このよう

に救っていただきました。痛みがなくなりました。皆さん、神はおられるので

す。主はおられるのです。私は、神様の光によって、この通り救っていただき

ました」 

 何時も感極まって涙と感動で声を詰まらせながら、救っていただいた悦びを

ことこまやかにお話しくださるのです。この方のお話は、人よりも大分長く、

しかも初会に話されたことと殆ど同じ内容のお話を繰り返しお話しされるので

す。 

 お話しの内容は、何時も決まり切った、悦びをいただくまでに至ったこと、

お救いいただいたことの悦びのお話しなのですが、誰一人聞き飽きたという方

はおられず、何度聞いても始めて聞いたような感激で、聞く者まで胸が込み上

げ熱くなるのです。この方は参加の法友に話されながら、再び自分の心にも言

い聞かせておられるように思えるようになりました。 

 自分の口から、悦びの言葉を神と主に捧げ、また会場の法友にもお裾分けさ

れ、また何度でも我が心にも語り聞かせておられる、この生き様をずうっと拝

見していて、この方は、自分の悦びを大きく大きく循環させておられる、そし

て毎回さらにさらに大きな悦びに変えていっておられることに気付かせていた

だきました。このお姿こそ正に循環の法に適った思い、行いであると思うと、

何時も私の心は震え、感激で何時も目が霞み、幸せに未熟な心も満たされるの

です。何とも言えない安らぎをいただくのです。 

 この方は、学修会に参加されてまだ一年にもなっておられないのですが、己

に厳しい実践をご精進されておられるのです。しかも、一言申し上げても何十

年も学修して来られたように、即座に理解されるのです。これには何時もただ

驚くばかりです。 

 このようなお姿を拝見し、やはり前世で精進努力をして来られた素晴らしい
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方である、としか言い様のないお姿なのです。 

 始めて富山でお目にかからせていただいてから、二、三ヵ月経った頃だった

と思いますが、「これからぼちぼちやります」と、言われたので、私は「ぼち

ぼちでは駄目です。急いでやってください」と、申し上げました。 

 それからのその方は、ただ素直に、何の迷いもなくただ真一文字に、一念を

持ってご精進されるようになっていかれました。私は心の中で「やはり・・・」

という嬉しい思いで、じっと眺めてきました。 

 私たちは、この方の心から溢れる大きな悦びを、神と主に捧げられる深いお

心に触れさせていただき、いつしかこのお姿を通して、感謝を報恩として捧げ

ることによって、その悦びと感謝に応じた悦びを、神と主には、さらにその上

に重ねてお与えくださる光の様を、目の当たりに拝見させていただいているこ

とを気付かせていただくようになりました。 

 何と素晴らしいことでしょうか。何と有難いことでしょうか。未熟な私如き

者の話すことよりも、確かに生きた法の実践による成果を語っておられるので

す。 

 神と主によって、一人の人の熱いお心がお救いいただいた悦びは、またさら

に多くの人々をお救いくださるものだということを、始めて現実にお導きいた

だいているのです。 

 この方は、神と主に対して、救われた悦びを大きく育てながら叫んでいくう

ちに、その中で神の実在、主の実在を我が心にいだかれたのでした。 

 法に帰依しておられる方ならば、誰もが総て総てお救いいただいています。

自分はまだ救われてはいないと思っておられる方でも、救われていることにた

だ気付いてはおられないだけなのです。もうとっくに既に救われているのです。

お救いをいただいているのです。 

 神と主には、勿体ない言い方で恐縮ですが、私たちのように卑しい心はお持

ちではありません。このように苦労して貴方を救いましたよ、ここの所がもう

良くなったでしょう。私が救ってあげたのですよ、とは申されないのです。精

進が足りないために鈍感な私たちは、だからお救いいただいても少しも気づか

ないのです。また、お救いいただいても、その悦びは小さいのです。当然、感

謝も小さいのです。もしくは感謝がないのです。 

 またはもうすっかり忘れてしまっている方は、もう既にこれから先の自分の

人生の幸せを小さくしぼんだものとしているのです。 

 一秒一秒の思いが、正しければ正しい程、幸せな結果をいただくことが出来、

貧しいものであれば貧しい結果となると、お教えいただいております。 

 悦び、感謝が小さければ、その心はしぼみ、益々悦び、感謝、報恩も、また

愛も小さくしぼんでいくことでありましょう。 

 悦びは、一人でも多くの人々にお裾分けさせていただくことによって、相乗

作用が働き、その幸せはさらにさらに大きくなります。人々に叫ぶことは、天

にも通ずるものとなるものと思います。 

 一秒一秒の時には、神と主に対して、お救いいただいた悦びを、報恩感謝と
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して大きく大きく叫んで行くことが、我が心を大きく成長させていくものだと

いうことを、知らねばならないと思います。 

 一秒一秒の人との出会いにも、神と主によりお救いいただいた悦びを、大き

く大きく何度でも何度でも絶叫していくことこそ、正法者の道ではなかろうか

と思わせていただいております。 

 新しい年の始めにあたり、会員各位の平安をお祈りいたします。 

 

 

【法縁】 

1996-5 月 P041 

 このたび鹿児島に当会の南九州地区学修会が開かれ、そのご縁で、三月の始

めに心ある方からお電話をいただきました。 

 自分のお友達が、ご病気で苦しんでおられるので、心の在り方について、話

をして貰いたいということでした。後日友人の入院先からお電話をくださり、

その後その友人の方とお話をさせていただきました。私はお話をお聞きしなが

ら、今から二ヵ月程前、金沢大学の付属病院に入院しておられた富山のある女

性のことを思いだしていました。あまりにもその環境が似ておられたからでし

た。 

 「まずご著書を拝読することと、日々手の指、足の指、髪の毛一本一本に対

して、ベッドに対して、おふとんや枕に対して、また毎日毎夜診察していただ

く先生方に対して、看護婦さんに対して、掃除してくださる方に対して、食事

を運んでくださる方に対して、建物や設備に対して等ありとあらゆる目に入る

物、総てに対して、今日までこの私の修行にご協力いただき、誠に有り難うご

ざいました。心から感謝いたします。有り難うございます。有り難うございま

す」 

 と、このように心で申し上げ、感謝三昧の生活をされるようにお話しさせて

いただきました。 

 このことがご縁となり、この心ある方と折に触れてお話をさせていただく機

会をいただいてまいりました。 

 ところが、この入院しておられる方のお母さんが、何とか助けたいという願

いから、この私のような者に手紙をくださいました。 

 このお手紙を拝見し、何と母親の愛情の有難いものかと感動し、心からこの

親子をお救いください、と祈らせていただきました。 

 そしてこのお母さんに対して、次のような手紙を送りました。 

 『あなた様のお手紙を拝見いたしました。そこで私が思いましたことを率直

に申し上げますと、まず、貴方様ご自身が正しいという物差しからお勉強され

ないと、正しい法によってのお話は中々ご理解が出来ないものと思います。 

 何故ならば、貴方様ご自身今日まで生きて来られた中で、正しいとかあるい

は間違っているというご判断をされて来られた物差しは、きっと道徳という物

差しではなかったかと思います。または、国の法律という物差しではなかった
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だろうかと思います。しかし、道徳にしろ、法律にしろ真に正しいものではな

いのです。貴方様は察するに、大正十四年のお生まれの方ではないかと思いま

すが、貴方様が小学校の頃の教科書に、たしか「曽我兄弟の仇討ち」というと

ころを学ばれたことと思いますが、当時の文部省制定の教科書では、曽我兄弟

は親の敵を討って立派だ、という教育でありました。 

 しかし今日にそれを当てはめて見ますと、例えば交通事故で父親が亡くなっ

たその敵を子供が取りに行くということであります。現代は直ぐ様殺人犯とな

って即刑務所に繋がれることとなります。このような犯罪は、現在は個人がそ

の恨みを晴らすのではなく、法律によって処断されるようになっています。 

 または、昭和の初期頃までは道端で立ち小便をした場合は、法律によって罰

金五十銭ということでしたが、今日では五十銭というお金がありませんから、

法律は時代の変化に応じて作り替えねばならないので、常に国会において改正

をいたしております。このように、道徳であろうが法律であろうが、皆人間が

考えて作ったもので永遠に不変のものはありません。したがいまして正しいも

のではありません。 

 仏教に「無常」という言葉がありますが、肉体をはじめこの世にある万生万

物一切の物は総て、常にその形を刻々変え続け、永遠に現在の姿をその儘保つ

ことは不可能であることをお教えいただきました。そして、総ての物はやがて

消滅して行きます。生まれたものはやがて滅し、やがて再び生まれ、また滅し

て行く、という循環を繰り返しているのであります。 

 したがいまして、私達が今日まで生きていく中で使っている正しいという物

差しは、自分中心の考えでありました。その中身は、道徳もありましょう、ま

た人から教わった人の考えもありましょう。すなわちこれらは皆思想でありま

す。この思想はまた永遠に正しいものではありません。何故かといって、それ

は総て人間が考えた一つの物差しに過ぎないからであります。 

 しかし、私達が勉強させていただいています正しいという物差しは、神様の

み心であります。そのみ心を、この世にいる神の子人間に対して気付くように

とのお計らいから、大自然の姿を通して教えておられるもので、地球上は勿論

のこと、大宇宙全体が総てこの神様のみ心により動かされ生かしていただいて

いるのであります。 

 あの天空に輝く太陽は、あの国が好きだからあの国だけ少し多目に熱と光を

与えようとか、あるいは花は、総て太陽の方を向いて花を咲かせます。如何な

る日陰であろうが、または誰にも見て褒め讃えては貰えないような深山に咲こ

うが、東京の銀座のど真ん中の衆人環視の中で咲き、多くの人間に見て貰い、

褒め讃えて貰いたいといった欲望は、一切持ってはいないのです。ただ神様か

ら今お与えいただいている環境の中で、ただ与えられた時間の中で一生懸命に

命の限り咲き誇り、己を生かし他を生かすという神様のみ心に沿った生きがい

に悦んでいるのであります。人間のような自分中心の欲望は、一切持ってはい

ないのです。 

 また、山々に多くの草木が生えておりますが、彼らはお互いに思い思いの方
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向に枝を伸ばし、あるいは根を張っておりますが、誰一人そのことに対して、

文句やけちをつけるものはいないのです。相互に生かし合い、助け合って神仏

のみ心の儘に生きているのであります。だから、山々は人間の心をいやしてく

れるのです。 

 更に人間は、次々この世に生まれ、また次々この世を去っていきますが、神

様は、貴方は王様だから、あるいは大統領だからといって、特別に前以て、貴

方は何月・何日の何時にこの世を去りますよ、とは教えてはおられないのです。

ここにもあの天空に輝く太陽のように、神様のもと皆平等に、生かされている

のです。 

 太陽もまた、その熱と光を生きとし生けるもの総てに平等に、片寄ることな

く、変わることなく不動の状態で、しかも無所得で与え続けておられるのです。

善人悪人の差別すら一切なく、お許しくださり、皆公平にお与えくださってい

るのです。このお姿こそ、神仏の大慈悲の現れとお教えいただいております。

このような永遠に正しいという物差しは、人間の知識では決して造ることは不

可能なことであります。 

 正しい人間の生きるべき道、即ち心のあり方については、かつてはお釈迦様

やイエス様といわれる偉大な偉大な光の大天使が、神様の命によりこの地上に

お出ましになられ、困苦欠乏の中で難行苦行の末、お悟りになられて衆生にそ

の教えを説かれたものであります。今日、その教えられたものが長年の年月に

より、人間の考えが入って思想に変えられてしまい、今日に見る末法（法がな

い世相）の時代となってしまったのであります。 

 この暗闇のような世相を救わんがために、天上界の筆頭の主と言われる偉大

な偉大な光の大大天使が、この日本にお生まれになられ、やはり難行苦行の末

お悟りになられて、世界の衆生に対して法を説かれ、ご使命が終わられると即

ご昇天遊ばされたのであります。その方の御名は、この世的には、高橋信次先

生といわれるお方であります。 

 神ではありませんが、世界中の言葉で法を話されご指導されていかれた、ま

さに神のような慈愛に溢れたお方でありました。御自らの御命を削るようにさ

れて、世界中の衆生を救済していかれたのでございます。この御方は、いわゆ

る宗教家ではなく、比類なき世界唯一の存在であられる大科学者であられまし

た。そして今日、多数のご著書とご講演のカセット・テープとビデオ・テープ

が残されております。 

 法とは、神仏のみ心であります。 

 神のみ心を心とした大自然の姿を人生の教訓として、人間は総て神の子とし

て正しい生き方をしていかねばならないのです。貴方様がこの法を今知りたい、

または助けて欲しいと、いくら言われても、まず貴方様ご自身が、この法を学

ぶため勉強会に出られたり、またはご自宅で必死になってお勉強されることか

らはじめなければ、私が申し上げることも理解出来ないのです。貴方様ご自身、

娘さんが可哀相と思うことよりも、もっと大事なことは、貴方様ご自身がまず

最初に救われることが一番大切なのであります。その次に、娘さんという順序



43 
 

なのです。まず始めに、私が書きました小冊子「はじめての人に」のようにご

著書を拝読されることからお始めください。 

 こうして考えて見ますと、このご病気の娘さんをご縁として、まず貴方様が

救われること、またそれによって娘さんが救われるということであります。ま

た、見ず知らずの私がこの娘さんのご病気を縁として、このように貴方様とも

ご縁を持たせていただいたということも、有難い有難い神仏のお計らいであり、

お導きではなかろうかと思わせていただいております』 

 そのうえ私は、このご縁をお導きくださいました心ある方を縁として、今日

まで永年音信不通であった法友の消息を約二十一年振りに知ることが出来たの

であります。近く久しぶりに旧交を暖めることにいたしておりますが、何とも

不思議としか言いようのない感謝をいただきました。 

 更に、先の富山のやはりご縁をお導きくださいました方も、過日の富山学修

会において法の偉大性を深く理解され、深遠な悦びに満たされるようになられ

ました。 

 このような神仏のお計らいくださるみ業に、ただただ感動しかございません。

ただただ茫然と立ち尽くすのみでございます。何とも有難く、素晴らしいこと

であります。 

 縁とは、あざなえる縄の如し、心の世界はこの地上の距離や空間は一切関係

なく、総て神のもと一点なり、とお教えいただいております。 

 不思議な出会いとか、不思議な法縁等、不思議は一切ないのであります。不

思議という偶然は一切なく、総て必然であります。例え、靴のつま先に石ころ

が当たろうとも、総て総てが必然だとお教えいただいております。 

 その必然の真実を知っていくことが、悠久の年月を越えての真の法悦ではな

かろうかと思わせていただいております。 

 このたびこのような素晴らしいご縁をお与えいただき、よくよく考えて見ま

すと、肝腎要の二人の患者さんよりも、誰よりも誰よりも最も大きい法悦をい

ただきましたのは、この不肖私でございました。 

 主に対して、また関係の、皆様に対して心からの感謝を捧げたいと思います。 

 最後に、高橋信次先生のお言葉を掲げさせていただきます。 

 『神は光なり 法は神の心なり、この法を実行せよ、心の中は光明にみたさ

れん』 

 『夜空の星、太陽をとりまく惑星集団は一糸乱れぬ秩序のなかにある。その

分を守り、天命のままにしたがっているが故である。人の肉体も同様である。

小宇宙として、調和されている。人の世も、それぞれが分を守り、天命を知る

ならば、破壊や苦悩は、生じてはこないものである』 

 『調和は無限の進歩と安らぎを与える。調和の根底には愛が働いているから

だ。愛には自己主張がない。おごりがない。へつらいがない。喜び悲しみがあ

ったとしても、それにとらわれることがない。苦しむ者があれば、その苦しみ

を癒し、悲しむ者には光を当てて生きる希望を与えよう。 

 愛は神の心であり、私心を去った調和への偉大なかけ橋なのである。 
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 この世に愛が満つれば、地上に仏国土が誕生しよう。 

 神はそれを望み、神はそれを辛抱強く見守っている』 

 

 

【お計らいをいただいて】 

1997-10 月 Ｐ041 

 お盆の始まりの十四日の午前十時頃、台風十三号南西諸島接近のニュースが

流れている時、ある一人の女性の方からお電話をいただきました。聞くところ

によれば、その方のお父様が肝臓癌のため余命いくばくもないので、何とか救

って欲しいというお話でした。 

 私は、病気を治療することをやっている者ではなく、偉大な高橋信次先生の

説かれたみ教えをお勉強する会をやっている者で、まず今、貴方様のお父様を

お救いすることは、私がどうするこうするということではなく、まず、貴方様

始めお家族の皆様方が、高橋信次先生のご著書、「心の発見・神理・科学・現

証篇」と「人間釈迦第一部より第四部」までを、毎日予め決めた頁数を毎日何

度でも根気よく繰り返し拝読していただくことが大事です。そして、それを読

み終わった時、これは間違いのないみ教えだ、これに縋っていこうと思われた

ら再びお電話をください。今は一時も早く本屋に行きご著書を求める努力をし

てくださいと、申し上げました。 

 かつて、私も身内の者でやはり癌にかかってあえなく命を落とした人がいま

したから、そのご家族の苦悩が手に取るように分かりましたから、何とか法に

ご縁があるようにと祈るような気持ちでいました。 

 それから暫くして法友がお見えになられ、暫くの間最近感激したお話を申し

上げました。 

 それは、ある方のおばあ様が胃癌のために痛がって困っているということで、

お伺いしたところ、お腹が痛い痛いと言われるのでひかりを入れて差し上げる

と、一時痛みが治まるようですが、手を離すとまた痛むという少しの休みもな

い激しいものでした。暫くの間その繰り返しをしていましたが、これはおかし

い、今日の近代医学ではもう痛みをなくするケアをしているというのに、これ

は前時代的な治療だなあ、この担当医師はおかしいぞ、と思い、ご尊敬申し上

げている北陸大学薬学部の○○教授に電話をさせていただいたところ、先生に

は車を運転中にもかかわらず車を止めて、話を聞いてくださり、それは一寸お

かしいですね。痛み止めの坐薬に問題があるのではないかとのことでした。 

 早速そのご家族の方にお聞きすると、老医師で坐薬のことを熟知しておられ

ないことが分かり、後日良い薬をいただくことが出来たようでした。そこでこ

のままにしておけばおくだけ、ご病人の体力が消耗してしまうことを思い、も

う一人の法友に熊笹の青汁の作り方を教わり、その実行をお勧め申し上げ、ち

ょうどご病人もすやすやと休まれるようになったのを機に、退去したのでした。

ちょうど、その家の玄関に立った時、直ぐ天空を眺めさせていただき、大宇宙

大神霊・仏に対して、今日只今のお計らいとお導きに対して、心からの感謝を
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捧げさせていただきました。 

 その瞬間、雲間より大いなる慈愛の光がサーッと差し込み、太陽が燦然と輝

きながらお姿をお現しくださいました。こうしたこの一時のことにも、こうま

でことこまかにご高覧賜り、お計らいお導き賜っておられることを思い、改め

て胸が熱くなりながら家路に着かせていただきました。 

 翌日ご家族の方からお電話で、あれから早速ご主人様が山に行き熊笹を取っ

て来て、青汁にして飲ませたところ、これまで食べ物も飲み物も皆戻していた

のに、何杯も飲み、痛みもなくなって来た、とのことでした。 

 それから暫くしてからの学修会にご家族の方が見えられ、今年の夏を越すこ

とが出来るかどうかと危慎していたのに、いまではすっかり元の元気な姿に戻

られ、家族と一緒の席に着いて食事をしながらおいしいおいしい、有難い有難

いと言われるようになった。ひかりは何と偉大なものであるか、改めて感激い

たしております、というお話をされました。 

 私は法友にこのお話を申し上げながら、ふと、先ほどお電話をいただいた肝

臓癌のお父様にも、この青汁を飲むように勧めてみようかと思いました。 

 早速お電話でこのことを申し上げましたところ、ここには高い山がないので、

熊笹は無いかも知れません、と申されましたので、私は絶対にそのようなこと

はない、必ず近くに用意しお与えいただいています。心ある方に探して貰いな

さい、そしてもしもありましたら、出来るだけ新しい葉を見つけ「熊笹の意識

よ、誠に申しわけありませんが、余命いくばくもない病人を癒すために何とぞ

供養してください。今から葉に感謝申し上げながら、一枚一枚取らせていただ

きますので何とぞお許しください。何とぞご協力くださいますようお願いいた

します」と、お断わりをしたうえで摘むように申し上げました。 

 それから二時間もした頃あいだったでしょうか、家内が電話に出たところ、

先ほどのご家族の方が泣きながら言葉が十分に話せない状態で、お父さんが青

汁を飲み、戻さないでおいしいと言って飲まれた、久しぶりに元気になった、

と感激止まぬ状態であったことを聞きました。ところが、その後近くに住んで

おられる法友が駆けつけてこられ、高橋信次先生のご講演のカセットテープを

かけたところ、突然急に苦しみ出され『止めてくれ、苦しい』と、叫ばれ元の

容体になったので、また私の所にどうしたら良いかという電話があり、私は何

かお父様の回りにいると思うから止めるように申し上げ、お父様に電話を代わ

って貰い、お父様に次のようにお話をさせていただきました。 

 『貴方様は今日までの何十年の間、生きとし生きるもの総てに対して、如何

なる痛みや苦しみを与えたかについて、思い出され、一つ一つその相手に対し

て心より謝罪をすると同時に、神仏に対しても、心から同じく謝罪をしてくだ

さい。これからはこのことが当分貴方の仕事と思ってやってください』と、申

し上げました。すると、その方は苦しい息づかいの中から、私は鉄砲撃ちをや

っていました。分かりましたやります、と言われて電話が切れました。それが

たしか十五日の午前だったように記憶しております。 
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 ニュースで、南方に発生した台風十三号は次第に沖縄に近づいていることを

報じているのを聞きながら、私は明朝出かける九州地方への支度をしていまし

た。 

 戦後最大といわれる大型台風、しかもその速度たるや時速二十キロとは、こ

れは相当の災害が発生するぞ、と思いながらも、心は九州地方には絶対に上が

ることはない、と思っていました。 

 翌十七日昼、熊本から鹿児島の敬天閣の玄関に着くなり、△△△△様がイン

ター・ファックスを見せてくださり、台風は中国大陸に逸れましたよ、と言わ

れるのを聞くなり、私は胸が込み上げ涙が溢れて来ました。 

 『主よ、有難うございます。有難うございます。有難うございます』ただ私

は何度も何度も心の中でこのように申し上げていました。 

 また、この大いなる慈悲をお与えいただき、改めて我が魂の幸せを感謝申し

上げました。 

 その翌朝、一喜一憂しておられたかのお父様は、十六日午後他界されたとの

ご連絡をいただきました。私は帰宅したその夜、その方に対して引導を渡させ

ていただき、今生の短いご縁を感謝いたしました。そして、今回のことを通し

て、改めて学ばせていただきましたことは、第一に、主のご講話が、我々如き

者には計り知れない程、偉大な偉大なお話であるか、それとともにその放出さ

れておられる光が如何に偉大であるかということに畏れとともに感動いたしま

した。それはまさに偉大なとか、畏れ多いとか、いわゆる人間の言葉では言い

表しようもない位の素晴らしいことであることを思う時、私たちは何時の間に

か常時馴れ親しんでいるあまり、その大変なこと、絶大なこと、尊く厳かなこ

とが理解出来ない、つまりはこの世的なことで処理したり、あるいは理解して

しまうことがあってはならないものと固く固く思わせていただきました。 

 第二点としては、既に正法に帰依させていただき、会員登録をされているこ

とが、到底言葉では言い表しようがない程有難いことであるということであり

ます。いざ病気になったとしても、直ぐ様ひかりをいただくことが出来るとい

う幸せの中に常時おらせていただいていることに気付かせていただいたことで

した。さらには、それよりもそれよりも、何よりも、肉体の健康は言うに及ば

ず、それよりも永遠の生命であります魂、我が心が平安でありますことは、何

よりも何よりも有難い言うに言われない法悦ではなかろうかと思わせていただ

いたことでした。 

 最後に、中国大陸において今回の台風による不慮の災害により、亡くなられ

ました多くの魂の平安を心よりお祈り申し上げます。 

 私の部屋に掲げさせていただいている、主のお言葉を掲げさせていただきた

いと思います。 

     心の中につくり出した 

     うらみ、ねたみ、そしり、怒り、愚痴、欲望の曇りを除け 

     その結果 光明にみたされる 
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【正法と病気】 

1998-4 月 Ｐ044 

 最近は、病気を縁として法を求めて来られる方が非常に多く見受けられるよ

うになりました。 

 病気は年を追うごとに新しい病気が増えていますが、またその反面、絶対に

助からないとまで言われたガンも、後何カ月までという末期ガンも昨年あたり

から約八十五パーセントが癒されるようになったことを聞いております。その

治療方法を確立された先生は言うまでもなく天使の再来のような方ですが、ま

たその素晴らしい治療効果をあげている薬品は、すべて動植物によるものだそ

うですが、ここにも大宇宙大神霊・仏の大いなるお計らいを頂いていることを

思う時、心からなる感謝を捧げずにはおれません。 

 高橋信次先生には、ガンを始め難病の治療方法について、幾多種々お導きく

ださり、お陰様で今日まで多くの人々がお救い頂いてまいりました。あらため

て心から御礼申し上げたいと思います。 

 三月号『ひかり』誌でお教え頂いています、高橋信次先生の『病気とは』(編

者注：「ご著書からの抜粋」の中の【心の指針】Ｐ151 と同文です)を何とぞ

何度も拝読くださいますようお願いいたします。 

 その中に、『病気を大別すると三通りになります。その一は、純然たる肉体

の消耗。その二は、憑依現象。その三は、守護霊による作用』とありますが、

特に病気は単なる肉体の消耗によるものだけではなく、悪霊の作用や守護霊の

作用まであることを知り、今日に見る医療にも大きな問題があることを思いま

す。 

 私達は病気にかかると、誰もが早く苦痛から逃れたい、私だけが何時も何故

等という思いにとらわれ、そこでもまた苦悩を大きくするようですが、ここで

ももう一度思い直さねばならない問題があるように思います。 

 それは、何故自分は人がならないような病気になったのか、また、病気にな

る前から何時も思う暗い思いのパターンがないか、それはどのような思いか、

自分中心の思いも法により止観して自力による修正の努力をすることが先ず第

一ではなかろうかと思います。 

 そのような環境に置かれている貴方こそ、今日からは回りの誰彼よりも百倍

位の決意と馬力とで、ご著書『心の発見・神理・科学・現証篇』と『人間釈迦・

第一部から第四部』を小冊子「はじめての人に」を参考にされて何十回も一生

懸命に拝読して頂きたいと思います。 

 どうした訳か難病の人に限って何時も言われることは、なかなか忙しくて、

時間がなくて、直ぐ眠くなるので、目が悪くて読めない等と言われますが、そ

こにもう命がけという必死の思いが欠けているように思います。 

 病気でなくても、長年にわたり自分の心が求めているものを探し歩いて来た

人は、この法に出会った時、大方の人は嬉し泣きに泣きます。それは、あらゆ

る宗教を遍歴して歩き、これでもないあれでもないと命がけで心が叫ぶ儘にそ

の大切な教えを探し求めて来た苦労の大きさだけ、大きな感激に泣き伏します。 
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 それは軽い病が癒されたのと、明日にも死ぬかも知れないという大病の危機

から救われたのとでは、その悦びと感謝はそれ相応にその大きさと深さはそれ

ぞれ違うものと思います。それは、『煩悩即菩提』という仏語がありますが、

その意味は既にご存じのことと思いますが、煩悩の大きさによりその悟りもま

た大きく深いものとなる、というように理解いたしますと、そこにも神仏の大

いなる慈悲を頂いているように思います。 

 法の学修を求めて熊本から鹿児島まで探し歩いた人より、東京から鹿児島ま

で探し回った結果、鹿児島において見つけた人の方がどれだけその悦びは大き

いか計り知れません。第一その探し求めて歩いた距離は、その人ご自身の魂が

法を求めておられるその深さ、大きさに比例するのではないかと思います。そ

れだけに、過去から現在に至るそれぞれが転生輪廻をしていますが、その過程

において如何に法に出会い学修精進したかということの現れが、またそのよう

な結果として現れているのではないでしょうか。 

 正法に出会い、法を学び実践することは、単に病気や悩みを解消するために、

それぞれの魂と守護霊が出会うように計らっているのとは違います。 

 肉体的な病気よりも、もっともっと大切な魂・心をお救い頂ける、今金銀等

この世のあらゆる財宝よりももっともっと高価な永遠の財宝を手にするか、否

かの重大な場に今、貴方様は座っておられるのです。 

 まことに失礼ながら今現在の貴方様の目や耳では、その素晴らしい深遠なる

光に輝く法という神のみ心を見ることは出来ないのです。それは、この世に出

てから今日までの間に、この世の多くの塵芥等の汚い物に心をうばわれてしま

い、大切な心の目がふさがってしまっているが故、残念ながらそれは見えない

と言いましょうか、見せては頂けないのです。 

 かつて、イエス様が、ガリラヤからサマリヤヘ向かわれる道で申されたこと

を思い出します。 

 『幼な児は栄達を求めず、知らず、むしろ愛を探す。富よりも友を求める。

天の国はそのような者のためにある』 

 またある時、ある主だった人が走りよって道でイエス様に尋ねました。 

 『善き師よ、永遠の命を得るために何の善が必要でしょうか』 

 『何故に、善き師というか、善き者はただ神御一人。何をしたら善いかと。

戒めを知っていよう。殺すな、偽るな、盗むな、姦淫するな、父母を敬えと』 

 『幼いときから』走り寄った人は言った『心して守ってまいりました』彼の

面をイエス様は『慈しみの眼差し』で見つめた。 

 『そうかそれなら欠けるのはただ一つ、持てる財のすべてを売れ、売って貧

者に施せ。こうして天に宝を積み、その後来て我が後に従え』 

 慈しみを持って見つめられた顔から血の気が引いた。目を伏せ『悲しみつつ』

去って行った。それは彼は金持ちだったからである。 

 見送りつつ、イエスはつぶやく。 

 『富むる者（執着と自我我欲の人）の神の国に入ることの何と難しいことだ

ろうか。酪舵が針の穴を通る方が遥かにやさしい。求めよ、さらば与えられる。
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たたけよ、さらば開かれる。 

 汝 信仰あり 我 行為あり』 

 真の永遠の人生には、年をとることも、病気をすることも、死に至ることも

ない。死ぬことのない魂を誰もが持っている。その魂を磨き回りに愛を差し上

げるために今があるのだ。 

 病気も悩みもすべて法のもとへと導かれている大いなる計らいであることを

知れ。 

 高橋信次先生には、常に『貴方は私の本を読んでいませんね』『私の本を読

んでいない人は、私の話は分かりません』と、申されました。 

 法に入門する道は、まず命がけで前述のご著書を何度も何度も拝読すること

から始めてください。 

 ご著書を拝読しないで、いくら車の中でご講演のカセット・テープを拝聴し

たとしても、それは無駄なことだと思います。何一つ深く心に頂くことは出来

ないからです。 

 まず決意をして、静かな自分一人だけの環境に身をおいて、予め決めた時間

割表により『心の発見』と『人間釈迦』を心から拝読することが大事と思いま

す。 

 何度も何度も眼光紙背（がんこうしはい）に徹す、という意気込みで、根気

よく精読することが正法を学ぶ最も大事な基本であります。 

 高橋信次先生が書き表されたご著書には、地球上の如何なる著名人であろう

が、または有名という人であろうが、絶対に真似の出来ないものが秘められて

います。 

 その第一は、すべてのご著書からは、燦然とした神の光が輝き発しているの

であります。それは誰が所持しておられようと、または何処に置かれてあろう

ともです。 

 その光は、心の清らかな人が拝見すれば容易に見ることが出来ます。 

 第二は、お書きになっているそのみ教えは、時代の移り変わりに関係なく、

あの天空に輝く太陽のように永遠に変わることがなく不変、不偏、不動であり

ます。 

 何故ならば、神のみ心を悟られた慈悲と愛と現証が書かれているからです。 

 ご著書を拝読しない方は、ちょうど美味しいお菓子を眺めなから、食べたら

きっと美味しいだろうな、と何時も眺めているだけで、何時までも食べなけれ

ばその美味と価値を身を持って知ることが出来ないように、深遠な法を我が心

に頂くことが出来ない人です。 

 一心に少し拝読しただけでも、必ず私はその方に、愈々善い状態になって来

ましたよ、と申し上げます。それは、その方の努力に相応した光が体から出る

ようになるからです。種も仕掛けもなく、ただ信じて根気よく努力しただけそ

の方の心が神のみ光に満たされるのです。 

 もしも難病の方が意を決してご著書を何度も拝読されたら、何時の日にか必

ずきっとこう言われるでしょう。 
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 『私は誰もかからないような難病になり、今日まで家族を恨み、嘆き悲しみ

多くの方に暗い波動を撒き散らしてまいりました。人様から勧められて学修会

に来たのですが、まず心を裸にして何か自分の思いなり、行いについて、発表

しなければならないことに抵抗を持ち、こんなところには真実の神の教えはな

い。何処にでもある新興宗教ではないかと、何時も思い、何時か止めようと考

えてまいりました。しかし、ご著書を拝読された方は、これまでとはすっかり

違い、皆が皆生き生きとされ、非常に明るい表情になっていかれるのを拝見し

て、もしや自分の考えが間違いではなかろうかと思うようになり、勇気を出し

てご著書『心の発見・神理篇』から拝読しはじめました。 

 拝読していくうちに、その中に、人間は何処からこの世に生まれて、この世

で何を成さねばならないか。そしてまた何時の日にか、あの世に帰ることが書

かれてあり、そこで始めて目からうろこが落ちたような、読めば読み進むに従

い、目からは溢れるように涙が流れ、そして感激と感動とで心が震えるように

なっていきました。 

 これは一体どうしたことだろうかと、ただ驚きと、不思議にも心の中から悦

びが溢れて来る前兆として胸の辺りがこみ上げて来るのをどうすることも出来

ない、そして今にも何か大きく叫びそうになるのをやっとこらえるような状態

になって来ました。 

 私は今日迄偉大なる神仏のご存在を知りませんでした。今やっとそのことを

知り、愚かな愚かなどうしようもないお粗末な自分を知りました。そして今、

偉大なる法に、今生この世でお会い出来たことが嬉しく、何物にも替え難い悦

びに包まれています。これも偏に、この難病という大きな慈悲を頂いていたか

らと、心から感謝出来る自分にならせて頂きました。あまりにも器の小さい自

分を恥じ入ります。これまで大変ご迷惑をおかけした回りの多くの方々に心か

らお詫び申し上げますとともに、是非ともこの素晴らしい法縁のもとにお集ま

りくださいますようお願い申し上げます。 

 最後に、大宇宙大神霊・仏に対して、一時たりとも神をお疑い申し上げ、主

をお疑い申し上げましたことは、神の子として万死に値する大罪でございます。

何とぞ何とぞお許しくださいますよう伏してお詫び申し上げます』 

 この世は善と悪が混ざりあった世界ですから、悪を知って善の素晴らしさを

知り、また善を知って悪の苦さを知る。さらには、この世は肉体を持つと総て

が平等の場で修行出来るが故に、あの世ではなかなかお目にかかり法を聞くこ

とが出来ないことも、この世では求めれば学ぶことが出来るというまたとない

素晴らしい好機を生かせる最高の修行場であることを知らなければならないで

しょう。 

 人生の幸せは、法を物差しとした人生を生きることにより、何時何どきこの

世を去ろうとも、ただ今の法悦のその儘、あの世に帰り着くことが出来るので

す。人生はこの世限りではありません。永遠の人生なのです。一心かけて是非

ともご著書を座右のバイブルとして拝読してください。何事にも基礎が大事で

す。樹木もまたその根の発育に相応した大樹にと成長していくのです。 
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 法に帰依された方々の平安をお祈りいたします。 

 

 

【偉大な主・高橋信次先生のおことば『永遠の生命を発見しようとするならば、

正法を学び行じる以外にそれを果たすことはできない』】 

2001-12 月 Ｐ059 2002-1 月 Ｐ080 2002-2 月 Ｐ060 

2002-3 月 Ｐ065 2002-4 月 Ｐ066 2002-5 月 P066 

【はじめに】                         丸山弘 

 偉大な主・高橋信次先生には、今生三億六千数百年ぶりに肉体を持たれ、地

球上のこの日本の地に御生誕され、一○才の頃から原因不明のご病気を縁とし

て、肉体と心について研究を始められ、四一才にして、科学の疑問、追究を通

し、お悟りになられたのでございます。 

 そしてご生涯を閉じられるまで会社経営の傍ら、人生の目的と使命について、

全国各地でご講演をされ、数多くの人々を指導され、また多数の難病の人々を

癒されました。 

 最近、世界の科学者や医学者が、『脳と意識とは』あるいは『心は脳にある

のか』また『意識と肉体とは』『臓器移植による拒絶反応の克服』などについ

て一日も早く解明し、世界の医学の進歩に貢献し、多くの人命を救うことが叫

ばれていますが、偉大な高橋信次先生には、既に三○数年前、これらのことに

ついて解明され、多数の御著書を世に出されたのでございます。 

 ここに先生のお許しを頂き、御著書『心の発見』を始めその他の御著書によ

り、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださいました『法・神理』による正し

い科学・正しい医学について、お伝え申し上げ、ここに、人類史上初めての偉

大な御功績を御讃え申し上げたいと思います。 

【一】～【七】省略させていただきます。 

【八、現証（難病が癒されたおもな現証）】 

 心の発見・現証篇一五六頁に「文証・理証・現証を内在する正法」の表題で

次のようにお導き頂いています。 

 正しい中道の生活努力の積み重ねによって、得ることのできる正法には、文

証と理証と現証の三つが具現されているものだ。 

 『（文証、理証のところは中略） 

 現証は、文証、理証を体験して、生活行為の中に現われてくるものである。 

 心の安らぎ、人生の喜び、幸福な生活、調和された社会、人間は皆、神の子

として兄弟だという自覚が生まれ、ユートピアが築かれていく。 

 その過程には、実在界から現象界の人々に対して、不変的神理であることの

現象が起こってくるものだ。多くの人々によって、奇跡的な諸現象が現われ、

病気や心の苦しみから、人々を救う現象が起こってくる。 

 しかも、法にもとづいて、地獄霊たちに光明の道を教え、救う道をも明示す

る。 

 万人が救われる道、これこそ正法といえるのである。それはあたかも太陽の
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ように、慈愛に満ちて、万物万生を、偉大な力で暖かく包み込むように、神の

子たる正しい道を示すであろう』 

 ・・・次に、一九八五年より会員の「難病が癒された現証」を掲載いたしま

す。 

 

【胸にしこり】1985-4 月号 

 左の胸に大きなしこりがあることに気付き、病院での診察の結果は手術して

検査してみないと悪性か良性か分からず不安に思っている中、丸山先生と奥様

が駆けつけてくださり、すべて神のはからいであること、神を信じることを教

えてくださり、明日という日がないということが現実となって初めて分かった。

心の底から涙と共に、やり直したいという気持ちが溢れ、手術中もその後も少

しの痛みもなく元通りの生活が出来るようになったのは、すべて神の慈悲であ

った。 

 

【胃下垂と胃潰瘍】1985-12 月号 

 10 年近くもの長い間胃下垂と胃潰瘍に悩まされ、どこの病院に行ってもど

んな治療を受けても完治しなかったが、丸山先生より神の光を頂き、その翌日

から不思議なほど胃痛が起こらず、胃カメラの診断では腫瘍状態がよくなって

いた。 

 

【胃痛と両肩の痛み】1986-11 月号 

 薬を飲んでも胃痛が治らなかったが、丸山先生に光を入れて頂き、ご指導頂

いた事を少しずつ実践努力した結果、いつしか胃痛も消えてなくなり、両肩の

押さえつけられたような痛みもなくなり体が軽くなった。 

 

【円形脱毛症】1987-2 月号 

 神経質な性格で何でも我慢をしてきたことが人一倍苦しみとなっていた。そ

れが原因で円形脱毛症という病気だったが、丸山先生がその病気をすぐさま見

透かし光を入れてくださったお陰様で、ひどかった脱毛部分が一週間で治って

しまった。 

 

【失明】1987-6 月号 

 本を読むのにも虫眼鏡が必要なくらいほとんど目が見えなかった私が、知人

の紹介で学修会に出席させていただくようになって、丸山先生から光を入れて

いただいた後は何頁読んでも目の痛みは感じられず、虫眼鏡も必要なく読める

ようになった。 

 

【死後硬直が柔軟】1987-12 月号 

 母の死の知らせを聞いた後、丸山先生に電話でご指導を頂き、その通りに、

母に心行・祈願文を繰り返し読み、産んで育てていただいた恩に対して心から
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感謝をし、悪かったことを一つ一つ母に対し心から謝り続けでいると手や足や

関節も見る見るうちに柔らかくなり、顔が穏やかになってきた。 

 

【甲状腺の手術後、無痛が激痛に変わった瞬間】1988-7、12 月号 

 甲状腺の手術をすることになり医者からは悪性かもしれないといわれていた。

丸山先生に光を入れて頂き、高橋信次先生のテープをよく聞いて、ありとあら

ゆる物に感謝をすることをご指導頂き、その通りに毎日を過ごしていたので術

後無痛だった。 

 しかし、自分は癌かもしれないと心に不安を持ち始めたとき、今まで経験し

た事のない痛みが襲った時、聞いていたご講演テープのヘッドホンが耳から外

れていたことに気付き、慌てて耳に当てじっくり聞かせていただくと、あのす

ごかった痛みが無くなった。 

 

【頭痛】1988-8 月号 

 日常の頭痛に悩まされていたが先生から光を入れて頂き、ご指導の通りに心

の愚痴を正した反省・実行でほとんど痛みはなくなった。 

 

【声】1989-2 月号 

 3 年程前から第一歩からもう一度法を学び実践努力をした結果、今までガタ

ガタだった体が一つずつ治っていった。しかし声だけが治らず、かすれて思う

ように声が出ないことが悩みだった。 

 丸山先生のご指導の通りに実行し、光も入れて頂いたお陰様で途切れ途切れ

にしか読めなかった心行が非常にすらすらと読めるようになり、声もはっきり

と出るようになった。 

 

【腎臓ガン】1991-3 月号 

 手術前の 4、5 日間毎日、丸山先生に光を入れて頂き、今まで他人様から頂

いた思いやりや愛に対して自分はどうしてきたかを、自分中心の思い行いを反

省すること、神を素直に信じることを指導頂き、手術までの期間、精一杯実践

努力し続けた。 

 手術は順調に進み、当初肝臓に癒着しているとの医師の診断であったが、癒

着も転移もなかった。 

 術後も何の不自由も無く、20 日で退院出来たのは、まさに偉大な神の光に

よって救って頂いた奇蹟である。 

 

【狭心症】1991-7 月号 

 丸山先生に光を入れて頂き、これまでの過ち多き人生を反省した。再び狭心

症の診断が下り精密検査をしたが手術の必要はなくなった。病気は警告であり、

師がいかに自分の為に心から神に祈ってくださったかを知り、師を通して自分

は生かして頂いているのだということを分からせて頂いた。 
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【腹痛と下痢】1993-1 月号 

 原因不明の下痢と腹痛に悩まされ続け入院することになり、医者から手術を

勧められた。入院中、丸山先生がお見舞いに来てくださり腹部に手を当てて光

を入れてくださった。全てのものに感謝する心を持つことをご指導頂き、いか

に自分が自己本位の人生を歩んできたかを反省した結果手術をしなくてもよい

運びとなった。 

 

【細菌性心内膜炎】1993-2 月号 

 高熱が続き心不全を起こしている。肝臓の機能も低下し入院することとなっ

た。不安の中で丸山先生がお見舞いに来てくださり光を入れて頂いたと同時に、

人を傷付けたりしたことがなかったかを反省することをご指導頂いた。 

 次の日も先生は光を入れてくださり、熱が 37 度台にまで下がったが、薬が

効いたのかもという思いをした途端、熱がまた 39 度台まで上がり下がらなか

った。 

 一瞬、ほんの少し疑問を持ち、神を信じることが出来なかつたことを、反省

しご指導頂いたことを真剣に取り組み始めた。再度、先生から光を入れて頂き、

その日以来熱は下がり退院することが出来た。 

 

【骨折の後遺症】1995-3 月号 

 小さい時に骨折した右手が硬くなっており、それに気付いた丸山先生は光を

入れてくださった。自分は今まで骨がくっついたから治ったと思い、何の感謝

もなく 30 年近くも過ごしてきたことをお詫びし、残された人生への協力を右

手にお願いした。寒い季節には凍ったようになり、右手の指先に血が通わなか

ったのが、指先が温かく血が通うようになったという奇蹟を頂いた。 

 

【右大腿骨骨折後骨頭壊死】1995-3 月号 1996-3 月号 1999-5 月号 

 大腿骨を骨折し手術をした。術後の経過は良好だったが、鈍い痛みを感じる

ようになり、寒くなる頃には痛みが増し、寝返りをうつのも困難になってしま

った。 

 主治医に骨頭壊死という診断をされ、人工関節に変えるしか方法がないとい

われ、丸山先生にご相談申し上げたところ、連日連夜にわたり光を入れてくだ

さった。自分自身を粗末に扱い、己の肉体に何の感謝もしてこなかったことを

反省し、神に生かされていることを感謝するようになった。その後、再手術す

ることなく奇跡的に完治した。 

 

【乳ガン】1995-11 月号 

 乳ガンの疑いがあると診断され、その日から真剣に反省に取り組み、学修会

の時、丸山先生に光を入れて頂いた。その後のエコー、細胞診の検査の結果、

ガン細胞は見つからなかった。 
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【脂っこいものが食べられない】1996-3 月号 

 小学生の頃から脂っこいものなどが食べられずにいた。医者に行っても治ら

ずに、体質なんだと思ってあきらめていた。あるとき丸山先生に光を入れて頂

き、それからハンバーグを食べてもカレーライスを食べても、今までのような

むかつきやもたれはなく、実味しくいただけるようになった。 

 

【足の靱帯の痛み、足の関節が潰れていて常時激痛】1996-4 月号 

 つい最近に始まった事ではなく、気の遠くなるほどの長い年月、痛み通しの

左の膝に、丸山先生より光を入れて頂いた。嬉しくて嬉しくて惑謝と感激でい

っぱいになった。 

 針をさすような痛みに悩まされ続けていたが階段の上り下りもスムーズに出

来るようになった。 

 

【解離性動脈瘤】1996-6 月号 

 家内が非常に死亡率の高い病気にかかり主治医から助からないと言われ、植

物人間になることを告知された。遠く離れた金沢の地より丸山先生が電話で光

を送り続けてくださり、自分がそれを受けるような形で光を頂き、病院の方に

向かってその光を送るように、念じるような思いで送り続けた。 

 それから 30 分程経って病院にいる息子から電話があり、意識が戻ったとの

知らせを受けた。まさに奇跡としか言いようがなく、それから心行を読ませて

頂いたり、体をさすってあげるなどという行為を続けた結果、助からないと言

われた家内が完全に完治したという奇跡を頂いた。 

 

【心臓生体弁の移植】1996-8 月号 1999-5、7、12 月号 

 子牛の生態弁を自分の心臓に移植する手術を受けた数年後に、丸山先生より

心臓意識に光を入れて頂き、細胞の意織に調和されるよう話しかけてくださっ

た。通常は五年前後で弁の取り替えの手術を受けるはずが、12 年経った今で

も再手術することなく、本当の心臓と同じように機能している。 

 

【右巨大水腎症】1997-3 月号 

 主人の腎臓に腫瘍が見つかり、腎臓の機能が果たされていないため、切り取

った方が良いと医者に言われた。 

 丸山先生はわざわざ金沢よりお越しくださり、主人に光を入れてくださった。

その日の午後の再診で腫瘍が消えたとの宣告を受けた。まさに奇跡が起こった

瞬間だった。 

 

【腎臓ガン】1997-4 月号 

 巨大水腎症と医者から宣告され、尿管結石が基で、20 数年の間によって出

来たものであった。またガン腫瘍のものが認められ、腎臓を摘出することとな

った。 
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 その間、丸山先生は遠く離れた金沢の地より光を送り続けてくださり、全て

のものに対して深く感謝するようにご指導を頂いた。 

 手術の前日にはわざわざお越しくださり、光を入れてくださった。その日の

午後の検査でガン腫瘍は消え、医者も首を傾げるほどの奇蹟を頂いた。 

 

【白なまず 冷え性 貧血症 肝炎】1997-8 月号 

 不治の病と言われている「白なまず」という皮膚病になり、皮膚が貧血状態

で所々に色素不足の異常が見られるようになった。 

 丸山先生に光を入れて頂き、病気の原因は心にあるとお教え頂き、今までの

自分の怠惰な性格や神によってお救い頂いたことへの報恩感謝を捧げることを

してこなかった結果と思い、このみ教えがいかに重大な教えであることをやっ

と知った。 

 その後血液検査をした結果、血液の数値が元気だった時の状態に回復してい

た。この現象を通し、いかなる最高医学も遙かに及ばない癒しであることを、

偉大なみ教えであることを体験させて頂いた。 

 

【胃ガン】1997-10 月号 

 母がお腹が痛いと言って病院に連れて行くと胃ガンと宜告された。高齢のた

め自宅にて看病をすることとなったが、薬を飲んでも痛みがなかなか治まらず

に苦しんでいたところ、丸山先生にはわざわざ自宅までお越しくださり、2 時

間半近くも母に対して光を入れてくださった。 

 それからというもの、母は痛いと言わなくなった。母の病気を縁として自分

の愚かさや過ちを気付かせて頂くために、母が身代わりになってくださり、今

まで不平不満の心で過ごしてきたが、それからは深く感謝の心で接しられるよ

うになった。 

 

【脳幹脳炎】1997-12 月号 1998-1 月号 1999-11 月号 

 我が子が高熱を出し意識不明の重体で入院をし、脳幹脳炎という難しい病気

を患っていると医者から宣告を受けた。それから 1 ケ月後に退院出来たが、半

年が過ぎた頃、意識がもうろうとし始め再入院することとなった。そのことを

丸山先生に申し上げると、その日のうちに遠く金沢よりお越しくださり、神の

光を入れてくださった。その先生のお姿に感動で心が震え、さらには翌日、ま

た次の日もお電話にて幾度となく光を入れてくださり子供は段々と回復してい

った。 

 いかなる病気でも、正しく正法を学び、精進努力をした時に、必ず神のみ光

が与えられ全てにおいて不可能が可能になるという貴重な体験をさせていただ

いた。 

 

【EB ウイルスによる肝障害 ジンマシン 内臓虚弱】 

1998-2、12 月号 1999-8 月号 
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 娘にジンマシンが出来てしまい、薬を飲んでも注射をしても治らなかったの

が、丸山先生に光を入れてもらうとジンマシンがウソのように引き、翌日には

元気になった。 

 このことがきっかけで肝障害のあった娘の病気の原因を先生によりお教え頂

いた。その上すっかり健康にして頂いたことは神仏のお計らいという他ない。 

 

【偏頭痛】1998-3 月号 

 3 年前の交通事故がきっかけで正法に触れさせて頂き、丸山先生のご指導と

家族の温かい愛によって、現在まで何の後遺症もなく回復した。神によって守

られていることを教えて頂き、物中心から心中心の生き方にしなければならな

いと精進してきたが、段々と法の学修は、表面的なことのみとなり、法から離

れている日々を過ごしてきた結果、偏頭痛や気持ちが悪くなるなどの症状が増

えてきた。 

 先生には命がけの正法の学修をするようご指導頂き、度々光を入れてくださ

った。しかしながら一時良くなってはまた元に戻るという状態が続き、3 年前

の事故の反省のみで、実践して来なかった事を教えて頂き、再出発することを

お誓いさせていただき、その後の実践で良くなった。 

 

【卵巣悪性腫瘍】1998-5 月号 

 妹に卵巣腫瘍の疑いがあり医者に手術を勧められた。その妹の腫瘍部分に丸

山先生は光を入れて<ださり、治っているような気がすると言っていた妹の言葉

の通り、その後の通院の検査では、悪性だった腫瘍が良性に変化するという奇

蹟を頂いた。 

 

【慢性腹痛】1999-1 月号 

 母の持病であった慢性の腹痛が悪化したことを学修会で発表した際、私自身

が大宇宙大神霊・仏様に対して、今までの親不孝の大罪をお詫びしたうえ心に

光を頂き、それから患部に手を当てて光を入れてあげてくださいと、丸山先生

よりご指導頂いた。 

 まず自分自身が神の光を頂いてから、何度も何度も母のお腹に手を当てて神

仏に祈らせて頂いた結果、何十年も悩まされ続けてきた持病がすっかり治って

しまった。 

 

【左足の難病 後縦靱帯骨化症】1999-2、9 月号 

 国から難病に指定の病気と診断され手術しても治らないと言われていた。神

の意織に不可能はないと丸山先生より光を入れて頂き、今まで曲がらなかった

膝が曲がり、足首が動くようになり、体のありとあらゆる不調が治るという大

奇跡を頂いた。 
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【動物実験】1999-5 月号 

 動物霊が憑いていることを丸山先生には見られ、その原因が仕事で動物実験

をしていたことに依るものでした。生きている動物の命を奪ったことへの反省

をしっかりしなければ、大変な事になることを先生にご指導を頂き、なおかつ

浄霊をしてくださった。 

 神の光が体中に伝わり、熱く物凄いエネルギーを感じ、感謝の心で涙が溢れ

てきた。そして二度と同じ過ちを繰り返すまいと固く心に誓った。 

 

【甲状腺腫瘍】1999-12 月号 

 首の右下が腫れ上がり痛みを感じたため病院で診てもらうと、甲状腺に腫瘍

があるとの診断を受け、手術をしなければならなくなった。丸山先生には光を

入れて頂き、その後の検査の結果、腫瘍は小さくなっていたので、手術をしな

くても良い結果となった。 

 

【脳腫瘍】2000-1 月号 

 息子が学校のクラブの練習の最中に頭にボールが当り、2 日後ひどく痙攣を

して止まらず、すぐさま救急車で病院に行き検査をしてもらった。診断の結果

は脳に腫瘍らしきものがあるとのことだった。その日のうちに丸山先生にお願

いをして、光を入れて頂いた。そして熊笹が効くと教えてくださり、早速その

日から熊笹のジュースを飲ませ、息子のため心行・祈願文を一心に読み、ご著

書を読み続けた。その後の検査では腫瘍が全く消えていた。確かにレントゲン

に写っていたものが綺麗に治っているという奇跡を頂いた。 

 

【アトピー性皮膚炎】2000-2 月号 

 病院の薬は効かず痛みで七転八倒していたが、丸山先生より、熊笹ジュース

を飲むこと、何より法の道から外れた思い行いを深く反省し謝罪をしていくこ

とをご指導頂き、神の光を入れて頂いた。薬を飲んでも治らなかったのが、痛

みは止まり、日に日に症状は良くなっていった。 

 

【肺ガン】2000-2 月号 

 父親が肺ガンの診断を受けてしまい、丸山先生から神の光を入れて頂いた。

別の病院で再検査を受けるようにご指導頂いたが、父はガンの恐怖から手術を

受けたが、取り出した細胞からはガン細胞はゼロと診断され、手術前にガン細

胞はすでに消滅していた。 

 

【椎間板ヘルニア】2001-2 月号 

 母親の腰の痛みが悪化し、病院での検査結果は椎間板ヘルニアと診断され手

術を勧められた。その後丸山先生に光を 4 回にもわたって入れて頂き、「肉体

細胞の不調和は全てその人自身の心が原因しているのです」とのご指導をきっ

かけに、母は今までの不調和な思い方について深く反省を重ねた結果、あれほ
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ど苦しんでいた腰痛は不思議なくらい回復し、以前と変わらない生活が出来る

ようになった。 

 

【体調不良】2001-7 月号 

 体調不良のまま、九州地区の学修会に向かう電車の中で症状がひどくなり、

鹿児島に到着後ダウンしてしまい、夕食も取らないまま部屋で休んでいたとこ

ろ、丸山先生が持参されておられた薬を頂いた。しかし明朝になっても症状は

変わらず、先生が心配して私の横に添い寝をされるようにして光を入れてくだ

さった。その後、ふと気が付くと体が急に軽くなっており、大きな救いを頂き、

悦びで胸が熱くなった。その後の学修会にも出席させて頂くことが出来た。 
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４．【「ひかり」誌からの抜粋】 
 

【１．はじめに】 
 病気の原因は、法から外れた思い、行動にあるとお教えいただいております。 

 抜粋-1 では、学修会での丸山弘先生のご指導を中心に、そして、抜粋-2 で

は、実際に病から救われた方々の体験レポートを取り上げました。 

 特に体験レポートは、読み進まれる内に、身につまされ、こんな世界もある

のかと心に込み上げるものをお感じになることもあるかと存じます。 

 是非、善なる心の儘に、偉大な主のご著書の拝読から、実践に繋げられ、病

の床に伏しておられる方も、再度、素晴らしい人生修行に進んでいかれること

をお祈りいたします。 

 

「ひかり」誌 抜粋-1：丸山弘先生のご指導 

 

「ひかり」誌 抜粋-2：ご指導を受けられた方々の体験レポート 
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【２．「ひかり」誌抜粋-1：丸山弘先生のご指導】 

 
1993-12 月 Ｐ047【アトピー性皮膚炎について】 

 ・・・質疑応答の中で、アトピー性皮膚炎の質問がありました。「幼い子供

の皮膚炎については、夫婦の不調和が原因で子供に出ており、大人の皮膚炎に

ついては、その人の思うことに原因がある」ことをご指導下さいました。 

 

1995-3 月 Ｐ036【感謝の心】 

 高橋信次先生に光を入れていただいても、治らなかった方もおられました。

その方には感謝がなかったのです。感謝の深い方ほど光を入れた時に現象が出

てきます。 

 

1995-11 月 Ｐ030【老人の痴呆】 

 ・・・「老人の痴呆はどうして起こるのでしょうか？」 

 『それは第一に、感謝の思いがないからではないかと思います。次に思うこ

とが正しくないためと思います。感謝の思いと正しく思うことについてお話し

して上げることが大切だと思います。 

 私の母親も晩年、意識が朦朧としたことがありました。部屋や廊下に汚物が

こぼれました。昼は家内がお世話をしてくれましたが、夜は、私が帰ってから

後始末をしました。 

 当時は法を知りませんでしたから、心の中は不満で一杯でした。おむつを洗

いながら、夜疲れて帰ってくるのに、どうしてまたこんなことをせねばならな

いのだろうと心で愚痴っていました。 

 ある夜、外の洗い場でおむつを洗っていた時、このようにして母親に下の世

話をしていただいた。人間はこの世に生まれ出る生命に対しては、周囲をあげ

て喜び世話をするのに、人生の終わりを迎えようとする人にはどうして冷たい

のか。母がこのような状態になって生き永らえているのは、神が私に対して、

かつて自分がしていただいたように、母親にお返しをしなさいというお計らい

ではないのかと思ったのでした。 

 そう気づいた翌日から、母の痴呆は治りました。そして最後は、高橋信次先

生の『法蓮華僧伽呪』のお経を聞きながらこの世を去って逝かれました。母の

守護霊が、『貴方様には随分お世話になりました』と言って逝かれました。 

 

1997-8 月 Ｐ025【病気に囚われる】 

 病気にとらわれるあまり医学の本を読むよりも、必死になって「心の発見」、

「人間釈迦」を拝読することが大事です。そして法に添った生き方をすること
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が大事です。 

 

 

1997-10 月 Ｐ020【心の病】主婦の方からの投稿から￥ ・・・事情が

あって私は赤ちゃん（多分一才位）の時から中学二年まで、母の姉夫婦に育て

ていただきました。ついこの間まで、育てていただいたことに一応は感謝して

いたものの（実はまったくしていなかったんですけれど）、どこかいつも二人

に気を遣い、甘えられなかった、買ってもらえなかった等、小さな事ではあり

ますが、自分中心の不平不満だらけで、半分くらいは恨みの心があったかもし

れません。私の子供のことでいろんなアドバイスを受けても、口先では良い返

事をして心の中では「うるさいなー」などと思っていました。何て恐ろしいこ

とを思っていたのでしょう。十二年間も育ててもらいながらそんな思いでしか

いられなかった自分が、本当に情けなく、謝っても謝りきれない次第です。 

 あの学修会が終わった後、私は母の家へ行き、いろんな話をしていましたら、

母の姉から電話がかかってきました。学修会の内容を知りたかったようで、私

が、あーだったこーだったと説明をしていると、その時何故か涙が溢れてきま

した。涙が止まらず、その時初めて、自分の胸の内を全て話し、ただ謝りまし

た。私のそんな思いを「いいよ。いいよ」と言いながら、一緒に電話の向こう

で泣いてくれた育ての親が、とても暖かく感じました。 

 その二、三分の間の事です。あの日三日前から、私は生まれて初めて“ジン

マシン”が出ていました。薬を飲んでも、出たり引っ込んだりあちこちに出て

いましたが、そのジンマシンが、スーツと消えていました。丸山先生が「花粉

症とジンマシンは心の病」と言われたのを思い出し、母と私はただびっくりす

るばかりでした・・・ 

 

1997-10 月 Ｐ030【伝道だより】 

 ・・・今日からお風呂に入った時にでも『足の肉体細胞よ、どうか私の修行

に協力するため貴方方は復活し調和してください』と一心に念じながら足をな

でさすりなさい。そうすれば両足のバランスが取れるようになってくるでしょ

う。法を学ぶ者の正しい念は必ず通じるものです。 

 ・・・細胞のひとつひとつにも意識がありますから、調和された心で念じれ

ば必ず細胞の意識に通じます。神のみ心のままに活動してくださるように、肉

体細胞の意識に協力をお願いするのです。正しい念は必ず通じます。そして念

じた通りになるものです。 

 ですから神の光をそのままいただけるように法による心作りが、まず最も大

切です。そうしますと治療のための様々な智慧をいただくことが出来、心の調

和度に応じた治療効果もいただけるのです。 
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1998-1 月 Ｐ035【伝道だより】 

 ・・・「子供がアトピーの場合も愛情不足ですか」と、ご夫婦で来られた一

人の女性の方が・・・質問されました。 

 先生ははっきりと答えられました。「それは夫婦間の不調和に原因があるの

です。ですから精々、夫婦は仲良くしなければならないのです」とご指導され

ました。 

 

1998-5 月 Ｐ025【伝道だより】 

 ・・・男性の方は心不全の発作で入院したところ、心臓の弁の取り替えが必

要と診断されたことを・・・ご相談申し上げましたら、・・・先生は、 

 「心の中を整理されると良いですね、正法以外のモノに心の支えを求めては

おられませんか。それを捨ててください。法のほかにスガルモノを持っている、

それを捨てることです。過去に崇拝していた物を捨てることです」とご指導く

ださいました。 

 

1998-10 月 Ｐ035【伝道だより】 

 子供の病気は夫婦の不調和に対する警告ですから、常に夫に対して日々、ど

のような思いをしているだろうか、感謝と思いやりの心があるだろうかと、法

に照らして点検してみることが大事です。 

 

1999-5 月 Ｐ031【伝道だより】 

 ・・・人間の肉体には意識が存在することを、現代医学は知らないのです。

肉体が全てではないのです。人間は死んだ時、天上界から迎えに来られた光の

天使により手を引かれて意識（魂）が肉体から離れ、あの世へ帰るのです。残

った肉体はただの抜け殻です。しかし、肉体に執着があると死んでも意識は肉

体から離れようとしません。 

 意識が肉体にとらわれている状態で肉体を切り裂かれたらその人はどうなる

でしょうか。事実、交通事故で死亡したＡさんの臓器がＢさんに移植された場

合、Ａさんの意識がＢさんに移りＢさんは移植された日から交通事故に会った

瞬間の恐怖に苦しむことになるのです。ハーバード大学でもこの問題が解決出

来ないので、私はこの意識とは何かを、ハーバード大学医学部に伝えたいと昨

年末から考えているのです。 

 また、臓器移植の場合だけでなく、死ぬ時に後光が出ていない人は、殆どが

肉体にとらわれているため意識は肉体から離れようとしません。その人自身は

死んだという自覚がないため、意識は肉体にしがみついて自分は生きていると

必死で訴えます。 

 もちろんそれは生きている人間には通じないので、その状態で火葬場に運ば
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れ焼かれてしまいます。中で熱い、出してくれと叫んでも気付いてもらえず、

その人は怒りや恨みで一杯になります。そして、あの世に帰ることも出来ない

まま、怒りの心でこの世をさまよう事になるのです。このような魂が増えたら

どうなるでしょうか。大変な事になります。 

 しかし、後光が出ている人は、その人の守護霊に手を引かれてあの世に帰る

ことになるため、火葬場で焼かれることはありません。また、法を精進してい

る心在る人は、臓器移植の肉体並びに死者の霊に対して、正しい在り方につい

て話してあげることが出来るのです。ですから、法を伝える事は最大の人助け

となるのです。この世にいる間に自分は法を伝えることが出来るよう精進努力

を重ね、主のみ心に沿えるよう実践をしているかについて、皆さん一人一人が

考えなくてはいけません。 

 

1999-6 月 Ｐ039【春の研修会ルポ】 

 ・・・また最近は、臓器移植が盛んにやかましくなりました。それを縁とし

て多くの人たちが我も我もと献体登録をしている人が増えているということで

す。 

 生体移植も肉体に執着を持っている人は、自分の肉体から意識が抜け出るこ

となく研究のため切り裂かれる、またホルマリン漬けにされるとしたら、どの

ような思いになることでしょうか。想像しただけでも恐ろしいことです。 

 現代医学では、肉体がすべてだと考えていますから、肉体の心臓や脳が動か

なくなった段階で脳死等と判定して死亡を確認しているようです。 

 臓器移植も肉体に執着を持った人は、自分の肉体に意識が入った儘で切り裂

かれる、また、ホルマリン漬けとなるとしたらどうであろうか。そういった死

後の実態を知らないから、自分中心の思いにより、死を迎えると眠ったままあ

の世に帰るのだと思っているのです。 

 こういったことを正しく学修して、正しい死についても知って頂きたいと思

います。 

 

1999-7 月 Ｐ028【春の研修会ルポ】 

 今日の臓器移植というのは、いかに肉体中心であるかということです。脳死

というものを中心に医者は、もう死んだものと判断します。しかし、肉体は死

んでも、意識は永遠に死なないのです。そのことを現代医学ではわからないの

です。ですから、肉体を切ったり、裂いたり、くっつけたりして、臓器移植は

完成としているのです。 

 しかし、私の心臓を隣の人にあげた場合、私には、私の生き方考え方があり、

また隣の人には、その人のまた違った生き方考え方を持っております。それが

もう、肉体細胞の意識にも浸透しておりますので、くっつけたとしても、相反

発するのです。調和するはずがないのです。 
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 そのため、現在ハーバード大学では、この反発をどうしても押さえられない、

なぜか、ということを言っているのです。それは、肉体を中心の医学だからで

す。でも人間の魂、意識というものは、永遠に死なないのです。肉体はこの世

の乗り物にしかすぎない、ということを私はハーバード大学に行って話したい

のです。そうすると現代医学は、ひっくり返り大混乱が起こります。 

 しかし、医者がみんな本当に心ある医者であったら、正法を勉強すると思い

ます。そして、臓器移植とは、永遠に死ぬことのない意識と肉体細胞意識にそ

れぞれ話しかけてあげることだと気づくのです。なぜなら、Ａさんの肉体とＢ

さんの心臓とを移植するにあたり、 

 『大宇宙大神霊・仏よ、Ｂさんの心臓の肉体細胞意識ならびにＡさんの肉体

細胞意識に光をお与えください、心に安らぎをお与えください。あなた方は相

互に生かし合うために調和し復活しなさい。 

 Ｂさんの心臓の意識よ、あなたは今からＡさんを生かすため、心臓の肉体細

胞として協力してください。そのために、Ａさんの肉体細胞に調和してくださ

い。 

 Ａさんの肉体細胞意識よ、ただ今から貴方方はＢさんの肉体細胞を受け入れ

調和してください』 

 と、心在る者、神の心を心としている者が語りかけることが大事です。但し、

話しかける者の心が欲望を持った時は成功しません。医学者も正法に帰依して、

心在る人間になるための精進を重ねないと、正規の臓器移植は成功しないでし

ょう。 

 

2000-11 月 Ｐ031【伝道だより】 

 目が悪いのは、『目は心の窓』というように心が調和すると目が良くなりま

す。 

 

2002-2 月 Ｐ025【一人の会員の方を通して頂いた学び】会社員(女性)の

方の投稿 

 ・・・その時先生は、「・・・喘息は、何かの事情によりお母様から愛情を

十分頂くことが出来なかったためではないでしょうか。ご両親に対する反省を

十分されることが大事と思います」とご指導くださいました。 

 

2002-5 月 Ｐ049【伝道だより】 

 ・・・手術後、高橋信次先生のご講演テープを聞かせてあげておられますか。

レシーバでもいいですよ。そうしますと、術後の肉体細胞の修復が早く、肉の

盛り上がりが良好になります。またガン細胞の転移が抑制されるなどいろいろ

な現象が出ています。第一、痛みがなくなります。痛くて痛くて転げ回ってい
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るような人でも、高橋信次先生のご講演テープを聞かせてあげますと、『ああ、

楽になった』と言われます。それだけでも高橋信次先生がどのように偉大なお

方なのかお分かり頂けると思います。 

 

2002-7 月 Ｐ033【伝道だより】 

 ・・・金沢の方で、五年間すい臓癌を患われて、痛くて痛くて苦しんでいた

方がおられました。そのお話を伺ってお祈りさせて頂いたところ、痛みがうそ

のようになくなり、元気になってこられたのです。 

 ところがこの方は残念なことに、既に、前記の病院で脾臓を切ってしまわれ

ていたため回復することが出来ず、二一日後に亡くなられました。しかし二一

日間痛むことなく苦しむことなく平安な状態で亡くなられたのです。 

 このように脾臓を切ってしまったら、どんなに手を尽くしても助からないの

です。脾臓は、水田の水にあたるリンパ液を肉体細胞に与えている臓器です。

五臓六腑と言いますが、『臓』とつくものは一番大事なものなのです。それに

もかかわらず、お医者様は何故か、脾臓を切り取ってしまわれるのです。 

 これも現代医学が、肉体を中心とした医学のためではなかろうかと思います。 

 

2002-7 月 Ｐ058【伝導だより】 

 顔に吹き出物が出来たという方に対して、「貴方は何時も心にブッブッ思っ

ておられませんでしょうか。心の中に、ご主人に対する不平・不満を持っては

おられないでしょうか。病気は、神と結ばれている一人一人の心が神のみ心か

らはずれているから、そのはずれた分だけ反作用となり、心に悩み苦しみが起

き、病気となって肉体に現象化するのです。 

 ご主人は一生懸命に生きておられるのです。如何なる人も、人間は百点満点

取れる人はおりません。ご主人に対して、こうもしてくれない、ああもしてく

れないと、もしも思っていらっしゃるようでしたら、自分は、主人に対してど

うかなと心に問いかけてみられたら良いと思います。ご自分も満点ではないは

ずです。ご主人を非難するより前に、まずご自分の非難する心をなくするよう

にしてください」とご指導くださいました。 

 

2002-8 月 Ｐ072【伝導だより】 

 私は各地で難病の人に出会う機会を多くお与え頂いております。しかし毎月

お会いし、本来ならばもっと早く良くならなければならないはずですのに、前

と同じ状態であるということが多々あります。そこで私が『ご著書をよくお読

みになっておられますか』とお尋ねいたしますと、たいてい『はい。よく読ん

でおります』と答えられることが多いのです。 

 しかしお体の調子は良くなく心を見ましてもしっかりした状態ではないので
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す。そこで何ヵ月か後に『本当に真剣にご著書を拝読されているのですか』と

お尋ねしますと、『いやー、実は読んでいないのです』とおっしゃるのです。 

 しっかりご著書を拝読されている方の病が重くなるはずがないのです。ご著

書をしっかり拝読することが正法帰依の第一歩なのですから、法友の中で病気

がなかなか良くならないという人にはしっかりとご著書を拝読されるようお勧

め頂きたいと思います。 

 

2002-9 月 Ｐ046【伝導だより】  

 現在、日本列島は、お年寄りの痴呆問題で混乱しています。何故なら、年金

や保険制度によって国がお年寄りの面倒を見るようになり、お年寄りが働かな

くても暮らせるようになって、生活の心配がなくなり、優雅な生活を送れるよ

うになった。昔はみんな貧乏で年老いてもワラジを作ったりして働かなければ

暮らしていけなかった。そして働いていたから痴呆などにはなる人が少なかっ

たのです。 

 しかも、あの世に帰る道……偉大なるご著書など何も与えられていなかった、

念仏を唱えることしか知らなかったのです。ですから痴呆はいわば安楽の中で

の現代病ではないかとさえ思います。安楽の中で生きるようになった結果、感

謝の心が小さくなってしまったのです。 

 恵まれ過ぎて、そして頂くものがあまりに多過ぎて、自分がご恩返し出来ず

に、天の恵みの大きさに対して押しつぶされて苦しんでいる状態です。頂いた

ことに対して報恩感謝の行為があってこそ、バランスが取れて心が健全になれ

るのです。頂いたら返さないといけないのです、それが中道です。 

 正法は感謝に始まり、感謝に終ります。報恩感謝のない人は、いくら正法を

学んでいても必ず混乱してしまいます。幸せになれません。 

 

2002-11 月 Ｐ053【伝導だより】 

 ・・・(胆石の)石ということから考えますと、心の頑固さ、『人からこうで

はないかな』と言われても、『いや、そんなことはない』と言い切ってしまう

ような頑固さがなかったかどうか、反省してみてください。そうしますと、胆

石も突然、ポロッと出てくるかも知れませんよ。 

 

2003-1 月 Ｐ072【〈編集室から〉】 

 ある日、ガンで患っておられる方の癒しをお願いしたとき「癒しを求める方

を次々誰彼構わず抱きしめている。それは慈悲魔であり、『慈悲も過ぎれば魔

に通ずる』ということであり正しくない。 

 難病の殆どは、肉体を中心とした思い、行いをして来たがため、その意識が

病んでいる。その原因は、ご著書の拝読が十分でないため、定められた学修を
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実践していないため、指導されたことを参考にしていることが主たる原因であ

る」とお導き頂きました。 

 

2003-2 月 Ｐ038【伝導だより】 

 現代は難病が非常に多くなってきております。それは神と通じている自分自

身のウソのつけない善なる心による、正しい思い、行い方から外れた生き方を

したその結果と思います。 

 神のみ心を心として反省し、自戒し、自分自身の心が浄化された時に、難病

も癒されるものと思います。正法に不可能はありません。ひとえに、その人の

精進にあると思います。 

 

2003-2 月 Ｐ064【伝道だより】 

 病気になったときには、どうすればいいのかちゃんと書いてあります。『病

気平癒祈願』『健康祈願文』を拝読したらいいのです。 

 でも、『健康祈願文』を拝読させて頂くのも、貴方が日々法による精進努力

した積み重ねの次元でしかお救い頂けないことを知ってください。 

 ですからますます己に厳しく他には寛容な心作りの努力をする。そして毎日

反省を深め、間違った思い、行いを修正する。必死になって、正しい心作りを

努力して行くことが大事です。 

 

2003-3 月 Ｐ038【伝道だより】 

 現代医学では難病でも、心の世界では難しいことはありません。神仏には不

可能はありません。全て可能です。不可能にしているのは人間自身自らの心で

す。永遠の生命である心（魂）が痛んでいるから、その乗り舟である肉体も痛

むのです。 

 

2003-3 月 Ｐ040【伝道だより】 

 正法を学び、正しく実践され、報恩感謝として伝道に明け暮れている方なら

ば、決して難病等にはなられないと思います。病気になるのは、その方の思い・

行いが法に沿っていなかった事が原因だと思います。もし法を学んでいる方が

難病になられたのであれば、それは、口先や知識のみで、神仏とお約束された

学修と伝道を怠っておられるのではないかと思います。それを病気を縁として、

自分自身の精進努力が足りない事を、神仏により気付かせて頂いたと思える事

が大切だと思います。 

 病気は自分自身が精進努力して治すべきだと思います。それがいつの間にか、

病気になったら学修会に参加すれば治してもらえるという、間違った考え方に
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なってしまったように思います。これは、私自身も深く反省すべき事だと思っ

ております。 

 

2003-10 月 Ｐ036【伝道だより】 

 ・・・男性が、「・・・私の従姉（一二歳年上で、現在六六歳）が脳腫瘍に

なり、それがきっかけで半年前から痴呆が始まったとのことでした。随分前に

正法の話をさせて頂いたこともあり、また富山の学修会にも一緒に参加しよう

と話をしたことがあったため、何か自分が従姉に対して出来ることがないだろ

うか、もし何か出来ることがあるのであれば、精一杯のことをして差し上げた

いと思っております」と話されました。 

 先生は「身近な方が病気になられたということは、その方よりも、貴方様が

必死になられて法のご精進をされ、その方の平安を祈られることが一番幸せな

ことではなかろうかと思います・・・」とお話しされました。 

 

 

2004-6 月 Ｐ054【伝道だより】 

 ご主人様の介護をされている或る方・・・(に対して) 

 先生は、「・・・ご主人様の病気の原因が自分にもないか。なぜなら、困る

のは自分だから。 

 『神仏様には、主人の病気を通して、この私に何かお導き下さっているので

はないか』と考えてみることが大事です。 

 このような思い方をされることにより、相手の病気の原因は自分にあること

に気づくことができます。・・・」とご指導されました。 

 

2004-10 月 Ｐ064【伝道だより】 

 正法では、耳の悪い人は九十％が自分中心の「我」が耳に蓋をしているのだ

とお教えいただきました。 

 

2005-3 月 Ｐ031 正法と生活【お救い頂いて】主婦の方の投稿 

 ・・・自分を取り戻した途端「脳腫瘍に侵されるとは、法を学んでいながら、

どういう事なんだ」という暗い思いで、心が一杯になりました。私は何を学ん

でいたんだろうか。まだまだ未熟だけれど、何処が悪かったんだろう。 

 ・・・先生は、お忙しい中を、私に起こった過程をじっくりお聞きくださり

「・・・、これまで日々どのように過ごして来ましたか、毎日決められたご著

書の拝読、『光の器を』『心行・祈願文（反省）』、『健康祈願文』、『心行

三回』、「一日の反省」を実践していたか」をお尋ねくださいましたので、映

画を見に行ったりして、あげたり、あげなかったりしていたことをお話し申し
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上げますと、即座に先生は 

 「そこに原因があるように思います。あげたり、あげなかったりすることは

大変恐ろしいことですよ。そのような状態では、勿体なくも守護・指導霊様に

は、お守り、お導きは出来ないと思います。貴方は、自らの光を全部消してし

まい、簡単に魔を呼び込んだのでしょうね。 

 正法者として最も大事な『神仏に対するお祈り・お誓い』を実行されないで

は正法者と言えません。天と地が最も近いこの大事な光の時、光が一段と強く

なることにより、魔の住む場所が狭くなるため、激しく騒ぐのです。魔も必死

です。ありとあらゆる機会、手段を使って、ちょっとしたスキでも逃がさず狙

って来ます。・・・」 

 ・・・ 

 

2006-1 月 Ｐ054【伝道だより】 

 病気の気とは心という意です。心を病むことを病気というのです。肉体の病

気のほとんどは、魂の中心である心に原因があるとお導き頂いています。怒り、

愚痴、嫉み、そしり、悪口、情欲、むさぼり、という思いや行いをすることに

より、必ず自分の心に苦しみとなって返ってきます。そういったことを重ねて

行くことにより、やがて病気となって現象化するとお導き頂いています。 

 原因があって結果がある。病気になられた方はやはりその原因を作っておら

れるのです。偉大な主・高橋信次先生のお導きは非常に明快です。原因のない

ものには結果はない。原因から結果に至る過程は心の問題です。心で思うこと、

考えていること、つまり〔思い〕が自分にウソのつけない善なる心から外れた

場合、その外れた分苦しみとなる、とお導き頂いています。 

 苦しみをつくらないためには、常に、法により自分自身の思い、行いを正し

ていくことです。そうすれば健康になります。 

 神仏には、人間神の子を救うチャンスをお与えくださっています。それが反

省です。人間は誰でも間違いを犯しやすい。ですから間違いに気付いたら直ち

に反省をされる事が大事です。 

 反省とは、その自分にウソのつけない善なる、心から外れた思い、行いを正

しい方向に戻すことです。 

 

2006-7 月 Ｐ055【伝道だより】 

 病院で『てんかん』と診断された方が、学修会に来られるケースがよくあり

ますが、その殆どが、悪霊が憑いている場合が多いようです。その原因の大方

は、ご本人様を始め、ご家族の方がこれまで信じていたものに動物霊がいたこ

とが原因の場合が多いようです。これらは、今日の現代医学で発見することは

困難のように思います。 

 ・・・自分の家族を始め、知人等の病気に対し、手当をされておられるケー
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スがあるやにお聞きしたことがあります。今後絶対に手当をしないよう特にご

注意頂きますよう厳にお願いいたします。このような『癒し（手当）』は、偉

大な主・高橋信次先生より、お許しを頂かれた方のみ許されていることであり

ますので、絶対に独断実行されないようお願いいたします。 

 特に、正法に帰依していながら、これまでの宗教遍歴、自分しか知らない、

宗教について、正しい処理をしないと、その憑いているモノが次第に成長して

大きくなり、人の命まで取るケースが沢山ありますから、特にご注意ください。 

 過去に種々宗教の遍歴をされた方は、どうしても始めは、種々妨害があって

正法にはなかなか入って行けないようです。学んでおられても安らぎがないよ

うです。一時も早くご精進されて健全になられてください。 

 過去の宗教遍歴ほど恐ろしいものはありません。それは、憑いている、憑か

ないにかかわらず、必ず心が毒されます。皆様には、今日、過去を振り返って、

自分の心はどうだろうか等とお考えになられることも、大変大事なことだと思

います。恥ずかいしいことでも何でもありません。正しくないと、あの世には

帰れないのです。最近、特にこういったことを痛切に感じます。何卒皆様には、

自分の心を見つめてください。 

 

2006-11 月 Ｐ074【伝道だより】 

 その敷地に隣接して祀ってあるお稲荷様の影響でお子様達が続けて骨折をさ

れた方が「まだ新しく購入したばかりの家ですが、より良い環境の家を捜して、

不動産業をしている義弟にお願い致しました」と話されると、 

 「正法に触れる前に購入された家なので仕方ありせんが、お子様が二人も続

けて怪我をされたのに貴方様が平然とされていることに大変驚きました。でも

小難ですんで良かっですね。今後は、偉大な主・高橋信次先のお導き通り、百

点満点で生きられるよう精一杯努力され、日々一秒一秒の心に思うこと、行う

ことの点検を十分され、一日の終わりには必ず正しく反省をされますよう精進

努力していただきたいと思います・・・」とお話しされました。 

 

2008-2 月 Ｐ051【心と肉体の法則：1976-1/10「関西新年講演会」録

より】 

 皆さんが、天上の世界、光明に満たされた世界から出て来ている人もいます。

或いはまた、神界や幽界から出てきている人もあります。人それぞれです。た

だし、如何に人間の肉体が欠陥中であろうとも、地獄からは絶対に生まれてこ

ないのです。もし、欠陥車が生まれたとしたならば、それは両親の肉体的条件、

心の条件が左右しているのです。 

 子供の肉体細胞が出来る間における胎教の中で、母親の心の状態が作り出し

ているということを知らなくてはいけないのです。それは細胞分裂の時に核酸

反応が起こります。その核酸が正しく細胞分裂に協力するときは、心が美しい
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ときです。心が混乱をしておったならば、その核酸は即座に、核分裂を起こす

ときの不調和な地獄霊を呼び、その地獄の細胞が分裂を阻害していくのです。 

 現代医学では分かっていません。次元の違った世界から観れば、その事実が

分かるのです。不思議でも何でもないのです。 

 皆さんの肉体の中におけるところの、外因性によるところのウイルスも同じ

現象として現れてくるものなのです。 
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1991-01 月 Ｐ022 

【神仏の計らい】デザイナー(女性)の方の投稿 

 去年(1989 年)の十二月二十二日のことでした。早朝犬の散歩に出た祖母は

転んで右手の骨を折ってしまいました。慌てた母と私はすぐに一一九番に電話

をし、救急病院を紹介していただき、車で向かいました。ところがそこには掃

除係のおばさんが忙しそうに働いているだけで、電気のついた診察室には先生

も看護婦さんもおられませんでした。 

 約十分程待ってもだれも出て来ないので、待ち切れなくなって母がナースセ

ンターまで看護婦さんを呼びに行きました。「先生は九時に来られます」と言

われ、応急手当をしていただき、いったん家に帰り、九時頃再び病院に行きま

した。 

 この日の待合室は患者さんでいっぱいでした。やっと歩いている老人、腰が

痛くて動けない働き盛りの人、しょんぼりしている子供、さまざまな病気の方

が順番を待っておられました。祖母はすぐに名前を呼ばれ、診察室に入りまし

た。しかし、なかなか先生に診ていただけず、診察・レントゲン・治療の一通

りが終わった時には十時半になっていました。私は「骨折のおばあちゃんをぞ

んざいにしている。年寄りだと思って馬鹿にしている」と思いました。母と祖

母と私の三人で話し合った結果、「この病院の治療方法は不安だわ。一年経っ

ても後遺症が残る、なんて先生が話していらっしゃったし。もっと近所に整形

外科の先生がいらっしゃるからそこへ行きましょう」ということで、その足で

近所の先生のもとに駆け付けました。 

 中に入ると、たくさんの方がリハビリの順番を待っていました。受付を済ま

せると、先生は診察室から飛び出て来て祖母に駆け寄り、「おばあちゃん大丈

夫？」と何度も聞いた後に、車いすを持ってきて祖母をすぐ診察室に連れて行

ってくださり、診てくださいました。それから三十分もしないうちに診察が終

わり、私達親・子・孫三人はいい先生に会えた、と手を取り合って喜びました。 

 その翌日から生活が変わり、犬の散歩のおかげで早起きが出来、祖母と対話

する場も増えて、これこそ神の慈悲と思い、一年たった十二月十日の学修会で

発表いたしました。この時先生から思いがけないご指道をいただきました。「救

急病院から近所の病院に変えたことは自己中心の行為ではないでしょうか。お

母さんとよく話し合ってください」と教えていただいたものの、母と話し合っ

ても自分達のどこが悪いのか分かりませんでした。翌日、先生は次のようにご

指導くださいました。 

 「消防署の紹介でその病院に行ったということは、神が与えてくださったと

いうことです。神が、この病院へ行けばおばあちゃんの手が治りますよ、と教

えてくださったのです。それを掃除のおばさんや看護婦さんなどの小さなこと

にとらわれて神の慈悲を自らの手で払いのけて、自分の都合のいい所へ走った

のです。おばあちゃんの右手は完治しましたか？ 神のみ心に反したことをし

た分、そこには神の光は届かないでしょう。神の慈悲を払いのけたことを神に

お詫びをすれば、再び神の光は届き、おばあちゃんの手はきっと治っていくで
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しょう」とご指導くださいました。私達親子は大変なことをしてしまったこと

に気付きました。 

 早速家に帰って母に話し、神の慈悲に気付かなかったことを反省いたしまし

た。私の心には「おばあちゃんは重病で急患だから特別扱いを受けるのは当然」

と思っていました。そのために消防署に対しても救急病院の看護婦さんや先生

に対しても感謝の心のないことに気づかせていただきました。 

 自分にとって気分の良い出来事がすべて良いことでないことが分かりかけて

きました。 

 あの日の掃除のおばさんや看護婦さんの態度を見て腹を立ててしまった私で

すが、その原因を思うと、この方達が自分の思うように丁寧に扱ってくださら

なかったことにいら立ったのでした。これが自分の都合でありました。こうい

う時にこそ自分の心の不安定な原因を見るべきであった、と思いました。 

 私は、去る十二月十日に自分の都合のいい解釈で神の慈悲のお話をさせてい

ただきました。これは間違いでありました。祖母が手の骨を折ったその時から

すでに神の慈悲をいただいていたことに気付かせていただきました。 

 このようにして毎日の生活の中でさまざまな形で神が私達に働きかけてくだ

さっていることを学ばせていただき、身のひきしまる思いがいたしました。現

在はこの失敗を生かしてもう二度と同じ失敗はすまい、と思っております。 

 

 

1992-01 月 Ｐ027 

【報恩感謝】会社員(女性)の方の投稿 

 今、実家の母は痴呆の病院に入っております。 

 十二月の第一土曜日の勉強会が始まる前に師より「お母さんはいかがですか」

とお声をかけていただきました。私は「昔、働いていた頃の仕事をしていると

思っているのです」と答えると、師は「ボケは治りますよ、法を学んでいる方

のお父さんは治りましたから、お話しを聞いてごらんなさい」とご指導をいた

だきました。 

 その方は昼間は働いておられるので夜八時頃ならと思いお電話をいたしまし

たが食事中で、これからお父さんの体をふいてオムッを取り替えて寝かせてか

らかけ直しますからと、改めてお電話をいただいたのは九時三十分でした。 

 その方は、お父さんのお世話を通して、育てていただいたお返しをさせてい

ただいているのですと感謝と悦び一杯のお話しを聞かせていただき、自分の心

を見つめ直しました。 

 毎日、苦しみの中でもがいている母を、娘として悲しく思っていた日々、で

も入院以来、母は明るくなり、感謝の言葉が多くなる母を見るうちに入院させ

てよかったと私も母と共に悦び、感謝の日を過ごしていたのが、いつの間にか

感謝を忘れている自分を見つけ、そのことを次回の学びの場で発表いたしまし

た。 

 師は「感謝に気付かれましたね、そうしましたら、お母さんは不安なのです。
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働かなくてもよいことなど、安心の言葉をかけてあげなさい」とご指導くださ

り、私はその日のうちにと母の元へ飛んで行きました。 

 初め母は何を言っても一方通行で話し合いなど出来なかったのですが、働か

なくてもよいこと、入院していろいろな方々からこんなに心をかけていただい

ていること、母が明るく感謝の言葉が出ていることが、私はとてもうれしいと、

私が得た悦びと母を通して学んだこととその反省を素直にありのままを言いま

した。そして師は魂に対してご指導をしてくださっていることを話しました。 

 すると母は、みるみるうちに自分を取り戻し涙を流し「私の人生の中で丸山

先生のような人はいなかった」と言うのです。その言葉に私も思わず涙して「こ

うして法に触れることが出来、丸山先生にお会い出来たのも二男のおかげやね、

感謝を忘れたらだめやね」と言いましたところ「神や仏や言う前に丸山先生の

ことを忘れたらいかん、よく思い出させてくれてありがとう」と深々と心から

の感謝をのべるのです。室へ戻るエレベーターの中で「一歩でも慈悲深い先生

に近づけるよう残された日を共に感謝していこうね」と言い別れました。 

 母は一番上の階の入口に鍵のかかっている所に入っており、自由にその階か

らは出られません。私はいつも帰る時、ガチャーンと階段中に冷たく響く音に

心が痛みながら帰ることが多かったのですが、その日の響きは暖かく聞こえま

した。 

 帰る道、車を運転しながら「神や仏や言う前に丸山先生のことを忘れたらい

かん」と母が言った言葉を何度もくり返しているうちに、自分が師に対してそ

の時だけですぐに感謝を忘れるように、良くなったことに対してもその時だけ

でいつの間にか当たり前となり、その灯を消してしまう感謝の薄い人間である

ということに気付き、改めてその心を見つめ直しました。 

 高橋信次先生のご著書に触れることが出来たのも、丸山先生にお会いするこ

とが出来たのも二男の兄のおかげです。ご著書を読み、心は高鳴り何かしなけ

ればいけないが、日々の中に何をどう生かしていけば良いのか全く分かりませ

んでした。丸山先生にお会いし、私は常識があると思っていましたが、学びの

場で、自分は常識もととのっていないなあということも気付き、今日まで一か

ら教えていただいていること、感謝とは、どういう風に何に対して表わすのか

と、一歩でも法に近づけられるように育てていただき、お導きいただいている

ということに気付いた時、師に対し感謝をなくしてしまうと、神に対しても、

仏に対しても心からの感謝を思えないということに、母の言った言葉で深く気

付かせていただきました。 

 師が言われた「お母さんは不安なのですよ」という言葉も私の心だったので

す。二男の兄が長年母が生活して来た借家を出ると言い出し、私は母が盆暮れ

に帰った時のために離さないでほしいとお願いしたのですが金銭的に無理らし

く、兄達の領域として処理をし母に言わずにいたのですが、母の帰る所がなく

なる、どうしようという私の不安な心を読み取っていたのです。 

 「家に帰る。働く」と言っていた本当の母の言葉の意味を気付けず、私はボ

ケは治らないんだなとしか思っていなかったのです。 
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 師から母が入院当時、鍵のかかった所に入っている母がかわいそうで苦しん

でいる私に対し「あなたがしっかりすることですよ」とご指導いただいたので

すが、今回の件を通し、私が悦びと感謝を忘れると母も同じく感謝の言葉も言

わなくなり、おかしなことを言い出します。私が心から悦び、法の灯を大きく

感謝一杯の心で生活をしていると、感謝の言葉を私が言わなくても母の方から

心から私に対し師に対し感謝の言葉をのべるのです。 

 この件を通し、感謝の薄い私が感謝を深く知るためにあの世でお願いした通

りに母は身を供養して私の姿を演じてくださっているように思えてきました。 

 約束通り私を産んでいただくことによって、法に触れることができ、高橋信

次先生のみ教えを正しく実践している師のもとでお導きいただいている私は私

と私の魂の兄弟達の大きな悦びです。 

 これから先、八十才の母はどれだけ生きられるか私には分かりませんが、母

の心の中には高橋信次先生のみ教えがあります。学びの場に出た時の丸山先生

のお話しがしっかりと心の中に刻み込まれております。母は法に触れておりな

がら己に打ち勝つことはできませんでしたが、この世に産み、育てていただい

たことに対し、報恩感謝として母の心に正しいことをしっかりと刻み込めれる

よう共に反省し、母の姿を通し己の姿を見つめ自分を変え、感謝を深めていく

覚悟で精進いたします。 

 神に対し、主に対し、日々大きな計らいのもとで正しさを学べる場をいただ

いておりますことに心から感謝をいたします。 

 

 

1992-04 月 Ｐ022 

【正法とリュウマチ】会社員(女性)の方の投稿 

 もう一○年も前のことになりますが、私の母は、その半生を慢性関節リュウ

マチの足ですごしました。リュウマチという不治の病を見ながら育った私達は、

体質的遺伝の不安と、子育てに苦労をかけた母にはぜひ老後を健康で過ごして

もらいたいと思いつつ、県内のいろいろな病院に入院、通院を繰り返しており

ました。温泉治療をはじめ、はり、灸、漢方医学等で、せめて針の束で刺され

るような激痛だけでも和らげてあげたいと、家族共々願っておりました。 

 しかし、ある専門医の「あなたのお母さんは嘘を言っているのではありませ

んか。どんなに検査しても軽症の方なのですがねー」の言葉に私は愕然とした

のです。「そんなバカなことって。もう三○年以上前からひざの痛みに苦しん

できたのを私は見てきたんです。全身弱っていざりになってしまったのです。

嘘ではありません」と答えつつ、（なんだ。現代医学とはこんなものなのか）

と思いました。 

 そこで、医学では分からないものが関係しているのかもしれない、と宗教的

治療に力を注ぎ、Ｋ新興宗教で祈祷をしてもらいに通いました。しかし、結果

は悪くなるばかりでした。年老いた母の体力と経済的にも限界があり、しまい

に私達家族は諦め半分でした。 
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 そんな時、同じ会社に勤めていらした○○○○○さんから丸山先生のことを

教えていただいたのです。私は失礼にも『心の学修』よりも母の足が良くなる

ことだけしか考えていなかったのですが、丸山先生は快く母と私に会ってくだ

さいました。先生は母に「あなた様は今まで人に痛いめに会わせたことはあり

ませんでしたか」とおたずねになりました。 

 「いいえ、母はそんな人ではありません」と思わず、私は横から口をはさみ

ました。それくらい自分達は立派な人間と思っておりました。「では、戦時中

はいかがでしたか」のお言葉に、母は戦後三七年をさかのぼって思い出してい

るようでした。 

 その頃は台湾に住んでいて、父は大勢の台湾人を雇って砂糖きびから砂糖を

精製する仕事の管理をし、たいへん賛沢な暮らしだったそうですが、先生がそ

んなことをご存じであるはずもないことに何の疑問も持たない私達でした。 

 「戦時中であっても神様の目から見れば日本人も台湾人も同じかわいい神の

子でしょう。あなた様はその辺の反省をされると良いですね」とお話しくださ

った時、母には何か心当たりがあったようでした。また時間をかけてお話くだ

さいました神理は心に染み込んでいくようでした。「そしてこれからは感謝一

杯で過ごされることです。お世話してくださる人に対して、またお世話になっ

ているおふとんやお茶碗、あらゆるものに感謝していってご覧なさい」と心を

正した生活の在り方を分かりやすくご指導してくださいました。そしてその痛

みの止まないひざに先生は「ひかり」を入れてくださいました。そして神様に

対して母に代わって今までの過ちをお詫びしていただき、またひざの細胞には

「今、この者は心を入れ換えて生きようとしている。肉体を持って生まれて来

たときのように協力をしなさい」と言い聞かせてくださいました。 

 このようなご指導と御業がどんな偉大なことなのかも、その時私達親子は全

く知りませんでした。ただ母と性格がそっくりの私は気性が激しく、わがまま

だったであろう若い頃の母の、良心の痛むような思いや行いが何となく想像が

つきました。こうして神理の学修と正しい生き方への努力が始まったのでした。 

 それから一、二週間程たったある朝でした。今でもはっきり私の耳と目に焼

き付いています。「み－こや、み－こ。ほら」と、横で寝ていた私を起こす母

の声がするのです。目を覚ますと、なんと母はベットに手をかけてにこにこと、

ほんとうにうれしそうに立っていたのです。長いこといざりだった母が。「ど、

どうしたん」とびっくり仰天の私。（まるでイエス様のお話しに出て来る「奇

跡」みたいや）と後は言葉が出ませんでした。 

 リュウマチは、雨の日や寒い日は特に全身の節々がうずくのです。そんな体

で家事や私達六人の育児をしていただきました。六○歳を過ぎて段々体力は弱

まりいざりになっていました。それが、七○歳間近になった今、自分の力で、

それも自分の二本の足で立っているのですから全く驚きました。まして法も深

く学ばない母が、正しく反省をどれだけできたというのでしょう。まさしく「奇

跡」でした。 

 このように何年も苦しみ抜いたリュウマチから救われたのでございます。母



80 
 

は、衰弱していた足腰の機能回復を計ろうと、よろこび勇んで、リハビリテー

ションのために入院致しました。しかし、そこで検査中に子宮癌の末期である

ことが分かり、あっと言う間に他界いたしました。まるで正法の偉大さを、先

生のご指導の正しさを私達に分かるように実験台になってくださったのではな

いかと思うほどでございました。この貴重な体験の後で、実は母のひざには蛇

の悪霊が巻き付いていて、何も知らない私達が怖がらないようにと、先生はあ

えてお口に出さずお心の中でその悪霊達に（あなた達は悪さをしてはいけない。

行くべき所へ帰りなさい）と諭されたことも教えていただきました。 

 現代医学で分からないリュウマチは、遺伝でも環境のせいでもなく、本人の

神の子らしくない心とその行動が原因で、その心に相応して呼び寄せていた悪

霊が影響して、より苦しんでいたことをはっきりと分からせていただきました。 

 しかし、この一○年間学修会やご講演のビデオなどでお勉強をさせていただ

くうちに、自分の心を見詰めることや正すことがどんなに難しいか、また人間

のエネルギーを吸い取って生きている悪霊が、どんなに離れにくいものかがや

っと少しずつ分かって来ましたところ、今まで平然と受け止めていた、あの日

の先生が一目で母の反省点をご指摘いただきましたことや、母がいただいた「ひ

かり」、ご指導の一つ一つが全てこの世的には不可能で不思議な神様の御業だ

ったと気付かせていただきました。ということは私達はどんな偉大な学びをさ

せていただいている今か、それこそ『奇跡』の連続の中にいることも分かって

まいりました。そしてこの世に在る限り一秒一秒の己を大切にし、しっかりそ

の目的と使命を果たしていきたいと思いました。 

 高橋信次先生のお説きくださいました正法と丸山先生のお導きに深く深く感

謝申しあげます。いつも私達のそば近くに神様を感じさせていただけますこと

を幸せに思います。 

 

 

1996-6 月 P022 

【お救いいただいた悦び】税理士 男性(Ｎ氏・・・助かった女性のご主人)の

方の投稿・・・ある女性が脳幹部の脳梗塞から救われた記録-1/8 

 Ｎでございます。私はこういう会に出席するのは初めてでございます。まず、

正法にご縁を頂いたいきさつを申しますと、私の家内が、解離性動脈瘤という

非常に死亡率の高い病気にかかったわけです。大動脈がさける病気でございま

して、そしてその時に、○○先生ご夫妻から、この心行、正法というものを、

そのお話を聞いたわけでございます。そして、まずその時の忌憚のない意見を

申させていただきますと、私は本当のところ信用していませんでした。 

 そして、三月に家内が手術をしまして、手術そのものは成功いたしたわけで

ございますが、合併症として脳梗塞をおこしたわけでございます。手術が済ん

で、だいたいＩＣＵの集中治療室の面会というのは、六時から七時の間に二人

ずつ、二人だけしか入れないということで入ってみてびっくりしたわけでござ

います。とにかく身体全体がですね、痙攣しておりました。しかも、十センチ
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から十五センチずつ身体が上がっていくような痙攣で、全体が痙攣をしておっ

たわけでございます。 

 そして、意識が、木曜日の日に手術をいたしまして金曜日の夕方もそういう

意識がもどらない、そしてまた、土曜日の日に主治医の先生から呼ばれまして、

もう脳梗塞の脳幹部がいかれてるからもう助からないと、生かすなら喉に風穴

をあけて人工呼吸で生かすことはできますよ、ただし、話すことはできません、

というような説明で、私と長男、次男そして次男の嫁、四名でその話を聞いた

わけです。 

 そしてもし、植物人間でもいいか、それともコンセントを抜くか、どっちか

判断して下さい、というような最終判決が下ったわけでございます。そして、

私もその時は、頭が真っ白になりまして気が動転して一寸考えさせて下さい、

というふうに主治医の先生にお話を申し上げたわけでございますが、次男は、

親だからたとえ話さなくてもいい、もうそこにおるだけでいいんだから生かし

とって下さい、というようなことを懇願いたしておりました。 

 そして、私は二晩あの堅い椅子の所で、看病というか待機しておったもので

すから、もう二晩宿泊したので今日は帰って、先生のそういう話を聞いたんだ

から、帰って風呂に入ってじっくり一人で考えてみるということで、長男と交

替しまして家に帰ったわけです。帰ってそうそう諦めたといっても何とかなら

ないかなあ、ということで私が知っている市立病院の脳外科の先生とか、ある

いは個人で開業されている脳神経外科の先生という四名の先生に、病状と主治

医の話した内容をずっと説明申し上げまして、どんなもんでしようか、何かい

い治療はないか、ということで先生にお電話で聞いたわけです。 

 そしたらですね、その先生方からの内容は、もうそれは、私も税理士をやっ

ているものですから、「先生、もう諦めなさい。私は今まで診た患者で脳幹部

をいかれた患者で助かった患者はいません」というのがすべての先生の回答で

ございました。 

 そして、もう諦めざるを得ないのかなあ、という気持でしばらく考えており

まして、だいたい夜の十時頃だったと思いますけど、○○先生の正法というの

が頭に入ってきたもんですから、○○先生のご自宅に夜の十時頃にお電話を申

しまして、もう家内は駄目だ、とそういう話をいたしました。他の先生に聞い

ても、何とか助かる見込みはないようだ、というようなことで、○○先生にお

話を申しましたら、○○先生の奥様がですね、金沢に丸山先生という方がいら

っしゃるから、すぐ、お電話をします、と言ってお電話をして頂いたわけでご

ざいますが、その時に間髪を入れずですね、返ってきた言葉が、それは助かり

ますということで、その時はただ私は慰め言葉としか受け取っていなかったわ

けでございます。 

 それで、そうですか、という会話をしましてものの十五分か二十分程したら

ですね、ご夫妻が私の自宅にお見えになりましていろいろ祈る言葉とか正法の

言葉、これはその時、心行も分けて頂いたわけでございますが、お話がござい

まして、丸山先生が家内に、今、光を差しあげますから、ということだったけ
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れども、家内が心を閉ざしているからご主人に光を送ります、だから、ご主人

が奥様に念じて下さい、というような話でございました。 

 私も半信半疑、そしてまた助けたいという気持と両方ございまして、お話を

聞いた瞬間からですね、本当に不思議なことは両手のひらがですね、やけどを

するような痛さに熱くなってきました。そして、○○先生ご夫妻と話をしまし

て、嫁が横に座っとったんですけれども私が手を一寸かざしたら嫁がですね、

こう身体をよけるもんですから、私も家内が長く入院しているので嫁さんに手

をかけるようにとられたのではと、というふうに勘ぐったわけです。嫁が逃げ

るもんだから……それで、何か、と聞いたら、いや、熱いというものですから、

それくらい手が熱くなってきました。 

 そして、○○先生がお帰りになったのが十一時二十分から二十五分の間だっ

たと思いますけど、お帰りになってからですね、ベッドの上に正座をしまして

こう心行を読みながら、家内の方の病院の方に手をかざして一生懸命念じまし

た。そして、念じておる間にですね、十一時五十五分頃だったと思いますけれ

ども、電話のベルがなりまして、ああ駄目だったなあ、というふうに一人で考

えて受話器を取ってみましたら、次男から非常に弾んだ声でですね、母ちゃん

が意識が返った、という電話でございました。何かこう身体がグッと浮き上が

るような気持に私もなりまして、そして飛んで行きたかったんですけれども、

ＩＣＵは面会ができませんので明日の朝すぐ行く、ということで心行を読みな

がらその晩は眠ったわけでございます。 

 そして翌朝行ってみましたら、家内がこう意識がもどっているわけですね。

そして、主治医の先生に聞いたら自呼吸というか、自分の呼吸が三十％ぐらい

もどってます、だから月曜日にはＣＴスキャンをとります、ということで、そ

の時も主治医はまだ疑っておったわけです。脳幹部がいかれてるんだから、恐

らくスキャンをとってもですね、まあ、七十％ぐらいはもう脳は真っ黒になっ

ておるんじゃないか、今は意識がもどったといっても、これは末梢の意識がも

どっただけで、恐らく事の善悪とかそういうのはわきまえる力はないでしょう、

というようなことで話があったわけです。 

 そして、月曜日の朝、私は子供達にも全部心行を渡して、全部これを読みな

さい、大いに念じなさい、ということで○○先生の奥様から言われた通りのこ

とを実行したわけでございます。そしたら、ＩＣＵへの面会が朝は六時から七

時、夕方も六時から七時ですけども、二回あるわけですが、身体をさすって下

さい、なでて下さい、ということで足はですね、こう、痙攣する足を押さえて

もですね、私なんかがどんな力をもって押さえてももう駄目なんですね、持ち

上がって……そして、こう足は触れるんですけれど頭のところにきますと、も

うこの手が磁気がきたようにビリビリとして頭に触られなかった記憶がござい

ます。そういうことで、ここが悪いんだなあ、というように私自身もわかりま

した。 

 そして、翌朝ＣＴスキャンの部屋で、まあ自呼吸が三十％あるからそれでや

ってみたらどうかという許可を下さい、ということでした。まだ三十％しか呼
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吸はできませんけど、その脳の治療はできない、まあ、判断としては脳梗塞だ

けども、ひょっとすれば出血かもわからないし、出血と脳梗塞という治療は正

反対だから治療はできないから、三十％で危険率はあるけれどもＣＴスキャン

をはずして下さい、というような話でございました。 

 そして結構です、ということでそのＣＴを取ってもらって九時頃だったと思

いますけれども、朝、先生から呼ばれまして私にその先生が「これは奇跡です

よ」と先生自身がそうおっしゃいました、私に。……それは、名前も申し上げ

ていいんですけれども、今、国立南九州中央病院にいらっしゃいます、その先

生は。 

 「これは奇跡ですよ」と……私なんかが肉眼でみたそのスキャンの写真はで

すね、どこも悪いところはないんですよ。まあ、脳深部という深いところには、

これは後で分かったのですが、また別の病院でスキャンをかけた時に三箇所ぐ

らい傷がある、というのを聞いてますけど、その時には先生が言われた七十％

の脳細胞が死んでいる、というのが全く嘘で全部真っ白健康体そのもののよう

な写真でございました。そして、先生が「これは奇跡です。奇跡という以外に

申し上げることはございません」ということで、後で聞いたら、ナースステー

ションでも婦長さん以下「奇跡だ」と、そして万歳を三唱してくれたそうです。

もう助からないという人が助かったということで、皆、万歳を叫んでくれたと

いうことでございます。 

 そういうことで、私も、ああ光の、四次元の世界というのはあるんだなあ、

人間の力で計り知れない何かがあるんだなあ、そしてそれからずっと、朝と夕

方は○○先生ご夫妻、丸山先生のお名前を心で念じながら、また今日もひとつ

よろしくお願いします、ということを現在まで続けております。そして今、正

法を一生懸命勉強して、自分の自我我欲をなくして中道の道を歩いて行きたい、

とかように今考えておるところでございます。以上でございます。 

 

 

1996-10 月 Ｐ017 

【第二十一回高橋信次先生に対する感謝と誓いの会より】男性の投稿（Ｎ氏の

長男さん=Ｎ1 氏)・・・ある女性が脳幹部の脳梗塞から救われた記録-2/8 

 鹿児島から参りました○○でございます。 

 先ほど、ご報告がありましたとおり、今年の四月二十一日に南九州地区座の

開設のお許しをいただきました。 

 鹿児島県の会員数は、開設前は、十数名と伺っておりましたので、このよう

な状況で地区座が開設できるのかと、大変気をもんでいたのですが、高橋信次

先生と丸山先生のお計らいにより、地元鹿児島からは七十数名、福岡、熊本か

らは三十数名、また、はるばる金沢、富山、大阪地区の方々にもご参加をいた

だき、百二十名という多数の参加者をお迎えして、盛大に発会式を開かせてい

ただきました。 

 当日は、光輪も見させていただき、学修会も大変な盛り上がりを見せ、今後
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の南九州地区の発展に、大きな希望を持たせていただきました。 

 まだまだヨチョチ歩きの赤ん坊同然の南九州地区座ですが、折角灯していた

だきました法灯を絶やさぬよう頑張って参りますので、皆様の応援をよろしく

お願いいたします。 

 ところで、私が正法にご縁をいただきましたのは、母の病気がきっかけです。

母だけが苦しい思いをして、大変申し訳ないと思っておりますが、母の生死を

さまよう病気がなかったならば、多分まだ正法にご縁をいただいていないので

はないかと思っております。 

 病気というのは、解離性大動脈瘤というもので、心臓のすぐそばの大動脈の

血管が裂けるというものでした。母の場合は、この血管が薄皮一枚でつながっ

ていたため、緊急の手術は必要ありませんでしたが、これが完全に裂けると、

もちろん命の保証はないという状態でした。 

 そのため、この血管を人工血管と交換するために、手術をすることになった

のですが、医者が言いますには、八十％ぐらいの確率で手術は成功するとのこ

とでした。 

 手術そのものは成功いたしました。 

 しかし、麻酔から醒める時間になっても母の意識は戻らず、呼吸も自分の力

ではできず、体は、映画のエクソシストのように、ベッドから数センチ、ひど

いときには、数十センチ、痙攣を起こして飛び跳ねていたのです。それはもう

見るに耐えられない姿でした。 

 私達家族は、手術後の母の元気な姿を見れると確信していたにもかかわらず、

母は、一人で集中治療室の中で生きるために戦っているのでした。残念なこと

に私達は、何もしてあげることができませんでした。その時ほど、力のない自

分たちを恨んだことはありません。 

 医者から最後通告を受けました。母は合併症として、脳梗塞を起こしている。

それも脳の中枢である脳幹部がやられているとのことでした。そのため、呼吸

は、自分の力ではどうしようもなく、のどに穴を開けて人工呼吸で生かすか、

電源を切って、死を待つかということでした。 

 この世に一人しかいない大事な母です。もちろん死なす訳には参りません。

人工呼吸でもいい。植物人間であってもいい。ただ生きてさえいてくれればと

家族みんなは思っておりました。 

 父のショックは私達以上であったと思います。肩の力は抜け、顔色もありま

せんでした。 

 父は、一晩考えてくるということで家に戻りました。 

 その夜は、弟と二人で泊まり込みました。 

 夜中の十二時ごろだったでしょうか。私達が休んでいるところに看護婦さん

が来て、母が意識を取り戻したと知らせに来てくれたのです。 

 私達はすぐに集中治療室に入らせてもらい、三日ぶりに目を開けている母を

見ることができました。口には、太い管が入っておりましたので、母は目で話

しかけて来たのです。私達は、母の手をしっかりと握り、良かった、良かった
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と、喜び合いました。そして、真夜中でしたが、早速、父に連絡を入れました。 

 翌日、父は病院に来るなり、前夜の不思議な出来事を話してくれたのです。 

 父は、家に帰ってから、親しくさせていただいている何人かのお医者さんに

相談したところ、皆さん口を揃えたように、「脳幹部をやられた患者で助かっ

た人はいない」と、それはもう残酷な言葉しか返ってこなかったそうです。 

 あれこれ悩んでいるうちに、以前から正法の話をしてくださっていた△△さ

んを思い出し、藁にもすがる思いで電話をしたところ、夜中にもかかわらず、

△△さんご夫婦は飛んで来てくださり、丸山先生に連絡を取ってくださったと

のことでした。 

 丸山先生から「奥様は助かりますよ」と意外な返事をいただき、父はびっく

りしたそうです。そして、母に光を送りたいのだが、何かがじゃまをして光が

入らない。そのため、父に光を送るので、父から母に光を入れるようにして、

念じるようにと言われたそうです。 

 教えられるままに、心行を拝読し、家から病院に向かって、手をかざしなが

ら助けていただきたいと念じたそうです。念じているところに、私達から連絡

があった訳ですが、その時は、やはりだめだったかと思ったそうです。 

 ところが、母の意識が戻ったとの知らせに、父は、丸山先生のお力に驚き、

そして、この世に神はいたのだと感激したとのことでした。 

 ところで、医者は、脳幹部をやられていると言っておりましたが、その後の

検査の結果、「脳には何も異常は見られない。これは奇跡が起きたとしか考え

ようがない」と、信じられない様子でした。 

 そうです。奇跡は起きたのです。丸山先生を通じて高橋信次先生が母を助け

てくださったのです。 

 今、母は、元気に暮らしております。本人もこの会に、参加させていただき

たいと、切望していたのですが、まだ歩くのに苦労をしているため、残念なが

ら本日は欠席させていただきました。 

 ところで、母をお救いいただいたこのご恩に、私達家族は、どのようにして

高橋信次先生、丸山先生に恩返しをして良いかわかりませんが、このすばらし

い法を世に広めるため、少しでもお役に立てればと思い、父は精力的に伝道を

行い、私達家族は、南九州地区座のお世話をさせていただいております。 

 最後になりましたが、高橋信次先生の法を忠実に、そしてまた、愛を持って

ご指導くださいます丸山先生にご縁を持たせていただきましたことを、心から

主に感謝申し上げ、私の悦びの発表とさせていただきます。ありがとうござい

ました。 

 

 

2003-1 月 P014 

【悦びの原点】会社員(Ｎ氏の次男さん=Ｎ2 氏)の方の投稿 

 ・・・ある女性が脳幹部の脳梗塞から救われた記録-3/8 

 去る一○月末のある日、家内からいつものように給与後の小遣いを渡されま
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した。そこには手紙が添えてあり、次のような言葉が書いてありました。 

 「○○様、いつも私たち家族のためにお仕事を頑張ってくださいましてあり

がとうございます。今日、銀行へ行きお金を引き出し、そのお金を手に持った

時、涙が溢れて止まりませんでした。今まで○○さんに対して感謝の薄い人間

だったことに気付かされました。つらい、厳しい思いをしながら、『自分は何

のために』という思いをさせていたことを心から申し訳なかったと思います。

ごめんなさい。こんな私をどうかお許しください。偉大な法の中に生かさせて

頂いている私達は、本当に幸せだと心から思っております。有り難うございま

す。△△より」という、文面でした。 

 その後、一人になった私は、感謝・感激で心が震え男泣きに泣きました。家

内の善なる心からの思いが私の心に響き、本当に、本当に嬉しかったのです。

私は世界一幸せな男だと素直にそう思いました。 

 結婚一九年を迎え、二人の素直な娘達にも恵まれました。そして、偉大な法

に触れさせて頂いてから七年の歳月が流れました。私は恵まれておりました。

一九九五年三月、鹿児島の母の手術後の奇跡を縁として偉大な偉大な法に出合

わせて頂きました。それだけに、心から必死になられて法を求められる多くの

方々と比べますと、私は棚からぼた餅の思いから精進の仕方に大きな甘さがあ

りました。自分に対する甘さに加え、生来怠惰な愚か者でありました私は、今

まで丸山先生から愛いっぱいのお電話や、お手紙でのご指導を頂きながら一歩

も前に進めない自分がありました。 

 自我我欲に走り、曇り多い小さな心を自ら作り、法も大事、生活を支える仕

事も大事。しかし、気持ちの上では生活があっての法の学修なんだと自己中心

的で、正しい基準も分からない儘、身勝手な判断をしていた自分がありました。

家庭や与えられた環境の調和と、愛の実践が一番重要なんだと分かっているつ

もりでした。しかし、それは頭で理解していたのにすぎず、心に溜まった曇り

という抵抗体に遮られて、私の善なる心は全く理解していなかったのです。家

族や出会う方に対しても、心では感謝の気持ちはある、詫びる気持ちはある、

でも言えない。 

 家庭においても、家内の言動に対して、「自分はここまでやっているのに何

故分かってくれないのか」子供の教育にしても「それは、母親としての君の問

題だろう！おれは仕事で忙しいんだ！」とか、こちらが正しいと思って「君の

その考えは間違っているよ」と、いうと何倍にもなって言葉が返ってきて、そ

れが怒りとなって、感情的になって口喧嘩となり、ついには、物に当たること

も何度もありました。そういう愛のかけらもない愚かな時期もありました。何

で分かってくれないんだろう。何で自分が苦しまなければならないんだろう。

なんで、なんでと、悪い思いが循環し、正しくない思い、正しくない行為、逃

避へと走ってしまう自分になっていました。 

 その思いは全て自己保存、自我我欲の思いだったのです。それは正しくなか

ったのです。片寄った心の偽善者で愛が無かったのです。これまで、神と主に

お約束をさせて頂いてきた自らの使命が分からず気付かなかったのです。相手
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を思いやる素直な気持ちと勇気が自分には必要でした。 

 平成一四年の春、「お世話人をご夫妻で引き受けてほしい」とのお話を頂き、

それまでの愚かな心の大転換の機会をお与え頂きました。今思い返しますと『こ

れまでのようなだらだらとした学修の在り方では駄目じゃないか。一日も早く

前に進みなさい』と、後ろから背中を押して頂いたのだと、心から有り難く思

わせて頂きました。 

 その後は、家内もガソリンに火が付いたように急激に法の灯が燃え上がり、

毎日帰宅しますと、テーブルの上はご著書、「ほくりく」誌、「ひかり」誌、

そしてテープレコーダーで埋め尽くされ悦びの涙で顔がぐしゃぐしゃになって

いることもしばしばでした。 

 毎日、二人で法の話をさせて頂き、気付くと夜中の二時、三時となり、それ

まで好きだったテレビも殆ど見ようと思わなくなり、又、あれが欲しい、これ

が欲しい、あれがしたい、これもしたいという気持ちにならなくなっている自

分たちに気付かせて頂きました。不思議でも何でもなく、狂信や盲信でもない、

ただただ心が安らぎ、悦びに満たされている自分自身があるだけなのです。 

 正しく思ったら、素直に相手の気持ちを理解して、正しく語れば良かっただ

けなのです。感謝の気持ち、詫びる気持ちを素直に、そして勇気を出し相手に

語ることで、どんどんと心が洗われて、大きな悦びを頂けることを分からせて

頂きました。悦びを頂いたことに対して感謝し、報恩実践の行いをさせて頂く

ことで、さらに悦びを頂けるという、悦びの循環を体験させて頂きました。そ

して、冒頭の家内からの手紙という最高の悦びを頂ける様になったのです。 

 私の悦びの原点は鹿児島にあったのです。鹿児島の母は、平成六年の暮れに

「解離性動脈瘤」（発病後一～二週間の死亡率五○％）という重い病にかかり

ました。それは、心臓の上部約一○センチの動脈の内部が裂けている状態でし

た。（後から聞かされたのですが、あと数ミリ裂けていれば動脈破裂で即死だ

ったそうです） 

 平成七年三月二三日、裂けた動脈部を切除して人工血管を結合するという大

手術が行われました。午前九時「がんばってね！だいじょうぶだからね」と、

声をかけると母は涙を流しながらうなずき、母を乗せた寝台車は手術室へ消え

て行きました。長い長い一日でした。待つこと八時間、手術成功の説明を受け

嬉しさと感激で喜び合いました。 

 しかし、その喜びも束の間数時間と続かなかったのです。意識が戻らなかっ

たのです。それどころか体全身が痙攣を起こし時間を増す毎に『パタン、パタ

ン』と体が浮くようにひどくなっていき、目は見開いて断末魔の様相で、今思

い出しても涙が出る程のひどい状態でした。 

 二四日の夕刻、すべての検査を終えた主治医から結果を聞かされて頭の中が

真っ白になりました。「奥様の脳幹部の全体が白くなっています。結果的に申

しまして言い難いのですが、このまま植物人間として生かされますか、それと

も喉に入れている管を外されますか」という、死刑宣告を受けたようで大変シ

ョックな言葉でした。私は痙攣が続く母を見ながら「今まで何の親孝行もして
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こなかった！迷惑ばかりかけてきた。どうか植物人間でもいいから生かしてお

いて！お願いだから」と、父に懇願しました。父は「ウン」と、肩を落としな

がら席を立ち帰宅しました。 

 夜となり、その頃実家で奇跡への第一歩の動きが始まることも知らないで、

兄と病院のベンチに腰掛け「これまでお袋さんには苦労ばかりかけて親孝行し

てこなかったよね」と、二人で男泣きに泣き合い、母の思い出を語り続け夜が

更けて行き、見上げると空には美しい星が明滅していました。 

 その頃実家では、父の友人の歯科医のご夫婦が心配して駆けつけてくださり、

早速「金沢の丸山先生に、とにかく今直ぐにお電話をしてお願い申し上げてみ

ましょう」と、おっしゃられ、歯科医の奥様が先生にお電話をされたところ、

丸山先生は快く「はい分かりました。きっと奥様は助かりますよ。今奥様には

光が入りませんので、ご主人様に光を送り続けますから、奥様の頭部と体をさ

するようにして差し上げてください」と、温かいお言葉を頂きました。 

 そこで初めて偉大な主・高橋信次先生の御名と、お弟子の丸山先生のことを

お聞きいたしました。その直後から、父の手が電流を流したように熱くなって

来たのです。 

 二五日の朝、父と家内が来て昨夜あった事を初めて聞かされました。初めて

手にする『心行・祈願文』を開いて拝読させて頂いた時「あっ！これだ！捜し

求めていたものがここにある！」という感動と、何とも懐かしい安らぎをその

時に感じました。みんなが異口同音にここに縋るしかないと言い、母のいるＩ

ＣＵに向かいました。とにかく周りの目も気にせず、必死になって母の体をさ

すり、祈るように『心行』を読ませて頂きました。 

 規則で一日一回一人だけの面会となっているＩＣＵで、制止する看護婦さん

に何とか入室をお願いし、夜まで同じ行為を家族皆で続けました。とにかく必

死でした。そこには何の疑問もありませんでした。 

 ＩＣＵの前のベンチで私は三日目の夜を迎えました。その日はとにかく眠れ

ず、母が横たわっている所に向かって『心行・祈願文』を拝読しました。 

 二六日の深夜、うとうととしていた私を顔馴染になった看護婦さんが、私の

体を揺り動かしながら「お母さんが私の手を握ったわよ！」と、笑顔で云いに

来てくださったのでした。「え！！本当ですか」と、嬉しさで飛び起き、跳ね

るようにして公衆電話に向かいました。弾む父の声が電話口の向こうで聞こえ

ました。 

 朝、ＩＣＵが開き母を見た瞬間びっくりしたのです。あの激しい痙攣が弱く

なっていたのです。そして見る見るうちに痙攣が鎮まっていくではありません

か。右手、左手、右足、そして最後に左足と、刺激に反応するのですが、どう

しても、意識が戻っているのか、正常なのかが分からなかったのです。数時間

が過ぎ、遂に奇跡の瞬間がやってきたのです。 

 指差し板（五○音ボード）に対し「今、何が一番欲しいの」という、私達の

質問に対し母の指が「み・ず」と、自らの意思でその文字を示したのです。泣

きました。嬉しさに泣きました。 
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 本当に感動と感激、そして、大奇跡の瞬間を頂きました。こうして母は救わ

れたのです。 

 主治医は「私も長年医師をやっていますが、このような事例は初めてです。

正に奇跡です」と、はっきりと言われました。 

 正に、その大奇跡の瞬間が私どもが法を学ばせて頂き、悦びを語れる原点で

あり、スタートだったのです。 

 なぜ、鹿児島の母をお救い頂けたのだろうか、という疑問もありました。し

かし、疑問など持つ必要などなかったのです。 

 一九九五年一二月九日、私は大阪学修会に出席させて頂きまして、そこで初

めて丸山先生にお目にかからせて頂き、感動・感激の時をお与え頂きました。 

 学修会が終了して大阪駅に向かう道中、丸山先生は私に「こう歩いていて石

ころが靴の先に当たることも偶然ではないんですよ。すべて、すべて必然！必

然なんですよ。分かりますか。それから私は来年の四月、鹿児島に行かせて頂

くようになっています。その時ご両親様にもお会いしますよ」と、やさしくお

話しくださいました。 

 その時、愚かな私は先生のお言葉の重大な意味の深さを理解する事が出来ま

せんでした。それからずっと「必然、必然。鹿児島、鹿児島」という、お言葉

が心に残り反復する日々が続いたのでした。 

 法の道を踏み外しては戻り、戻っては外れての七年、ある時心の中に「ポッ」

と、電灯が灯るように「今お与え頂いている環境全てが必然なんだ、そして、

その一つ一つに対する感謝の心が重要なんだ」ということがようやく分からせ

て頂けるようになりました。そのことを分からせて頂いて『鹿児島の母は有り

難くも必然的に偉大な偉大な神と、偉大な偉大な主・高橋信次先生の慈悲と愛、

法のみ心（光）によってお救い頂いたのではなかろうか』と、深く思わせて頂

けるようになりました。 

 かつて、偉大な主には、法を二度も説かれた鹿児島は、法灯が消え、連日桜

島が鳴動し噴煙を上げ、生活に支障をきたすほどの降灰も激しく厳しく起り、

また、大きな被害を出す大水害にも見舞われ、さらには、毎年台風は枕崎を目

指して襲来する等、正に天の嘆き悲しむ様が現れるという天変地異が続いてお

りました。 

 その状態の中で、偉大な主のご下命により、再び偉大な法灯を灯すために丸

山先生が来られ、ついに平成八年四月二一日、南九州地区学修会が開催された

のでした。丸山先生が大阪でお話しくださったことの意味の深さが想起されて、

胸が熱くなりました。 

 学修会開催後の鹿児島は、桜島の降灰もピタリと止み、水害も無くなり、台

風の直撃もまぬがれ、正に奇跡としか言い様のない偉大な偉大な現象を私たち

にお見せくださいました。 

 さらに、学修会が開催された当日から連日四日間、そして、その後の開催日

当日に限って必ず太陽の回りに『大光輪』の現象をお見せくださり、天上の偉

大な偉大な主・高橋信次先生がお悦びになられご祝福されておられるのだと、
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心から心から思わせて頂きました。 

 今になって思いますと、私達に数多くの偉大な奇跡と現象をお見せくださっ

た事は、何と畏れ多く、本当に感動・感激で心が震える程、只事ではない事だ

と思わせて頂きました。早く気付かなければならなかったのです。 

 偉大な偉大な主・高橋信次先生には大いなる慈悲と愛をお導きお計らいくだ

さったにもかかわらず、私たちは感謝と報恩の行いを捧げる事を知らなかった

のです。「これから先、永遠に二度と経験する事の出来ないお計らいを私たち

は神と主より頂いているんだね。これは本当に只事ではないんだよね。報恩と

いう調和と愛の実践の精進を積み重ねていく事が私たちの道だね」と、勿体な

くも家内共々法悦の日々を頂いております。 

 今生特に一秒一秒、己を生かし他を生かす愛の実践が重要であり、今お与え

頂いている環境に心から感謝し、さらに、お与え頂いた悦びを叫び続けて行く

ことが、今私たち家族が実践して行かなければならない報恩の道であり、自覚

しなければならない事を分からせて頂きました。 

 去る平成一四年九月二一日、偉大な主のご生誕の日、東京の上空に『大光輪』

を拝見させて頂いていた時、愚かな私の心に響いた『初心に帰れ！』とのお導

きを常に大切にし、一人でも多くの心在る方々に対して、偉大な法を確実にお

伝えして行くことを固くお誓い申し上げます。 

 偉大な法に今生出合わせて頂き、大きな悦びと、大いなる慈悲と愛のみ心を

お与えくださいました偉大な大宇宙大神霊・仏、高橋信次先生に心から心から

感謝申し上げます。 

 いつもいつも愛いっぱいのご指導を頂いている丸山先生に心から感謝申し上

げます。 

 今生、愛と悦びの機会を頂きました、愛しい両親に感謝致します。 

 

 

2003-2 月 P014 

【悦びをいただいて】主婦(前出のＮ2 氏の奥様)の方の投稿 

 ・・・ある女性が脳幹部の脳梗塞から救われた記録-4/8 

 私が偉大な正法に出合わせて頂きましたのは、鹿児島に住む義母の病気を縁

とした大いなる悦びと感動の奇跡の体験からでした。それは、義父を始め義兄

とその家族と私達家族一同が奇跡の一瞬、一瞬を目の当りにする中で、偉大な、

偉大な主・高橋信次先生の大慈悲により義母の命をお救い頂いたのでした。 

 ここに改めて、畏れ多くも大宇宙大神霊・仏様に対して、心から心から感謝

と報恩の誠をお捧げ申し上げます。 

 一九九五年三月、義母は解離性動脈瘤の手術の為、人工心肺に血液を送り心

臓を停止させ、心臓の動脈部分に人工血管を取り付ける大手術を行いました。

手術の前日、医師から「手術の成功率は九○％ですが、手術後、合併症として

人工心肺から心臓に血液を送り込む時、血栓が脳に飛ぶ場合には脳梗塞になり

ます。また、腎臓に飛ぶ場合は腎不全になり死亡となる場合があります。手術
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後五時間ぐらいで麻酔が切れますが、その時に意識が戻れば手術は成功です」

と、説明を受け、家族全員で義母を励まし、そして見守りながら手術当日を迎

えました。 

 「手術は成功致しました」と、担当医に告げられ私達は大喜びいたしました

が、手術後、五時間過ぎても意識が戻らず、夜が明け、とうとう朝を迎えてお

りました。義母は心配していた合併症を併発し脳死状態となり「仮に意識が戻

ったとしても脳幹部の細胞が死んでいるので話すことは不可能です」と、医師

に宣告され、私達は失意のどん底に突き落とされました。主人と私は、零れ落

ちる涙を拭うことも忘れ義父に対し「母を生かして欲しい。植物人間でもいい

から生かしてください」と、懇願致しました。義父は予期せぬ大変な事態に直

面しながらも、義母の身を心から案じておりました。 

 自宅に戻り、義父は電話で知人の医師数人に義母を救う手立てはないか相談

しておりましたが、現代医学では不可能という答えばかりでした。その中で、

正法に触れておられた鹿児島市内のある歯科医のご夫妻が「金沢の丸山先生に

ご相談してみましょう」と、直ぐに電話でご相談してくださり、そして一刻を

争う事態にすぐさま自宅まで駆けつけてくださり、偉大な主・高橋信次先生が

お説きになられた正法のこと、そして、その法を正しく伝えていらっしゃる丸

山先生についてお話しくださいました。 

 突然の電話にもかかわらず、丸山先生は「奥様はきっと助かりますよ。今、

奥様には光が入らない状態なのでご主人様に光をお送りいたします。病院のあ

る方向に向かって『心行・祈願文』を唱えてください。奥様の頭を擦ってあげ

てください」と、ご指導頂きました。義父は二階に上がり、病院のある方向に

向かって長い時間手をかざし『心行・祈願文』を唱えておりました。私はその

声を階下で聞きながら、義母の命を救うために全身全霊を捧げ一心に祈る義父

の姿に心から感動致しました。 

 その時私は、義父は丸山先生を信じ、この正法で必ず義母が救われることを

確信されたのだと思いました。丸山先生から光を頂いた義父の手が熱を帯び触

れないほど熱くなり、手を近づけると電流が通じているかのようにビリビリと

しびれたのには本当に驚き、光=熱=エネルギーであり、この偉大な慈悲により

義母が救われるのだと、さらに素直にそう直感致しました。 

 翌朝から家族全員で『心行・祈願文』を唱え神に祈り、面会時間には必死に

なって義母の意識を呼び覚ますように声をかけ、死んでいると言われた細胞を

覚醒させるように、そして痙攣している体を鎮めるように体中を擦り続けまし

た。義母の姿が哀れでならず、流れ落ちる涙を拭う事も忘れ必死で擦り続けま

した。時間の経過と共に信じられないほど義母の病状が良くなって、痙攣も治

まり、無反応だった手足も反応するようになりました。そしてついに奇跡が起

こりました。意識が戻り、自発呼吸をするようになり、死の淵から生還したの

です。 

 『生き返らせて頂いた』私たち家族は至上の悦びで心が打ち震えておりまし

た。そして畏れ多くもさらなる大いなるお計らいを頂き、義母は語る事が出来
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たのです。死んだとされた脳幹部の脳細胞が蘇生したのです。意識が戻った義

母は「蛍が沢山飛んでいて、その光景がとても綺麗だった」と、今見てきたか

のように何度も語り「今は夏なの？」と、尋ねられたので「お義母さん、今は

春です。外は桜が満開ですよ」と、その時答えましたが、今思うにその光景は、

死の淵にいた義母を神の光によってお救い頂いたのだと思わせて頂いておりま

す。 

 その時の感動は、今でも心が震え、畏れ多くも偉大な主・高橋信次先生のお

計らいによって義母は生き返らさせて頂いたのだ、と心から感謝、感激致しま

した。 

 ＩＣＵから個室に移った後も父は一時も休まず毎日毎日、義母の頭と痙攣が

最後まで残った左足を両手で擦り続けておりました。そして母を心から労わり、

励まし、深い愛情で義母を支えておられるお姿を見て、その深い愛情に心から

感動感激致しました。今から思うと既に法による夫婦の在るべき姿がそこには

ありました。義母は、勿体なくも神の大慈悲と、夫婦の愛、親子の愛に満たさ

れお救い頂いたと思わせて頂きました。このような深い愛情を持った義父を父

として育った夫は、本当に幸せな人だと心から思いました。 

 大いなる悦びを心に抱き鹿児島から東京に戻り、岩手の実家の母にこの奇跡

と悦びの体験を話すと「鹿児島でそんな素晴らしい事があったのか」と、何の

疑いもなく心から感動し、この偉大な事実に大変驚いておりました。 

 その後、母が長年父のように敬愛しておりました私の叔父が肺癌で余命一カ

月という宣告を受け、起き上がる事も食べる事もままならない状態である事を

知らされた私は、丸山先生にその事をご相談申し上げましたところ、いともた

やすく「直ぐ北上に行き、叔父様に法についてお話をしてあげましょう」と、

仰ってくださり私は大変驚いてしまいました。 

 金沢から岩手の北上まで新幹線を乗り継いでも約八時間はかかる道程を、ま

るでお住まいの近くにお出かけになるかの様に快諾されたのです。その先生の

お心に心から驚き、この荒廃した世の中に（当時、東京は地下鉄サリン事件か

ら端を発しオウム事件でひどい状態でした）義母をお救い頂いたばかりか、さ

らに、日本の北の地まで今直ぐに来てくださり、余命幾ばくもない叔父に正法

のお話をしてくださるという予想を遥かに越えた、思ってもみないそのお返事

に大変驚きました。 

 《今までに経験した事のない計り知る事すら畏れ多い事が起っている事に疑

いを持つ事は、自分の良心にウソをつくことであり、自分の心にウソのつけな

い良心があるとするなら、丸山先生を心から信じることが、神を信じることだ》

とその時そう思いました。 

 この世の中がどんなに荒廃していても、この無償の愛に対して疑いを持つほ

ど自分の心は腐ってはいない、これは正しい、真実だと、丸山先生の無償の愛

に、言葉では云い尽くせない程心から、心から感動致しました。 

 かつて、偉大な主・高橋信次先生には、お悟りになられて、一番最初に地方

講演をされた土地が岩手県盛岡市であることをお聞きいたしました。また、岩
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手へ行くには、金沢から大宮経由でどうやりくりしても大宮で一時間の待時間

をとらねばなりませんでした。先生が、大宮駅で乗換えされる六月六日はかつ

て、偉大な主・高橋信次先生と今生最期のお別れをされた昭和五一年六月六日

と重なり、そのことをお聞きして大変驚きました。『何事にも一切偶然はない、

全てが必然である』とお導き頂いていますが、このことには、大変驚きました。

勿体なくも偉大な主のお計らい、お導きを頂いたのだとお聞きして、私たちの

思いでは計り知る事すら畏れ多い光の世界がある事を実感させて頂きました。 

 一九九五年六月六日、大宮駅で今生初めて丸山先生と○○様にお会いし、偉

大な主・高橋信次先生がお説きになられた正法について、正法の偉大性につい

てお教え頂きました。北上駅に着かれると直ぐ叔父が入院している北上市民病

院にお越しくださり、叔父に、ここへ来たいきさつと、正法についてお話しく

ださいました。その翌日も、出発時間ぎりぎりまでお話しくださいました。叔

父は奇跡としか言いようのないくらいに元気になり、退院するまでに体が回復

しましたが、やがて家族に見守られて安らかに別れの時を頂くことが出来まし

た。苦しむことなく安らかな最期だったとお聞きしました。大宇宙大神霊・仏

様に対して、心から心から感謝申し上げます。 

 私の目の前で次々起こる奇跡の体験、今生体験した事のない偉大な無償の愛

は丸山先生を通して、偉大な主・高橋信次先生のお計らい、お導きをお見せく

ださったように思います。 

 偉大な主・高橋信次先生におかれましては、鹿児島で二度もご講演をされ深

く愛された土地とお聞き致しました。その深く愛された土地で義母が奇跡の体

験をさせて頂いたということは只事ではなかったように思います。 

 かつて、今から約四五三年前フランシスコ・ザビエル様には、キリスト教伝

道のため、マカオからポルトガルの帆船で坊津(ぼうのつ)に到着され、小船で

一五四九年八月一五日、聖母マリア様ご昇天の日、鹿児島に上陸されたのでし

た。伝え聞くところによれば、フランシスコ・ザビエル様が鹿児島に上陸して

間もない頃、鹿児島の町に病にかかり脳死状態になった少女がいました。その

父は、嘆き悲しみ、身も心も砕けんばかりにあらゆる神仏に祈祷しましたが、

娘の意識は戻りませんでした。 

 その様子を見て、キリスト教に改宗したばかりの近所の信者の一人が「フラ

ンシスコ・ザビエル様にお祈りを願えば、天主には、必ず受け入れてくださり

娘さんを生き返らせてくれるでしょう。早く行ってお願いしなさい」 

 父はザビエル様に涙を流しながらおすがりし、ザビエル様はこの父親の悲嘆

を哀れんで部屋に引きこもり祈りを捧げました。長い時間が経って、ザビエル

様が部屋から出てくると「貴方の娘さんは健康になっています。そのように嘆

く必要はもうありません」と言われ、その後、娘が息を吹き返し元気になりま

した。ザビエル様の前に感謝をこめて平伏した親子に対し、ザビエル様は二人

を労わり「このご慈悲をくださったのは、我らの父キリスト様と神様のお力で

す」と、教えを説き一家親族がザビエル様の霊験を目の当たりにして、その後

みな洗礼を受け熱心なキリスト教信者となったことが伝えられています。 
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 私たち夫婦の悦びの原点である義母の奇跡について感動感激の毎日を過ごし

ている時、今から約四五三年前のフランシスコ・ザビエル様の偉大な奇跡と義

母が頂いた奇跡とが重なり、この鹿児島の地で二度も「生き返る奇跡」を頂い

たということは「何事もすべて必然であり、一切偶然はない」とお導き頂いて

いるように、このことが真実であるならば、何時の日かその繋がりについて分

かることもあるのではなかろうかと思います。 

 私たち家族は、只事でない義母の奇跡の体験と先生の無償の愛を今生、生き

ている限り語り叫ぶ事が法によりお救い頂いた私たちの感謝と報恩の道だと思

います。 

 しかし愚かな、愚かな私は、神仏から偉大なお計らいお導きを頂いたにも拘

わらず、明日があるという甘い気持ちから日々の生活が一番、正法が二番とい

う生活を続けておりました。そのような心でおりましたので、特に家庭の中で

は自分中心の思いで家族を振り回し、それが正しいという思いあがった思いで

おりました。相手の話す事を、自分中心のフィルターに通して聞く事も多かっ

たように思います。正しく聞く事が出来なかったのですから、特に子供との関

係におきましては、子供の本当の思い、考えている事、魂の叫びを理解してあ

げることなく、私の、自分中心の考えで子供を縛りつけていた様に思います。 

 何時の間にか、共に語り、共に喜ぶ事も少なくなってきておりました。心は

いつしか固く小さくなり、安らぎのない日々に、これではいけないという危機

感が常にありました。命懸けで真剣に正法を学ぶ姿勢に欠けており、ご著書を

拝読したりしなかったりと、七年間足踏みをしておりました。何事に対しても

心からの感謝が無かったのです。 

 二○○二年五月より東京地区のお世話人の大役を仰せつかり、法を真剣に学

び、実践していく事を心に誓わせて頂きました。 

 六月二一日のことです。『我今見聞し正法に帰依することを得たり』この言

葉が突然に心に響き、法の中に生かされている自分があることに、心から、心

から感謝の気持ちが溢れるように湧きあがってきました。そして大きな大きな

悦びを頂きました。空を見上げると、虹の大光輪が出ており、心から熱いもの

が込み上がり涙しました。 

 今生かされている自分があるのは、この世に命を与えてくださった両親がい

るからこそであり、今までの感謝の気持ちを伝える手紙を書く事が出来ました。

父は私に対して「立派な娘だね」と、有り難くも言ってくださいました。そし

て、鹿児島の義父に対しましても「私が正法を学ばせて頂いているのもお父様

が正法を信じ、そして、お母様をお救い頂いたからです。本当に有り難うござ

います」と、心から言える自分がありました。 

 義母にも「私が今あるのは、お義母様がご自分の身を以って正法を教えてく

ださったからです。本当に心から感謝しています。有り難うございます。△△

さん(主人)は実に愛情深い方です。その方と夫婦になれたことは心から幸せな

事だと思っています。お母さん、本当に有り難うございます」と、感謝の気持

ちを伝えることが出来ました。 
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 主人に対しましても、一九年間しっかりと家族を支え、仕事をしてくださっ

ている事に感謝の少ない自分であったと反省致しました。家庭とは、心が癒さ

れ、勇気と力を与えてくれる場所、安らぎの場でなくてはならないと思わせて

頂きました。そして、その安らぎの場で、家族が円満に生かさせて頂いている

事が、何よりの幸せだと思わせて頂くことが出来るようになりました。今ここ

に、私はようやく正法の門を一歩くぐらせて頂いたように思います。 

 そして私は今、法の中に生かされている悦びの日々を頂いております。起き

ている時も、寝ている時も、一時も休むことなく、神は私達に対してエネルギ

ーをお与えくださっております。神仏のみ心と、自分自身の心が常に直結して

いる事を思う時、私は、神仏のご意志に素直に生きなければと思わせて頂きま

した。 

 法の中に平安に生かして頂いている今日を、大宇宙大神霊・仏様に対して、

心から感謝申し上げます。 

 かつて、偉大な主・高橋信次先生には、勿体なくもお悟りになられた偉大な

正法を、長年、私たち衆生に対し、無償の愛により、遠路各地にお越しくださ

りご説法くださいました。今生、二度とないこの尊いご縁を大事にし、一人で

も多くの人達にお伝え申し上げ、永遠に偉大な法が曲げられることのないよう、

消されることのないよう法友と共に精進努力して行くことをお誓い申し上げま

す。 

 

 

2007-3 月 Ｐ033 

【脳幹死から復活された現証】第三者の医師の方の投稿 

 ・・・ある女性が脳幹部の脳梗塞から救われた記録-5/8 

 二○○六年五月二一日、ＫＫＲ鹿児島敬天閣において開催されました、鹿児

島地区学修会に私達夫婦が初めて参加させて頂いた時のことでした。一人の女

性がスッと立ち上がられ、「私が頂いた癒しの現証について話をさせてくださ

い」と、ご自身が体験されたことについてのお話をされました。そのお話の内

容は、にわかには信じ難いような驚くべきものでした。ふつうでは生き返ると

は考えられないような状態からよみがえられたというお話をされました。その

女性は、鹿児島の○○○○様のお母様です。生き生きとお話しされるお母様の

お姿に、私達は深く感銘を受け、正法の偉大さを実感せざるを得ませんでした。 

 この度、○○○○様から当時のご様子をお聞かせ頂き、また、「ひかり」誌

に掲載されています、ご家族様のお書きになられたレポートを読ませて頂きま

した。お母様が頂かれた偉大な現証について、皆様にお伝え致したいと思いま

す。 

 

 お母様は、一九九四年一二月に解離性大動脈癌という病気を発症されました。

この病気は、大動脈解離とも呼びますが、大動脈という、心臓から全身へと向

かう大きな血管が裂けてしまう病気です。裂けるというのは、カッターナイフ
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で切ったように裂けるのではなく、例えば、二枚の紙をぴったり貼り合わせた

ものが一枚ずつに分かれるように、血管の壁が二枚に分かれるように裂けるの

です。裂ける場所や程度によって違いますが、重度の場合には手術が行われま

す。手術の内容は、裂けてもろくなった血管を切り取り、人工血管に付け替え

るというものです。 

 お母様は、一九九五年三月二三日にこの手術を受けられ、血管を付け替える

手術自体は成功しました。しかし、ご家族様の悦びもつかの間、お母様は麻酔

から醒めることなく、意識不明の重体となってしまわれました。自分の力で呼

吸することが出来ず、人工呼吸器という機械によって酸素が送られている状態

でした。原因は、手術の合併症として、脳幹部に障害が起きたことでした。脳

幹部が全く機能を失っていたのです。脳幹部とは、脳の中心部分を指して言い

ますが、ここには人間が呼吸する為に必要な、呼吸中枢というものがあります。

従って、脳幹部の機能が失われると、呼吸することが出来なくなるのです。 

 翌日、ご家族様は主治医からひとつの選択を迫られることになりました。そ

れは、「このまま人工呼吸器で生かしますか、それとも人工呼吸器を外して、

死を待ちますか」というものでした。人工呼吸器という機械で酸素を送ってい

る間は心臓が動いていますが、自分の力ではもう呼吸が出来ないのですから、

人工呼吸器を外すということは、遅かれ早かれ心臓は停止し、死に至るという

ことを意味します。 

 もう一方の、「人工呼吸器で生かしますか」という選択肢は、「生かします

か」という言葉の後に、「でも意識は絶対に戻りませんし、自分の力で呼吸出

来るようにはなりません」という言葉が隠れているのです。なぜなら、現代医

学では、医者が、自分の力で呼吸が出来ない患者さんの家族に、「人工呼吸器

を外しますか」という選択肢を提示する時というのは、人工呼吸器を外さずに

そのまま心臓を動かし続けたとしても、意識が戻る可能性は全く０（ゼロ）で

あるという時しかありません。なし得る全てのことをし尽くしても、もう可能

性は０（ゼロ）という時だけです。 

 百分の一、万分の一でも意識を取り戻す可能性があるならば、「人工呼吸器

を外す」という選択肢はあり得ません。ですから、この時点で、お母様は、「も

う意識が戻る可能性は０（ゼロ）です」という宣告を受けられた事になります。

もし人工呼吸器という機械が存在しなかったら、この時点で既に、死亡宣告を

受けられていた状況であったことになります。 

 その日、お父様は、知り合いの医者四人の方にお母様のことを相談されまし

た。返事は全て、「脳幹部をやられた患者で助かった人はいない、諦めなさい」

というものでした。一○○人の医者に聞かれたとしても、おそらく一○○人か

ら同じ返事が返ってきたことでしょう。 

 しかし、丸山先生のお返事は、それとは違っていました。丸山先生は、歯科

医の△△様を縁として、相談を受けられましたが、その時のお父様に対する丸

山先生のお返事は、「奥様は助かりますよ」という、驚くようなお返事でした。 

 丸山先生は、金沢から光を送られました。お母様に直接送ろうとされたので
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すが、何かが邪魔をして光が入らなかったため、お父様に光を送られ、お父様

にお母様のことを念じるようにご指示されました。お父様は丸山先生のご指導

の通りにされ、ご家族様も一生懸命に『心行』をあげられ、お母様の体をさす

って差し上げました。 

 そして奇跡は起きました。お母様の意識が戻ったのです。ＣＴで検査しても

脳の異常がなくなっていました。主治医もはっきりと、こう言われたそうです。

「私も長年医師をやっていますが、このような事は初めてです。まさに奇跡で

す」と。ナースステーションでも、婦長さんを始め看護師さん達が、「奇跡だ」

と万歳三唱されたそうです。 

 主治医は、奇跡という言葉を選ばれました。逆に言うと、奇跡という言葉し

か当てはまらなかったのだと思います。なぜなら、これはあり得ないことだか

らです。医学の常識で判断すると、全くあり得ないことなのです。 

 しかし、その常識ではあり得ないことが現実に、事実として起きました。も

う二度と意識は戻らないと宣告を受けた方が、意識を取り戻し、元気に日常生

活を送るようになられました。この事実が、あまりにも偉大であるために、そ

の偉大さをどんな言葉で表現したらいいのか分かりません。 

 丸山先生が常に私達にお教えくださっている、「正法に不可能はありません」

ということを、実際に、私達の目の前で証明してくださっているのではないか

と思わせて頂きました。このような偉大な現証をお示し頂ける、今という機会

をお与え頂きましたことに心から深く感謝申し上げます。 

 その奇跡の時からちょうど一二年が経過した今も、お母様はお元気で、皆様

に正法の正しさをお示しくださっています。今から四五八年前、フランシスコ・

ザビエル様が日本に初めてキリスト教を伝えたのは鹿児島でした。その時ザビ

エル様は、やはり鹿児島の地で一人のある女性を生き返らせるという奇跡を起

こされているようです。このような奇跡が、また同じ鹿児島で起きたというこ

とは、何か偶然ではない、お導きを感じずにはいられません。 

 ○○様のお母様には、これからもますますお元気でお過ごしくださって、私

達に正法の偉大さを語り続けて頂きたいと思います。お母様の平安を心からお

祈り致します。 

 

 

2009-6 月 Ｐ078 

【母に奇跡をいただいて】男性の投稿（Ｎ氏の長男さん=Ｎ1 氏)・・・その２ 

 ・・・ある女性が脳幹部の脳梗塞から救われた記録-6/8 

 大宇宙大神霊・仏様、そして丸山先生、この度も一四年前と同じく、母・○

○○○子を死の淵からお救いいただき、ご慈愛に対し心から感謝申し上げます。

そして法友の皆様には、母のために熱き心でお祈りいただき、そして、温かい

お言葉までもお送りくださいまして、誠に有り難うございます。五月二〇日現

在までの母の経過を取り急ぎご報告申し上げます。 

 四月一四日午後一〇時頃、母・○○○○子は呼吸困難に陥り、緊急入院いた
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しました。その後容体は持ち直し、このまま元気になって退院出来ると思って

いました。一五日午後三時頃、母は、私と妻と三人で笑いながら話をしていた

のですが、その時再び母は呼吸困難に陥り、完全に息が止まってしまいました。 

 すぐに肺にチューブが挿管され人工呼吸が始まりましたが、左肺は真っ白で

心臓はどうにか動いていましたが、危篤状態が続き、医師からは「今夜が山で

す。ご家族に連絡してください」と告げられました。私は直ぐに、金沢の丸山

先生にご報告させて頂きました。駆けつけた父が、一四年前に母の解離性大動

脈瘤を手術して頂いた循環器専門の鹿児島医療センター（旧国立病院）への転

院をお願いしましたところ、院長先生には、「転院しても同じかもしれません

が、いちかばちかやってみましょう」とおっしゃり、鹿児島医療センターに移

ることが出来ました。そこで初めて分かったことですが、当初、呼吸困難の原

因は、気管支喘息によるものと思っておりましたが、鹿児島医療センターで診

て頂いたところ、今回の呼吸困難は、大動脈癌が大きく膨らみ気管支を塞ぎ、

それが原因で呼吸困難になっていたことが判明しました。 

 さらに私は、丸山先生にお電話でご相談させて頂きましたところ、既に先生

には、勿体なくも、母のためにお祈りくださり、神仏様の『御ひかり』を入れ、

浄霊してくださっていたのでした。お蔭様で、母は危篤状態から脱し、人工呼

吸器をつけた状態ではありましたが、どうにかこの世に命がつながりました。

担当のお医者様も驚いておられ、本当に奇跡を頂いたと大感激いたしました。

丸山先生には、本当に有り難うございました。深く感謝申し上げます。 

 その後、不思議とご加護を頂いているのではないかと思えることが続きまし

た。まず、大動脈瘤を切除する手術を受けることになったものの、手術の予定

が詰まっており、手術をいつ受けられるか予定が分からない状態で、更に、母

は肺炎を起こしており、肺炎のまま手術をすれば合併症で死亡する確率が高く

なってしまうため、肺炎が治まらなければ手術が出来ない状態でした。高齢者

となりますと、肺炎が治るまで約一カ月はかかるところですが、何と、母の肺

炎は二、三日で軽快し、そして、四月二○日に予定されていた別の手術が急遽

キャンセルとなり、そこで母の手術をして頂くことが出来、早くに手術を受け

ることが出来ました。お医者様のお話では、人工呼吸器でもやっとの状態だっ

たそうで、あの状態で手術を待っていたら、今頃母はこの世にいなかったかも

しれないと思いますと、本当に、丸山先生、そして法友の皆様がお祈りくださ

いましたお蔭様で、神仏様にお救い頂くことが出来ましたことを、深く深く感

謝申し上げます。 

 手術は四月二○日の午後三時ごろから始まりました。通常の手術ですと、四

～五時間が目処らしいのですが、状況が状況ですので、日付が変わるのは覚悟

してくださいとのことでした。早く出てきた場合は、命がない時らしいとお聞

きしていましたので、手術開始後三時間経った時には、ひと山越えたと少しホ

ッといたしました。手術はその日の午後九時過ぎに無事終わりました。丸山先

生には、朝から手術の成功をお祈りくださり、お蔭様で手術が無事終わり、心

より感謝申し上げます。 
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 その後は、手術後の合併症が起きないことを祈りながら、母の意識が戻るの

を待っておりました。翌二一日には、まだ母の意識が戻らず、点滴などの影響

と尿量が少ないため体中に水分が多く、意識回復は一週間、早くて五日間はか

かるであろうと言われ、まだまだ予断は許さないとのことでした。このことを

丸山先生にお話しさせて頂きましたら、その点を重点的に、神仏様の『御ひか

り』を送って頂きました。そうしましたら、手術後二日目（二二日）には、薄

目をあけるまでに回復し、お医者様の言葉にも反応し、「右手を握って」と言

うと、母は右手を握りかえし、「左手を握って」と言うと左手を握りかえして

きたのです。今朝のお医者様のお話では、尿量が予想以上に多くなったとのお

話で、丸山先生のお祈りくださったお蔭様と感謝しております。 

 その後経過は順調でしたが、四月三○日の昼過ぎぐらいから母は深い眠りに

つき、声をかけても目覚めない状態が一時続きました。お医者様のお話では、

血圧が高かったので降下剤を投与していたが、上が八○と薬が効きすぎている

ので、次には血圧を上げる薬を投与しているので、そのうち効いてくるでしょ

うとのことでしたが、そのうち血圧も測ることが出来なくなり、黒色便が出て

いるということで、潰瘍を疑い、急遽胃カメラで診察することになりました。

結果は出血性胃潰瘍で、一リットルほど出血しており、あと一時間ほど遅れて

いたら、母はこの世に命はなかったとのことでした。過去には心臓の手術をす

ると強いストレスで胃潰瘍になる人がいたけれど、潰瘍予防の薬も投与してお

り、ここ五、六年は潰瘍になった人はいなかったとのことで、医者も予想外の

出来事にビックリの状態でした。このときにも畏れ多いことではありましたが、

丸山先生に電話させて頂き、神仏様の『御ひかり』をいれて頂けるようお願い

いたしました。 

 今現在、母はリハビリを行いながら、少しずつではありますが快方に向かっ

ております。今回は二度にもわたって、母・○○○○子の命を危機からお救い

頂き、正法による「意識の医学」の偉大さを、改めて実感いたしました。丸山

先生には、合併症のことも気にかけて頂いており、感謝の気持ちでいっぱいで

す。本当に有り難うございました。法友の皆様方には、温かい励ましの言葉を

何度もお送りくださり、また母の為にお祈りくださり、言葉では言い尽くせな

いほど感謝でいっぱいでございます。 

 大宇宙大神霊・仏様に対しまして、母をお救い頂きましたことを、幾重にも

深く、深く感謝申し上げます。 

 

 

2009-7 月 Ｐ051 

【感謝と誓いのことば】会社員(Ｎ氏の次男さん=Ｎ2 氏)の方の投稿・・・その

２ 

 ・・・ある女性が脳幹部の脳梗塞から救われた記録-7/8 

 今から遡ること一五年前、平成六年の暮れに、鹿児島の母が『解離性動脈瘤』

という重い病に罹り、その後平成七年の三月二三日に手術が行われました。 
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 約八時間に及ぶ手術は成功し、悦んだのも束の間、母の意識は戻らず、体全

身に麻痺が起こり、主治医からの説明を聞き愕然としました。『脳幹部が完全

に機能しなくなっているので、このまま植物人間として生かすか、それとも、

喉に入っている管を外しますか』という選択を迫られ、正に死の宣告をされま

した。 

 その後、父の友人の歯科医ご夫妻様が実家に見えられ、「金沢の丸山先生に

直ぐにお電話をしてお願い申し上げてみましょう」とおっしゃられ、その時全

く面識の無い丸山先生には、その話を聞かれて、「ハイ分かりました。きっと

奥様は助かりますよ。今奥様には光が入りませんのでご主人様に光を送り続け

ますから、奥様の頭部と体をさするようにして差し上げてください」と温かい

お言葉を頂きました。 

 それから三日後に体の痙攣も止まり、遂には意識が戻り、正に人智では計り

知れない偉大な奇跡の瞬間を拝見させて頂き、大きな大きな悦びと感動を拝受

いたしました。 

 その奇跡は今から約四六○年前、一五四九年八月、聖フランシスコ・ザビエ

ル神父様が鹿児島に上陸されて間もなく、裕福な家の一人娘が亡くなられ、ザ

ビエル神父様のお祈りによって生き返り、一族がキリシタン宗に改宗したとい

う『聖師の奇跡』というお話と重なり、母がお救い頂けたのは只事ではない、

決して偶然ではなかったのだと思わせて頂きました。更には、その翌年の平成

八年四月には、丸山先生をお招きして南九州地区学修会が開催されました。 

 それまでの九州は、長崎普賢岳の噴火、鹿児島は連日桜島が鳴動し、生活に

支障がきたす程の降灰があり、又、大水害、更には毎年台風が枕崎を目指し襲

来するなどの天変地異が続いておりましたが、丸山先生が事前に仰っていた通

り、学修会開催後は全てが『ピタリ』と止み、その偉大な神仏様の御業、現象

を拝見させて頂きまして、正に、『神はいませり！偉大な主はいませり！』と、

心から思わせて頂き、大感動・大感激を頂きました。 

 畏れ多くもその時をご縁として、偉大な主・高橋信次先生にはお説きくださ

いました、偉大な正法に出会わせて頂きました。 

 その後、東京地区学修会も開催され、暫くして会員として、またお世話人と

して夫婦共にお許しを頂き、丸山先生より、夫婦の調和、過去における宗教遍

歴の反省、両親の反省等等、ご慈愛溢れる沢山のご指導を頂いてまいりました。 

 時には厳しく思いやりくださり、時には優しく、転んだ幼児をそっと抱きか

かえて起こしてくださるように、また壁にぶつかって、悩み苦しんで座り込ん

でいる時には、そっとお気に掛けてお見守りくださいました。これまでの丸山

先生の深い、深い無償の愛に対しまして、心から感謝の気持ちで一杯でござい

ます。本当に有り難うございます。 

 またこの度は、母がたびたび重篤な状態となり、畏れ多くも、偉大な神仏様

のご慈悲を頂きまして、二度も奇跡を頂くという、大きな大きな悦びと、大感

動・大感激を頂くという事がございました。 

 重篤な状態から安定させて頂く過程で幾つもの峠がございました。しかしな
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がら、一つ一つの峠を迎える毎に、正に人智では計り知れない偉大なお計らい、

お導きを頂きまして母をお救い頂きました。大宇宙大神霊・仏様に対しまして、

心から深く、深く感謝をお捧げ申し上げます。 

 また、丸山先生におかれましては、母が重篤になってから毎日、毎日御祈り

をお捧げくださっておられ、毎日お気遺いのお電話を頂いていることを兄から

お聞きし、丸山先生の深い深いご慈愛溢れるお心に対しまして感謝申し上げま

す。誠に有り難うございます。 

 母が重篤に陥った一つの峠は、去る四月一五日の夕刻のことでした。鹿児島

より連絡が入り、「母が重篤になったので直ぐに帰るように」ということで、

気も動転する中、着の身着のまま、家内と次女の三人で空港に向かい、最終便

に飛び乗り鹿児島へ向かいました。鹿児島到着後、鹿児島医療センター（一四

年前に母が手術を受け奇跡を頂いた病院）へ直行しました。 

 父、兄からの説明では、前日の一四日の夜中、母が急に呼吸困難に陥り、父

の応急的処置でそのまま近くの病院へ救急車で搬送、翌一五日の医師の診断で

は、「動脈瘤が破け出血し、今左肺に血が溜まっている状態で、間もなくする

と右肺へ移行するでしょう。持ってあと数時間かもしれません」とのお話でし

た。父が、一四年前の主治医Ｙ先生にお願いしてみてはと心に浮かび、そのこ

とを医師に申し出ると、ちょうどその医師とＹ先生は知り合いでいらっしゃり、

「しかし、もうこの状態ですよ！」と仰いましたが、「まあ一か八かでやって

みますか」と、直ぐにＹ先生に連絡をしてくださり、病院側も受け入れてくだ

さることになり、救急車で搬送されたそうです。 

 搬送先の鹿児島医療センターの循環器科で詳しく調べて頂いた結果、動脈瘤

は破裂しておらず、『胸部大動脈瘤による気道狭窄と肺炎による呼吸困難』（大

動脈瘤が肺の気道を押し潰している状態）であることが判ったそうです。 

 主治医のＭ先生からは、「一命は取り留めたものの、いつ大動脈瘤が破裂す

るか判らない状態ですし、また再び呼吸困難に陥るかも判らないという状態で、

直ぐにでも手術しなければならないのですが、まず肺炎が落ち着かないかぎり

手術は無理です。それに毎日他の手術が入っており、いつ手術が出来るか今は

判りません。それに、現状の精密な検査が出来ないばかりでなく、時間的猶予

が無い状況で、予測される手術の方法もかなり難しく、仮に成功したとしても

様々な合併症が予測されます。また、更に回復したとしても年齢的に手術での

ダメージが強く、そのまま寝たきりの生活になるかもしれないので覚悟してお

いてください」と、事細かな説明がありました。 

 次の峠は、ＩＣＵ（集中治療室）に搬送された二日後の夜でした。夜中に病

院から電話が入り、長女が取ると、「危ない状態となりました。急いで来てく

ださい！」とのことで、車を猛スピードで飛ばし、家族全員で病院へ駆け付け

ました。 

 着いた時には、医師団の懸命な処置により、狭窄した気道を確保して頂いて

一命は取り留めて頂いている状態でした。皆安堵していると、暫くして主治医

のＭ先生が来られ、「熱はあるものの、白血球が正常値の八○○○まで下がっ
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ています。レントゲンを撮った結果、肺炎もほぼ治っています。来週は全て他

の手術で埋まっていますが、他の医師とも相談をし、早目に手術に取り掛かる

方向で検討します」との大変有り難い説明を受けました。 

 肺炎が数日で治ることは考えられないことらしく、その時も、正に偉大な神

仏様のお計らいと思わせて頂き感謝申し上げました。その後、何回もの呼吸困

難が起こりその都度医師の方々の処置で難を逃れる事が出来ました。 

 四月一九日、主治医のＭ先生から「明日午後に予定していた方の手術がキャ

ンセルとなり、そこにお母様の手術を当てることになりました」と、突然の朗

報が入りました。手術のキャンセルは滅多に無いとのことで、この事も偶然で

はなく、畏れ多くも、偉大な神仏様のお計らいを頂いたのではなかろうかと思

わせて頂き、感謝申し上げました。 

 四月二○日手術の日を迎えました。午前中に麻酔医の説明を受けました。そ

して午後一四時一○分母は医師、看護師の方々の慎重な運びでゆっくりと手術

室に向かいました。その後、私は気持ちを落ち着かせ、「心行・祈願文」、「健

康祈願文」を何度となく唱和させて頂き、周りを見ると兄夫婦、家内そして次

女も同じように唱和しておりました。 

 また、東京地区代表委員の△△様から、東京地区会員の皆様からのお祈りと

励ましのメッセージがメールで届き、皆様のお心に深く感謝申し上げました。

更に本部の□□様から兄宛のメールには『丸山先生に月刊誌の編集の件でお電

話させて頂きましたが、○○○○子様のことでお心が一杯とのご様子でお話が

出来なかつたほどです……』とあり、改めて丸山先生の愛深きお心に感謝申し

上げました。 

 午後二二時○○分、約八時間に及ぶ手術を終え、主治医のＭ先生が来られ「き

れいに、無事終えました」とお話しくださり、家族全員それぞれ抱き合って悦

び合いました。力が抜けると同時に、嬉しさが込み上がる瞬間を頂きました。

手術室からＩＣＵに戻った母を見て、術後のむくみはあるものの、安らいでい

る様子を見て大変安堵いたしました。 

 翌日、母の様態は、多量の点滴等の水分で、顔、手足がパンパンに腫れてい

る状態でした。看護師さんの記録帳の中に主治医の説明があり、『水分が抜け

て目が覚めるまで一週間、早くて五日程掛かると思う』と記されてありました。

その日の午後には、「早く目が覚めるように無理の無い程度に語り掛けてくだ

さい。そして、手や足もさすって差し上げてくださいね」と、看護師さんから

お聞きし、父が母の耳元で「おい！」と語り掛けましたところ、薄っすらと母

の目が開き、私が「憲市だよ！がんばったね」と話し掛けましたら、涙を薄っ

すらと流しました。その時、母の意識は一歩一歩確実に戻りつつあると確信さ

せて頂きました。 

 その後の経過は良好で、術後五日目で呼吸器が外され、完全な自呼吸にまで

となり、頻繁に水分を求め、水を飲ませる毎に、かすれた声で「おいしい。お

いしい」と言いながら飲むまでに快復しました。 
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 術後八日目の、四月二八日には、ＩＣＵから一般病棟の観察室へと移ること

が出来、これで一安心と思っておりました。その時には、次に来る大きな峠な

ど微塵にも予測することが出来ませんでした。 

 四月三○日、次の大きな峠を迎えました。この日から徐々にリハビリに入る

ことになり、リハビリ専門の先生の説明を聞き、筋力の衰えた手と足を、目を

見開き必死に動かそうと努力する母の姿を見て感動いたしました。しかし、午

後に入り変化が起こりました。食事で出されるゼリー（嚥下食）を□から戻し、

力が抜けるように寝入ってしまいました。『疲れているんだろうな……でも何

かおかしい』と思っておりました。血圧を測ると、上が八五、下が四七と下が

っており、定期的に測ってもその値は変わらず、看護師の方からは「降圧剤を

点滴で投与しているせいでしょう……」との説明でしばらく静観しておりまし

た。 

 夕刻となり、それまで見せなかったあくびをする様になり、それまで□で呼

吸をすることで常に開いていた□も閉じ、安らいで寝入る姿に、『これは完全

におかしい！』と思い、父もそう思ったらしく看護師さんに「この様子はおか

しい！今血圧を測ってみてください！」と頼みました。二人の看護師の方が来

られて血圧を測ったところ、その二人の看護師の方がお互いに顔を見合わせ、

首を横に振る仕草を見せ、慌て出しました。もうその時点では手動の血圧計で

は数値も表せないほど低下していると直感しました。 

 ちょうどその時手術が終わられたばかりの、主治医のＭ先生が来られ、母の

様子を診てくださいました。暫くして外で待機していた私達にＭ先生から、「血

圧の上が五○まで低下し、下血も診られ、胃の中に異常があるようです。これ

から至急ＩＣＵに運びます。ある面見落としがありました。すみません」と、

素直に話される先生の顔が引き攣り、焦りの様子が伺われました。そこから大

慌ての状況に陥りました。 

 ＩＣＵに運ばれて中の様子を見ると、ちょうど勤務が終わり帰宅するところ

でいらっしゃった消化器系の医師の方々が集まられ、緊急用の器具が運ばれて

処置が行われている最中でした。 

 午後八時、主治医の先生と消化器の先生から処置後の説明があり、「かなり

のストレスだったのでしょう。出血性胃潰瘍を起していて、胃の中心部に三

mm～五 mm の潰瘍が出来、その潰瘍が胃の壁を突き破り、たまたまそこに有

った動脈をも突き破り、胃カメラを入れた時に血が噴出していた状況です。 

 約一リットルの出血が見られました。恐らくあのまま数時間放置して処置が

遅れていれば駄目だったでしょう。緊急で輸血をして、潰瘍部は完全に止血処

置をしました。更に血圧を上げる為に多量の点滴を入れましたのでまた暫くＩ

ＣＵで対応します」とのことで、大変危機的な状況にあったのだと実感し、同

時に、この度も母をお救い頂きましたことを、大宇宙大神霊・仏様に対しまし

て心の中で何度も何度も御礼申し上げました。 

 その夜はそのままＩＣＵ近くのベンチにて、父と兄と三人で泊まりました。 

 父は高齢にもかかわらず、仕事も現役でこなし、危機的な状況が続く中での
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看病でしたので、精神的にも相当疲れが出ているのではないかと心配しました

が、私が声を掛けると決まって「大丈夫！大丈夫」と言いました。私は父の気

力には頭が下がる思いになり、父に対して、また、難局の時必ず傍に居て力に

なってくださる兄に対しても、微力ながら支えさせて頂きたいと決意し夜を過

ごしました。 

 夜が明けその日の午後には、血圧も、上が一三五、下が七○と上がっており、

母も目を開き、手を握り返すことが出来るまでとなっておりました。心から『ホ

ッ』と安堵いたしました。 

 しばらくは安定的な状態にありましたが、また次の峠が待ち受けておりまし

た。 

 五月七日に、白血球の数値が一六八○○（通常値約八○○○）と異常に高く

なり、炎症反応数値も異常に高くなっておりました。調べて頂いた結果は、黄

色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）感染による無気肺（肺に痰が溜まり炎症を起し空気

を十分に吸い込めない状態）を引き起こし、心配していた合併症であることの

診断でしたが、様々な抗生剤を投与して頂き、神仏様のお計らいを頂きまして、

日が経つにつれ改善させて頂きました。 

 五月九日には、ＩＣＵから一般病棟の個室へと移らせて頂き、重篤の状態に

陥り何度となく危機を招き、その都度偉大な神仏様のお計らいを頂きまして乗

り越えさせて頂き、一カ月後の現在では、まだ以前のような状態になるまでに

は相当な時間を要するという状況ですが、しかし、全ての医学的数値が安定す

るまでにならせて頂きました。 

 鹿児島の地において、一四年前に引き続き、丸山先生のご慈愛を通しまして、

偉大な神仏様より、二度も母の命をお救い頂きまして湧き上がる悦びで一杯で

ございます。 

 大宇宙大神霊・仏様に対しまして心より深く深く感謝申し上げます。 

 また、丸山先生におかれましては、大変お忙しいところを、母のために毎日

毎夜お祈りを捧げて頂きまして、心から感謝申し上げます。誠に有り難うござ

いました。 

 この度の母が重篤になってお救い頂いた約一カ月間、母の命を救いたいとい

う一心で、大宇宙大神霊・仏様に対しまして祈らせて頂きました。 

 未熟児で生まれた私を、母は夏の季節にも関わらず湯たんぽで毎日、毎日小

さな体を暖めてくださったとの話を思い出し、命がけの無償の愛で育てて頂い

たことを思いますと、僅かばかりの期間でしたが、『明日は無い、一秒一秒が

生涯。今、今です』という丸山先生のご指導が心に浮かび、母の髪に櫛を通し、

頭皮をもみ、手足をさすり、たんを取り、食事のゼリーをスプーンで食べて頂

き、偉大な主・高橋信次先生の御講演のテープを耳元で拝聴して頂くなど、一

日一日その日を精一杯に過ごさせて頂きました。これから母には、元気で安ら

いだ日々を過ごして頂きたいという気持ちが一層強くなり、これからも時間を

作って鹿児島に帰省し、介護に努めたいと思っております。 

 数年前のある日、丸山先生より『法は参考にしたらだめです。実践が重要で
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す。一秒一秒が生涯と思い精進してください』とご指導を頂きました。更には、

学修会の中で、丸山先生が、偉大な主・高橋信次先生より頂かれた最後の『お

ことば』を拝聴させて頂き、その内容が今でも強く心に残っております。 

・人生に無駄は一つもありません。万象万物は全て我々に何かを語りかけてい

ます。どのような環境も無駄は一つもありません。 

・神理に巡り合えたのもご両親様のお蔭です。 

・求めよさらば与えん。神の子として努力すればそれに応じて与えられます。 

・自分を大きくすることよりも、まず第一に、今の自分の器に愛の泉をたたえ

ることが大事です。 

・人を中心ではなく、法を中心に生きてください。 

・いつも余裕、すなわちゆとりを持つことが大事です。特にユーモアが大切で

す。また涙を流すことは大変尊いことです。心は神仏様のもと一つであります。

人の心は、神仏様の御心と一つに結ばれています。 

 これまで頂いてまいりましたご指導と、偉大な主・高橋信次先生のお言葉を

これからも大事に大事にし、そして肝に銘じて、初心に返り、法の実践者とし

て自己の確立に向けて日々精進してまいります。また、この度の母が二度もお

救い頂いた奇跡の話を、心在る方々に熱く、素直に、声高々と叫んでまいりま

す。そして、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださいました偉大な正法の伝

道に励ませて頂くことをここに固くお誓い申し上げます。 

 

 

2009-8 月 Ｐ108＆114 

【伝道だより】 

・・・ある女性が脳幹部の脳梗塞から救われた記録-8/8 

 去る四月一五日、鹿児島地区の○○○○子様が危篤状態になられたとのこと

で、ご子息様がご相談して来られました。神仏様のお計らいにより、そして、

法友の皆様のお祈りのお蔭様で、現在お元気になられましたが、お医者様と私

とでは、その治療の仕方は全然違うのです。 

 お医者様は肉体を物質として見て、肉体中心の現代医学に基づいた治療をさ

れますが、私は、偉大な主・高橋信次先生よりお導き頂きました意識（魂）を

中心とした治療を今日までさせて頂いてまいりました。 

 この魂を中心とした治療を、今回○○様にもさせて頂いたのです。この方が

お救い頂かれるよう懸命に神仏様の『御ひかり』を入れさせて頂きましたが、

それだけではなく、この方をお導きくださっている守護・指導霊様に対し、『血

管の意識よ、ここの血管をもっと広げてください』『そこではなくて、もう少

し左の膨らんでいる所を切ってください』等と、細部に亘ってお願いさせて頂

くと、『ハイ』とご協力くださり、奇跡的にも再びお救い頂きました。 

 

 ・・・鹿児島の○○様のお母様のご病気の原因は肉体ではなく、心にあった

のです。戦争当時女学生であられたその方、お世話をされた特攻隊の青年兵士
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のことが今でも忘れられず、毎日仏壇に線香を焚いてご冥福を祈り、魂を弔っ

ておられたのです。私はその方のお宅に伺いまして、直ぐにそこに来ている迷

える霊たちに対して、『戦争はもう終わったのです。貴方々はこの方との関わ

りを断ち切り、離れなさい。そうすれば苦しみから解放されるのです』と懇々

と諭しましたところ、その方のご病気はすっかり良くなられたのです。 

 先日また具合が悪くなられたのですが、その原因はその方の意識が戦争当時

に戻り、その模様が心の中に展開されたことでした。その思いを取り除くこと

によって、心身は健全になるのです。  

 心（意識）に原因があることは、肉体中心の現代医学では分からないことな

のです。このような意識の世界のことが、ご著書『心の発見』にはたくさんお

導きくださっています。ですから、棒読みや上滑りな続み方ではなく、私の申

し上げた今のお話を通して拝読されたら、よりご理解頂けるのではないかと思

います。 

 

 

1999-5 月 Ｐ012 

【お救いいただいて】会社員(女性)の投稿 

 昨年一一月に崎浦地区の学修会に出席させていただいた時の事でした。丸山

先生から、「あなたは、犬を飼ったことがありますか。特別に犬に愛情をかけ

たことがありますか」というご質問をいただきました。犬を飼ったことはない

し、心当たりもなかったのですが、犬が私を頼ってきていることをお聞きしま

して、いろいろ思い出し考えた事を、数日後先生にファックスさせていただき

ました。先生からはすぐに電話でお返事が返ってきました。 

 先生のお答えは、「あなたが仕事で使っていた実験動物と関係があると思う」

とのことでした。私は、ある製薬会社の研究所で開発の仕事をしているのです

が、入社して五年間ぐらいは新薬の効果や毒性を評価する仕事が中心で、その

時あらゆる実験動物（ラット、ウサギ、モルモット、ビーグル犬等）の命を犠

牲にしてきたことを初めてお話しさせていただきました。ここ四年ぐらいは動

物実験の仕事はしていなかったので、まさか関係はないと思っていたのですが、

先生は「あなたは、大変な事をしてきましたね。例え仕事でも生きている動物

を苦しめ命を奪ったのですから、心から動物達に謝罪し反省しなくてはいけま

せんよ」とご指導をいただいたのでした。 

 自分が正法を学んでいながらとても大きな罪を犯してきたことを思う反面、

動物実験は、何も好きでやっていたわけではなく本当はやりたくないし、仕事

だからと我慢して仕方なくやってきたことなのにと気持ちはかなり複雑でした。 

 製薬会社では開発された新薬が市場に出るまでに動物を使って効果を試した

りすることは必須であり、研究開発の仕事に就いている限り動物実験は避けら

れないのです。一つの薬が開発されるまでどれだけの数の動物が使われるか考

えたことはなかったのですが、少なくとも動物実験は新薬開発の選択手段の一

つに過ぎないことを思うと、人間のために犠牲になった動物たちはどんなに無
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念であったことか計りしれません。 

 しかし一方で動物実験をしないと結論を出せないことも多く、動物実験の発

達が新薬の開発に大きく貢献している事も否定できません。私は仕事と正法を

同じ土俵の上で考えるのは無理があると感じてしまっていたのです。そのため

反省がなかなか進まない状態が続いていました。 

 それから約二週間後、九州地区の世話人研修会に参加させていただいた時、

車中で丸山先生とお話をさせていただく機会がありました。その時、動物達に

対してもっともっと反省し心から神に対して、動物達に対して謝らなくてはな

らないことをご指導いただき、そして学修会、研修会とお疲れであるにも拘ら

ず先生は私を浄霊してくださったのです。先生に浄霊をしていただくことは初

めてだったので一瞬驚きましたが、先生の手を通して神の光が体中に伝わり、

熱いぐらいのもの凄いエネルギーを感じた時、感謝で涙が溢れてきました。 

 先生は私に代わって私の今までの罪に対し、神に対して謝罪し、動物達の霊

に謝罪して下さいました。そのお言葉はとても慈悲深く心にズシンと響くもの

でした。この時初めて、会社の利益やひいては自分の利益のために罪もない動

物達をモノのように扱い平気で殺していたこと、動物達には本当に申し訳ない

ことをしてしまったと今までの大きな過ちに気付かせていただきました。浄霊

をしていただいた後は、何故か体がポカポカして軽くなったような気がしまし

た。 

 もしこのまま動物実験の事を話せないでいたら、この事は自分の中で完全に

蓋をして、一生開けることなく過ごしてきたことと思います。先生にご指導い

ただき、本当に救われた思いがしました。そして二度と同じ過ちを犯してはな

らないと思って反省を重ねていた時に、仕事で突然ビーグル犬を使った実験を

やらなければいけないことになったのです。ようやく動物達に対し反省をし謝

まることが出来るようになったのに、また動物を苦しめて新たな罪を重ねるこ

とになるのかと思うと心は暗くなり、反省どころではありません。 

 どうしたらよいかわからなくなって、一月の学修会で再び先生にご相談させ

ていただきましたところ、先生のお答えは予想以上に厳しいものでした。「そ

の実験をあなたは絶対にやってはいけません。あなたは左遷されてもいいから

何とか断らなくてはいけない。特にあなたは女性ですから結婚して子供を生ま

なくてはいけない大切な体なのです。ですから何事も傷つけることなく自分を

大切に生きていかなくてはなりませんよ」。（えっ、左遷？そんな……）とい

う思いはありましたが、動物実験はもうやりたくないという正直な自分の気持

ちを後押しされたような、勇気づけられたような気がしました。 

 またこの学修会では「仕事の場も修業であり、仕事上で上司にほめられたり

出世しても、それが法から外れていてはいけないのです」というご指導もいた

だき、今までの私がまさにそうであったという事に気付かせていただきました。

仕事においては動物実験に限らずどんな仕事でもテキパキ要領良くこなすオー

ルマイティな人というのが仕事上での私の理想でした。しかし、その根底には

仕事でもっと認められたいという欲がしっかりあって、仕事の場では正法と離
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れた別の自分が存在していたのでした。仕事と正法を同じ土俵で考えられなか

ったのは、私自身の正法の実践に問題があったのでした。その事に気付かせて

いただいても、先生のご指導通り私が動物実験を断ることはやはりかなりの勇

気がいりました。 

 動物実験は大抵の人は嫌な仕事と思いながらも我慢してやっているため、断

ることは単に我侭と受け取られるかもしれないこと、また実験は犬を持ち上げ

たり運んだりと重労働なのですが、実験のメンバーには腰痛を持っている人も

入っているため、健康体の私が免除された場合、ある程度非離を覚悟しなくて

はいけないことなどが理由でした． 

 しかしここで断らなくてはまた同じことの繰り返しになってしまうと思って、

勇気を持って部長に、「動物実験のメンバーから外して下さい。もし、駄目な

ら部署を移動することになってもかまいません」と伝えることができました。

部長には、「いままで動物実験は経験があるのに何故？」と理由を聞かれまし

たが、今は精神的に耐えられない等を伝え、一応は納得してもらうことができ

ました。仕事における理想の自分を捨てたことによって、仕事の忙しさでイラ

イラすることもなく今まで許せなかったいろいろな事が許せるようになりまし

た。また、いろいろな事が冷静に考えられるようになりました。 

 丸山先生のご指導がなかったら、私はいずれ正法を学ぶ自分と仕事上の自分

とのギャップに一生苦しむことになっていたかもしれません。また、動物をモ

ノのように扱う残酷な人間のまま一生過ごしていたかもしれません。本当に正

法は偉大です。今後の仕事はどうなるか分かりませんが、今、不安は全くあり

ません。こう思えるようになったのも正法を学んでいるから、神を信ずる事が

できるからだと思います。 

 大宇宙大神霊・仏よ、有り難うございました。丸山先生、有り難うございま

した。 

 

 

2000-01 月 Ｐ009 

【神はいませり 心貧しき者にも】某大学々長の投稿 

 私は五七歳。その内二四年間を薬学部教員として、その前九年間を病院薬剤

師として過ごして来ました。このような人生を通して、いえ、実はわたくし自

身、殆ど生まれながらにして身体障害者（脊髄性小児麻痺）であり、少なくと

も、人の生き死に、命の尊さについては知識として感覚としても分かっている

つもりでした。勿論、病気をどのようにして治すのか、患者さんにはどのよう

に接すればいいのか等についても学んでいるつもりでおりました。また、この

一○年間程は、特にがん末期患者さんの痛みを止める仕事を通して、ホスピス

ケアのテーマにも取り組んで来ましたので、「心」の問題についてもひとなみ

以上の感性を持っていると自負しておりました。しかし、今回経験した私の三

男の事件は、わたくしに根本的な誤りを教えてくれたのです。それは「何故、
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人は病気になるのか？」ということをわたくしは全く学んでいなかったという

ことです。 

 それは、世の常のように突然やって来ました。三男のＪは、二男とは一○歳

も離れて私の四一歳のときに生まれましたので、他の二人と区別することはな

いにしても、ともかく可愛さからは格別の感を持っています。名前を付けると

きにも、ローマ字で「ＪＵＮ」と書けるから男らしくていいじゃないか、とま

で思った程でした。わたくしは体の都合で、走るということが全く出来ません

ので、子供達にはそんなに勉強はしなくてもいいから、思う存分走ることが出

来るようなスポーツをやればいい、と言って来ました。Ｊはそれを忠実に守っ

て野球に専念し、おかげさまで高校受験では大変心配することとなりましたが、

ある日、入学した高校野球部での練習中に硬球が左後頭部に当たってしまい、

一瞬の間失神したといいますが、事故に会いました。 

 一応、医師の診察を受け、軽い打撲だからということで帰宅し休んでおりま

した。今から思えば、余りにも安易に考え過ぎていたように思いますが、その

ときは「無事でよかった」と安堵していました。ところが、翌日の朝、首筋が

張るといいながら朝食を食べて、二階の自室に入ってまもなく、「お父さん、

お父さん！」というけたたましい妻の声が響き渡りました。急いで二階へ上が

ってみると、Ｊは体をえびのように曲げて、左下になって痙攣しているではあ

りませんか。 

 妻はといえば、彼の口に自分の口をつけて息を吹き込んでいる様子です。直

ちに脈をとったところ、しっかりとした脈を感じましたので、長男に救急車を

呼ぶように言い付けて、妻には「静かにさせておけばいい」と伝えながら子供

をゆっくりと上向きに寝かせました。数分後だと思いますが、時折ピクピクと

体を痙攣させながらも、強い痙攣はほぼ治まりましたので、救急車の到着を待

ちました。 

 やっと、といっても一○分もかからないで救急車が到着し、直ぐに搬送とい

うことになりましたが、「脳外科の病院へお願いします」と言いましたら、今

日は休診日ですので、国立病院ではどうでしょうということになり、ＩＣＵへ

運んでもらいました。この頃には、大分落ち着いて来ていましたので、「Ｊ、

大丈夫か？しっかりして」などと話し掛けると、何となく頷いているように感

じていましたが、後々、このことを尋ねましたら「何にも分からなかった」と

言っていました。 

 国立病院の当日の担当の先生は内科医でしたので、経緯を話して「脳外科の

専門医にお願いしたい」と言いましたら、直ぐに連絡をとってくださいました。

待つ間に抗痙攣薬の坐剤が投与され、僅かにたまに足をびくつかせる程度にま

で回復して来ていました。少し話も出来、意識もかなり戻って来ていました。 

 ＣＴ検査の結果が出て、診断結果を聞くことになりました。妻は多分大変な

気持であったろうと思います。「全体的に異常な像は見られませんが、左後頭

部に何か小さな欠損？のような跡が見えます。生まれつきに出来る場合もあり

ますが、よく分かりませんので、二日後にＭＲＩと脳波の検査を行おうと思い
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ます。いいでしょうか」ということでした。 

 子供は殆ど正常な状態に戻り、ＩＣＵのベッドの上で軽い冗談を言い、隣の

患者さんから話し掛けられても快く答えていましたので、妻は相当安心してい

るようでした。わたくしも一応ホッとしていましたが、内心では、「まずいな

あ」という気持ちが払拭出来ませんでした。診察した専門医は明らかにＣＴの

結果で疑いを持っていることを確信していたからです。「左後頭部に何かがあ

る」という確信でした。 

 ＭＲＩと脳波診断の結果を聞く日となりました。流石に、行く道々は胸の動

悸を感じずにはいられませんでした。未だ暑い時期でもないのに、脳外科病棟

のナースセンターは妙に暑く感じました。今回は、先の診察をしてくれた先生

の他に、医長が待っていてくれました。「はじめまして、いろいろお世話にな

ります」と挨拶をすると、『○○さん、初めてではないですよ。覚えていませ

んか？近所にいた△△ですよ』。 

 世間は狭い。良い先生にめぐり合えたなあ、と感謝しました。しかし、その

ような感情は次からの説明で吹っ飛んでしまいました。『親しい人に、まして

良く知っているＪ君のことで、こんなことを伝えるのはつらいんですよね』。 

 医長は気を取り直したように、シャーカステンにＭＲＩの写真を挟み始めま

した。わたくしは次々に出てくる写真を食い入るように見つめました。歴然と

左後頭部に異常が写し出されていました。 

 『ここをご覧ください。脳の一部が白く写っているでしょう。これは出血が

起きた跡で、少し広がっているのは、この部分に浮腫が生じているためだと思

います。幸い出血は止まっているように思います。しかし、これだけならそれ

程心配ないんですが』。 

 わたくし達二人は次の医師の言葉をかたずをのんで待ちました。『頭の骨の

部分を見てもらえますか。この部分は普通丸く全体が白く写るんですが、Ｊ君

の場合は、この左後頭部のところが途切れていますよね。ＭＲＩでもこのよう

に写ってしまうことも無いわけではないと思いますが、やはりこれはここに何

かがあって、このように欠落していると考えた方が正しいと思います』。 

 「やはりか」わたしは内心がっくり来ました。この部分に悪性腫瘍があるに

違いないと思いました。『では、なにが起こっているのか。頭の骨を内側から

溶かしているとすれば、そのような力を持つ何かがあると考えられます。それ

は何か？今のところ分リません』医師は妻のことを大変気にかけて話をしてく

れていました。でも、妻は妻なりに「大変なことが起きている」と感じている

ことは、その顔つきと顔色から良く分かりました。 

 『それを確かめたい気持ちもあるのですが、そのためには頭を開いて、その

部分を採って調べないとはっきりしません。しかし、私はやりたくないんです

よね。今の段階で、Ｊ君にそのような検査をやること自体、最上の方法とは思

えないんですよ。なんでもない可能性も十分にありますから』。あくまでも医

師は妻に対して気を使っていてくれました。『最悪の事態という訳ではないん

ですよ、希望を捨てないでください』という言い方をしていました。わたくし
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は事実をはっきりと確信していました。彼のその部分に脳腫瘍があることを。 

 「Ｊになんでこんな病気が起きるんだ」という、怒りのような気持ちがふつ

ふつと起きました。この時点では自分のこれまでのことを振り返ってみる余裕

は全くありませんでした。がんの患者さんが、がんであることを伝えられてか

ら自分の病気を納得して受け入れるまでには「五つの段階」があると言われて

おり、その一つに「怒り」がありますが、正にこのことをわたくしは体験した

のです。 

 そして、次の瞬間には、「Ｊの命はそう長くないかもしれない。手術をする

ことをＪはどう理解するだろう。妻にはどう説明しよう」ということを考えて

いました。『脳波の方もかなり暴れていますので、しばらく静かに観察するこ

とも必要かと思います』という医師の言葉は頭を素通りしていました。 

 『そういうわけですので、痙攣が再発しないように薬を使って二週間様子を

見て、もう一度改めて検査をするというのはどうでしょうか？先生、どうです

か？』という言葉でふと我に返りました。「あっ、ええそれで結構です。それ

でいいよね？」と答えながら妻の顔を見ると、悲痛な顔つきをしていました。 

 ナースセンターを出るやいなや、「お父さん、Ｊを連れて丸山先生のところ

へ行こうっ」妻は言いました。その気持ちは痛い程分かりましたので、直ぐさ

ま丸山先生に連絡を取らせていただき、子供と共に伺いました。 

 子供も同席していましたので、これまでの経緯と、表面的な結果をお話しさ

せていただきました。『そう、それは大変でしたね』とおっしゃりながらわた

くしの方をじっとみておられましたので、「ちょっとここを出ていなさい」と

子供に言い、部屋を子供が出るや、「先生、実はＪの頭の中に腫傷が出来てい

ます。多分悪性だと思われます。今日から二週間後に検査をもう一度行う予定

で、その結果次第では手術も覚悟しなければならないと思います」とお話しす

ると、『頭を開くなんて絶対してはいけませんよ。神を信じて、出来るかぎり

のことをするべきですよ』とおっしゃいました。わたくしはその言葉にすがる

ように、「有り難うございます。先生、Ｊにひかりをいれてやっていただけま

せんでしょうか」とお願いしましたら、『いいですよ。主にお願いしてみまし

ょう』と快く引き受けていただきました。 

 子供を部屋に呼び入れて、『Ｊ君、ちょっとそこの椅子に座って、こっちを

向いて』と言いながら、先生は子供の背後辺りをじーっと見つめ、少し体を左

右に動かしながら何かを探っておられました。そして、『こういう病気になる

ときは、血液の流れが良くないことに原因があるので、肝臓と牌臓が悪いと思

います』と言いながら、子供の頭部と牌臓・肝臓の辺りにじっくりと神の光を

入れられ、大宇宙大神霊・仏に対して何度も何度も祈りながら、わたくし達に

代わって神仏にお詫びをされ、再び光を入れていただきました。 

 丸山先生はさぞお疲れになっておられる夕方の時間だと思いますのに、おお

よそ一○分間にもなろうという長時間、感謝にたえませんでした。その後、子

供を椅子にもう一度座らせて、最初のようにじ－っと眺められて、『どう？体

がすっきりしたんではありませんか？きれいになったよ』と尋ねられました。
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子供は、「はあー、そんな感じがします」と事情が良く飲み込めなかったよう

でしたが、ホッとした安堵の色が感じられました。 

 『くまざさというのをご存じですか？』丸山先生が突然おっしゃいました。

『くまざさを坊やに飲ませてあげてはいかがでしょうか。私の知っている方で、

悪性腫瘍や難病で困っておられた方が、たくさんこのくまざさで治っておられ

るのを知っています』。 

 「くまざさは昔から民間薬として知られている植物で、一説にはがん等の悪

性の病気にも効果があるといわれていますね」とわたくしが答えると、『高橋

信次先生がくまざさの処方を作っておられるのですよ』と言いながら、先生は

わたくしにその「処方せん」をお見せになりました。わたくしは、正直なとこ

ろ、くまざさの効果については懐疑的でした。それは、民間薬の場合は、経験

則で効果がうたわれているのみで、薬学的な立場からは効果は確認されていな

いことが多いためです。したがって、その時までくまざさを子供に飲ませるこ

とはみじんも考えていませんでした。高橋信次先生の「処方」は特別なもので

はありませんでした。また、調製方法もわたくしたちの立場からみて、特殊な

方法でもありませんでした。 

 しかし、わたくしは「子供に飲ませてみよう」と決心しました。高橋信次先

生の処方を信じてみよう、と心に決めました。「先生、早速Ｊに飲ませてみま

す」と言いますと、『ちょっと待ってください。くまざさを飲んでいる人がい

ますから、頼んでみますから』と言いながら、ある方に電話をされました。 

 『ああ、□□さん、丸山です。実は、○○さんの子供さんにくまざさを飲ま

せてあげたいのですが、くまざさのある場所とか、どういうふうにするとか、

□□さんは詳しいから、教えてあげてほしいのですが』。『ああ、今あります

か。その中から少しわけてもらえませんですか。それじゃあ、そうしてあげて

ください。おねがいしますよ』。 

 『□□さんが、今採ったばかりのいいくまざさがあるから、直ぐに届けてく

ださるそうですよ』とおっしゃってくださいました。 

 Ｊと共に家へ帰ると間もなく、□□さんが『今日採ったものだから直ぐに飲

ませてあげてください』と言って、ビニール袋一杯のくまざさを持って来てく

ださいました。「貴重なものをありがとうございます。□□さんも必要なのに」

と言いますと、『なーん、また採りに行けばいいんやから、気にせんといて』

と笑っておられました。「わたくし達も採りにいきたいので、どんな場所がい

いのか教えてください」とお願いしましたら、『今度行くときに一緒にいきま

しょう』と言っていただき、その数日後、妻はご一緒させていただき、おかげ

さまでたくさんのくまざさを得ることが出来ました。 

 早速、くまざさの葉を、葉脈を残して左右の部分を裂いて取り、鋏で一セン

チ四方程に細かく切り、ジューサーにかけて粉砕し、くまざさジュースを作り

ました。最初、子供は、テレビの青汁コマーシャルを思い出したのか、その予

想される味に不安げで、「くさくない？」などと聞きながら、一口飲み、味わ

っていましたが、やがてさほどでもない味に安心したか、コップ一杯を一気に
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飲み干しました。 

 それ以後、毎日朝夕の二回、くまざさジュースをコップに一杯ずつ飲みまし

た。長男やＪと一緒に、わたくしの大学からそう遠くない湯涌街道の途中にあ

るくまざさの林へ採りにいくようになりました。葉を採るときに神に感謝しな

がら、Ｊの病気に効きますようにと祈りながら採って帰り、きれいに洗って、

冷凍庫へ保存する毎日でした。 

 わたくしはといいますと、この日から『心行・祈願文』を読み・・・最初は

声にして読むことが出来ませんでした。何となく気恥ずかしい思いがありまし

たが、Ｊのためにと決心して・・・『心の発見』を読むことを続けました。「大

宇宙大神霊・仏よ、Ｊの心に光をお与えください、Ｊの心に安らぎをお与えく

ださい」と願う毎日でした。 

 それから二週間が経ちました。わたくしは仕事のため時間が取れず、妻が付

き添って病院で二回目のＭＲＩ検査を行いました。検査が終了し、その結果が

出るまでは、心配とひょっとしたら？という奇跡を待つ気持ちとが交互に起き

て、居ても立ってもおれないような状況でした。午後の四時頃でした。妻から

電話が入りました。奇跡が起きたのです。信じられないことが起きたのでした。

「お父さん、治ってるって！」という妻の声に、『本当か？』と聞き返さずに

はおれませんでした。 

 直ぐに病院へ向かって、見覚えのある、前回は落胆のるつぼに陥った脳外科

病棟のナースセンターへ入りました。くだんの医師はやや興奮した顔つきで、

しかし、優しい顔つきで、シャーカステンに写真を次々に挟み込んでいきます。

わたくしは前回同様に、その一枚一枚を食い入るようにみつめました。 

 「やった！」。そこには正に信じがたい映像がありました。『○○さん、よ

かったですねえー』、『きれいに治っているんですよ。信じられないんですが

治っているんですよ』、『出血部位の浮腫もすっかりなくなっています。それ

に、前回あった腫瘍が全くなくなっています』、『なにか薬を投与しました？

消炎剤のようなものを飲ましませんでした？』 

 医師は説明ともつかず、質問ともつかず矢継ぎ早に話をします。「いいえ、

なんにもしていません」。わたくしは嬉しさをぐっとおしころしてゆっくりと

答えました。『そうですか、こんなことがあるんでしょうかね。おかしいなー』

と、医師はまるで『治るはずがない、治ってもらっては困る』とでも言いたそ

うにつぶやいています。『ここを見てください』我に返ったように医師は写真

を指差しながら説明を始めました。 

 『きれいになっていますよね。前の時の、ＣＴやＭＲＩに見られた影はきれ

いになくなっていますよね。ただ、骨の部分だけはまだ少し不鮮明ですが、心

配は要らないと思います。よかったっ』。心からの悦びを顔面一面に表しなが

ら医師は説明を終えました。『Ｊ君の頭を開くようなことがなくて、本当によ

かった』。 

 「いやー、先生本当に有り難うございました。わたくしもなにがなんだか良

く分かりませんが、神様に救われたんでしょうね」とお礼を申し上げ帰ろうと
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思いましたが、実は、医者の言葉はこれで終わったのではなかったのです。 

 『○○さん、医者の悪いところなんですが、どうしても納得がいかないんで

すよね。その理由を知りたいんです。で、ご相談なんですが、もう一度だけ、

検査をさせていただけませんか？』。「どういう検査が残っていますか？」。

『脳血管造影です』。医師のいう検査は、最近はかなり簡便になって来ている

とはいえ、子供にとってはかなりきつい検査です。このような結果が示されて

いる状況で、その必要性についてあまり評価出来ませんでしたが、この真面目

な医師が、子供のために医学的な説明を確認したいと願っていること、わたく

しにとってもこれ以外に子供の頭部に何があるのか知っておきたいこともあっ

て、その提案に同意しました。 

 子供は、その検査が頭を開いて行わなくてはならないと思い込んで、「大丈

夫？」と心配していましたが、「血管中に造影剤を入れて写真を撮る検査だか

ら、そんなに心配しなくても大丈夫だよ」と説明して、了解をとりました。 

 約三週間後、検査が行われました。右腕の静脈からカテーテルを挿入して、

右後頭部の静脈を造影出来るようにするのですから、簡単になったといっても

かなり大変な検査であることは間違いありません。妻が付いておりましたが、

十分に慎重に検査が行われたようでした。 

 三度、ナースセンターへ入りました。『○○さん、一つの事実が見つかりま

した』。医師は検査を実施して得た成果を、検査を行いたいと主張した責任を

果たせたという思いを込めて、わたくしたちに説明してくれました。 

 『Ｊ君の後頭部の静脈に先天性の奇形があると思われます』。「えっ？どう

いう奇形ですか？」。『いえ、そんなに心配しなければならないようなもので

はないと思いますが、ここをちょっと見てください』。 

 造影された静脈の一部に吻合が認められました。『このような種類の静脈吻

合は既に教科書的に記述があるようです。実は、わたしも今回の件で初めて読

んで勉強したんですが』と言いながら、洋書を開いて数種の写真例を見せてく

れました。 

 「この先生は良い医者だなあ。正直な良医だなあ」と、わたくしは感動を覚

えました。患者やその家族の前で、なかなかこのように本音や自己をさらけ出

すことは出来ないものです。専門家となればなおさらです。 

 『しかし、結論から言いますと、やっぱり理由は分からないんです。今回の

Ｊ君に起きた出血が、この血管の異常によるのかどうか分りません。このよう

な奇形は、この本によると出血を起こすことはない、と書かれてあって、また、

将来に亘ってそのような危険が起きることも殆どない、と書いています。です

から、この奇形が見つかったといっても、今後再びこのようなことが起きるこ

とは心配しなくてもいいように思います。注意を怠らないようにすることは大

切だと思いますが』。 

 医師の結論は、過去二回の検査で見つかった異常とその治療の結果について

は、ＣＴやＭＲＩや今回の血管造影の写真の読影をその専門医にやってもらっ

たけれども、やはり変わらなかったということでした。 
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 わたくしはがん患者さん・・・特に、末期がん患者さん・・・の痛みを止め

る仕事を研究としてやって来ました。このがん特有の持続する頑固な痛みを取

るためには、モルヒネという麻薬を用います。通常、健常人であれば一回に三

○mg を飲むと、その副作用である呼吸抑制が起き、ひどい場合は呼吸麻痺が

起きて死にいたります。ところが、がんの患者さんには、二○○mg とか三○

○mg とか信じられないような量を投与します。わたくしが知る限り、最大の

一日投与量は実に四○○○mg の例があります。でも患者さんは、その激烈な

痛みが止まっても、心臓が止まることはありません。この理由は分かっていま

せん。 

 わたくしは、薬学部学生への講義でこの例を取り上げますが、では何故か？

という説明では、「これは神の仕業と考える以外に理解出来ない。神はがん患

者さんに『未だあなたは生きているんですよ』という証として痛みを与えられ

た、その代償としてモルヒネのこのような大量投与に対して、痛みを取ること

があっても、命を取ることはない、というようにされたのだとわたしは感じて

いる」という風に説明して来ました。学生もそれなりに理解しているように思

って来ました。 

 しかし、今回の子供の事故を通して、わたくしは神の業ということに対して

そのように思おうとしているだけで、心の底からそれを信じて言っているので

はないことに気付きました。 

 神はいませり。奇跡としか言い様のない今回の経験は、正にそれを知らしめ

てくれました。わたくしのような未熟な学びしかしていない者にも、神は平等

にその恩恵をお与えくださった、と感じています。 

 わたくしは、現世の肉体や心の一部についての癒しに対しては少しは勉強し

て来たつもりですが、過去世や来世については未知の世界としてやっと勉強を

始めたばかりです。高橋信次先生のご著書を読みながらも、その真髄にはなか

なか到達出来ませんが、少なくともその一端に触れることが出来たこと、そこ

にお導きいただきました丸山先生、心より深く感謝申し上げます。 

 大切なくまざさを惜しげもなくくださいました□□様、そして数々のご心配

をいただきました勉強会の皆様方に心から感謝いたします。おかげさまで、そ

の後、Ｊは元気に過ごしております。これも偏に神仏の大きなお計らいとお導

きの賜物と心より感謝いたします。これからも夫婦揃って法の勉強と実践に研

讃したいと思います。 

 

 

2007-1 月 Ｐ038 

【心臓をお救い頂いて】会社員(男性)の投稿 

 私は、小学校低学年のころ、病弱でいつも学校を休んでいました。原因は急

性のＢ型肝炎によるもので、しばらく入院生活をしていました。その時、肝炎

とは別に心臓弁膜症もあると診断されました。 

 当時は、心臓弁膜症の原因は、リュウマチ熱によるものではないかと診断さ
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れましたが、後に一九八四年、私が三三歳の時、大阪府吹田市の国立循環器病

センターで診察して頂いた時、心臓の大動脈弁にごく小さな穴が無数にあいて

おり、生まれつき心臓弁に欠陥のあることが解りました。 

 とにかく、学校の定期検診では、必ず心臓弁膜症を指摘され、過激な運動は

絶対しないように注意されました。そのため、小、中学校の体育の授業はいつ

も休んでいました。幼いながらに、お医者様に治療方法はないものかと尋ねま

すと、「治療方法はない、ヒビの入った茶碗と同じで、直す方法はない、将来

医学が発達して手術が出来ればいいね」と言われました。しかし、当時は、体

が何となくだるいといったこと以外、特にこれといった顕著な自覚症状はなく、

あまり深刻に考えておりませんでした。 

 高校の時、剣道部に入りましたが、心臓弁膜症であることが分かり、すぐに

退部させられました。しかし、その後、大学受験で徹夜することもありました

が、元気なもので、自分が弁膜症であることを忘れていました。ただ、風邪を

引いて病院に行き、お医者様が聴診器を当てられますと、必ず「心臓に雑音が

入っていますね」と指摘されました。 

 大学卒業を控えた頃、社会人になるので、初めて大きな病院で精密検査を受

けました。その時初めて、「大動脈弁閉鎖不全症」であることを知らされ、手

術でしか直らないと言われました。今はまだ技術は発達していないが、そのう

ち必ず医学の進歩で治るようになるとお医者様に励まして頂きました。しかし、

私の病状は歳を取るに従い、必ず悪化すると言われました。 

 そして、私は社会人になりました。一年間は民間企業で働きましたが、今か

ら三一年前、一九七五年に郵便局の外国郵便課に勤めました。 

 毎日深夜勤務が続き、九年間続けました。その頃から、体に不調を覚えるよ

うになりました。冷え性になり、よく風邪を引くようになりました。まだ、二

○代後半なのに、体力は随分と落ちていました。 

 そして、一九八四年二月、自分から希望して簡易保険課に変わりました。簡

易保険の外務員の仕事は十キロの営業用カバンを持って階段を上り下りし、自

転車で毎日何十キロも走行し活動するもので、体力が要求されます。 

 その年の秋、保険の外務を勤めて、十ヶ月目で倒れました。深夜胸が苦しく

なり救急病院に運ばれました。これが初めての心臓の発作でした。当時の職場

の仲間によれば、唇がいつも真っ青であったといいます。 

 そして、大阪府吹田市の国立循環器病センターに入院し、翌年の一九八五年

二月に心臓弁置換手術を受けることになりました。子供の時から手術出来ない

と言われてきた心臓病でしたが、やっと手術を受ける機会を頂いたのです。吹

田市の国立循環器病センターは日本一と言われています。ここで治らなければ

諦めるしかないとの思いで入院しました。 

 お医者様は「心臓弁を取り替えるなど、部屋のドアを取り替えるようなもの

です。一ヶ月もすれば元の仕事に復帰出来ますよ」とおっしゃいました。しか

し、当時の心臓の手術は、体を氷で冷やして一旦心臓を止める大手術であるこ

とに変わりはありませんでした（手術の間は人工心臓を使い、手術が終った後、
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電気ショックで再び心臓を動かすそうです）。 

 人工弁には機械弁と生体弁の二種類があります。当時は機械弁が一般的でし

た。手術を控えたある日、深夜になると、カチカチという音がするのです。不

思識に思っていると、どうやら先に手術した隣の人の方から聞こえます。それ

も体内から……どうも心臓の機械弁の音らしいのです。 

 私は営業の仕事をしており、毎日たくさんのお客さまと接触します。もしカ

チカチと体内から音が聞こえたら、お客さまは不審に思わないだろうか。また

感情が高ぶることなどあれば、それに連れて、心臓の機械弁もカチカチと早鐘

のように鳴るのだろうか。もしそうなら、何だか自分の気持ちを人に読み取ら

れているようで、いやだなぁと思いました。 

 手術前に、Ｋ先生を始め、三人の主治医の先生方と面接がありました。「何

でも分からないことは聞いてください」とおっしゃって頂きましたので、この

ことをお話しさせて頂きました。Ｋ先生は「そんなこと言った人は、初めてで

すよ。音が気になってノイローゼになったという人は、今までにおりません。

……でも、音が気になるというのなら、最近、アメリカで開発されたばかりで

すが、子牛の生体弁を使いましょう」とおっしゃってくださいました。 

 「ただ、生体弁には寿命があります。必ず取り替え手術をせねばなりません。

今のところまだはっきりとしたデータがないのですが、五年後を目安に考えて

ください」とおっしゃいました。 

 機械弁は、取り替え手術は不要ですが、血液が付着するという欠点がありま

す。そのため血液を薄めるワーファリンを一生飲み続けなければならず、事故

など不慮の出血に備えて、手帳を常に携行せねばならないとも聞きました。私

と家内は迷わず、子牛の生体弁を入れて頂くことにしました。 

 最近、インターネットで調べて分かったことですが、現在では生体弁の研究

改良が進み、平均寿命が一五年から二○年ほどに伸びたそうです。 

 しかし、若い人は新陳代謝が激しく生体弁の傷みも早いので、機械弁を用い

るのがまだ一般的で、生体弁は、平均六五歳以上の高齢者に用いるのが一般的

だということです。ただし妊娠を希望する若い女性には、例外的に生体弁を用

い、妊娠が終った適当な時期を見計らって、今後の耐久性を考え、機械弁に取

り替える場合が多いということでした。 

 当時、私は三三歳でした。生体弁の技術も現在ほど進んではいなかったと思

います。耐久年数もはっきりとは分かりません。そんな中で、生体弁を用いる

ことを、主治医の先生方は決断してくださいました。主治医のお一人の先生が

強く奨めてくださったそうです。 

 私は一ヶ月後に無事退院し、家で一ヶ月療養した後、仕事に復帰することが

出来ました。 

 休憩を取りながらの仕事でしたが、仕事は順調に進み、毎年業務表彰を頂く

までになりました。復帰したその年の夏は記録的な猛暑でしたが、一度も倒れ

ることなく、無事、仕事を続けさせて頂くことが出来ました。 

 ところで、私の家内はお産を境に、体調が悪化し、三○代の後半には、寝込
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んでしまうほどになりましたが、病院では治らないと言われました。その後、

家内は、「肉体と心の関係」、「人間の心の在り方」について興味を持ち、そ

の方向に解決の道を求めるようになりました。ある日、堺市立中央図書館で、

偉大な主・高橋信次先生のご著書『心の発見』に巡り会うことが出来ました。

そこには、肉体と心の関係についてまさに求めていたことが書かれてあったの

ですが、自分一人ではそれ以上に深く理解するには至りませんでした。 

 五年後、一九八七年、金沢に住む家内の姉から、偉大な主・高橋信次先生よ

り直接、指導を受けられた丸山弘先生がおられると紹介して頂きました。 

 家内は、図書館で拝見した「高橋信次」というお名前と姉から聞くお名前が

奇しくも同じだったものですから、すぐに丸山先生にお目に掛からせて頂くこ

とにしました。 

 そこで、初めて「心と肉体の関係」について分かりやすく教えて頂きました。 

 「心と肉体は車の両輪のようなものです．密接な関係があります。 

 しかし人間は、肉体があるから、心（精神）の作用があると見るでしょう。

ところが、肉体を支配しているのは、実は心なのです。 

 人間は、眠っているとき、目、耳、鼻、大脳等は機能しているはずなのに、

睡眠中は意識がなく、一切の記憶もないでしょう。目覚めて初めて意識が戻っ

てくる。 

 通常、思うことは、大脳の働きと考えられていますが、睡眠中、大脳は機能

しているはずですが、考えることも出来なければ、記憶することも出来ないの

はなぜでしょう。 

 この睡眠の謎を世界で初めて解明されたのが、偉大な科学者・高橋信次先生

なのです。 

 人間には肉体の他に魂（心）があります。この魂こそ人間の本体です。舟に

例えると、肉体は魂を乗せる舟であり、魂（心）こそ本当の船頭さんなのです。 

 眠るとは、魂（船頭）が肉体から離れる（下船する）ので、肉体は抜け殻と

なり意識の作用がなくなる、目覚めるとは、魂が肉体に戻ることで、そのため

意識が戻ってくるのです。 

 思うことは魂（心）の作用なのです。人間は心で思うことは人には絶対分か

らない、何を思っても自由だと思いがちですが、思うことにもちゃんとルール

があります。 

 大自然の中に生きるすべての生物は、大自然のルールに沿って生きてこそ、

健全に生きられる。人間も例外ではありません。 

 思うことは、万物の霊長人類の特権ですが、大自然のルールに沿って思って

こそ、心身共に健全に生きられるのです。そのルールは、偉大な主・高橋信次

先生のご著書『心の発見』三部作（神理、科学、現証篇）に書かれてあります

ので、何度も熟読し、まず思うことを修正することから始めてください」とお

話しくださいました。 

 家内は前途に道が見えたことで、病気に対する不安が一気に解消され、晴れ

晴れとした気持ちになったと申しました。 
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 それから一年後、一九八八年、私は家内に連れられ、金沢で、丸山先生にお

目に掛からせて頂きました。 

 こちらが何も言わないのに、丸山先生は「ところで、ご主人様のお体は健康

ですか」とお尋ねくださいました。即座に、家内が横から「ハイ、今から三年

前に心臓弁を入れ替える手術を受けました。いずれ何年か毎に、取り替え手術

を受けねばなりません」と申し上げますと、先生は即座に「それはいずれ寿命

がくるでしょうね。時間の問題と思います」とおっしゃられたので、励まして

くださるとばかり思っていた私たちは、一瞬、唖然としました。 

 続けて丸山先生は、「それは肉体の細胞にも、そのひとつひとつにすべて意

識があります。それをただの物と見なして、手術によって、いきなり違った意

識の細胞を持ってきて、違う人間の体にくっつければ不調和を起こすのは当然

です。 

 細胞の意識と話の通じる人から、子牛の細胞意識に、貴方の肉体細胞の意識

と調和するよう、お願いしなければいけません」と言われましたので、私たち

はどうしたらよいかと途方に暮れていますと、「私がやってあげましょう」と

おっしゃられ、丸山先生はその場で、二つの細胞意識に調和するよう話してく

ださり、「神の光」を入れてくださいました。そして「貴方の心臓はもう直っ

たんだから、感謝をした後はすっかり忘れてしまいなさい」と言ってください

ました。 

 私はこのお言葉を聞いて、子供の頃から心のどこかにいつも重くのしかかっ

ていた心臓病に対する不安が一遍に晴れたように思い、ただただ嬉しくて嬉し

くて、有り難い気持ちでいっぱいになりました。その後、私は心臓のことはす

っかり忘れて生活しておりました。 

 それから八年後、一九九六年、私は検査のため、久しぶりに国立循環器病セ

ンターを訪れました。当時の先生方はもうおられず、初めてお会いする医師の

方より「○○さん、手術から一二年目になりますが、今までに何回受けられま

したか？」とカルテを見ながら不思議そうに尋ねられました。「何回目とは一

体何の事でしょうか？」と私が尋ね返しますと、この一二年間に何回手術を受

けましたかとのことでした。思わず私は「一回、先生、…一回ですよ！」とお

答えしました。 

 あれ以来、今まで何事もなかったかのようにすっかり元気に暮らさせて頂い

ておりましたので、生体弁には寿命があることを忘れていたのです。 

 私は子牛の生体弁を入れているため、寿命があることを聞かされてはいまし

たが、その先生が言われるように、わずか一二年の間に、数回も取り替え手術

が行われるかも知れないほど短いものだとは考えてもみませんでした。その先

生は「長持ちしてよかったね」と喜んでくださいましたが、最後に一言、「一

○年後には必ず取り替え手術を受けることになりますよ。そのつもりで……」

と念を押されました。 

 しかし私は診察室を出た時、本当に心の底から悦びが込み上げて参りました。 

 八年前、丸山先生が私の心臓に光を入れてくださいました時、一生懸命、子
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牛の弁と私の心臓に話しかけておられたその意味が、その時初めてはっきりと

解ることが出来たからです。私は神仏によってお救い頂いたのだと実感するこ

とが出来たからです。 

 それから三年後、一九九九年四月、私はかつての主治医のＫ先生が、奇しく

も私たちの住む堺市で医院を開業しておられることを知りました。 

 手術から一四年が経過していました。早速、家内と二人でご挨拶にお伺いさ

せて頂きました。先生は一四年ぶりに私の心臓に聴診器を当ててくださり、「良

い音がしていますね。心臓の調子はいいですよ」と言ってくださいました。後

日、念のため、超音波検査を受けることになりました。この時、Ｋ先生に、金

沢での体験をお話しさせて頂き、偉大な主・高橋信次先生のご著書『心の発見』

科学篇をお渡しさせて頂きました。 

 超音波検査の日、検査技師の方は元国立循環器病センターで技師をしておら

れたベテランの方でした。画面に映る私の子牛の弁を見ておられた検査技師の

方は開口一番、「え、これ、人工弁ですか。言われなければ分かりませんね。

てっきり普通の心臓弁だと思っていました。きれいですね……、今までいろい

ろな人工弁を見て来たが、こんなにきれいな人工弁は見たことがないなぁ。人

間の弁と少しも変わらないなぁ」と驚いておられました。 

 私はその検査技師の方の説明を聞きながら、画面に映る子牛の弁が、パック

ンパックンパックンパックン……とただの一秒たりとも休むことなく、ただた

だ一生懸命に一生懸命に働いてくれている姿を見た時、思わず涙が込み上げて

きました。横で見ていた家内も涙ぐんでおりました。 

 まさに私の肉体の一部として、ダイナミックに躍動する子牛の弁の姿を見て、

それは決して「もの」ではなく、まさに意識を持った生命だと感じました。こ

うして私の肉体の一部として、一時の休みもなくただひたすらに規則正しく私

の全身に血液を送り出してくれている子牛の弁の姿を見て、熱い思いが込み上

げてきました。 

 「大宇宙大神霊・仏様、私をお救いくださいまして本当に有り難うございま

す。子牛の弁よ、私の肉体細胞の一部として日夜休むことなくご協力ください

まして本当にありがとうございます」と、その時心の中で何度も何度もお礼を

申し上げておりました。 

 そしてその時、一九八八年、丸山先生に、「神の光」とともに言って聞かせ

られた自分の役割を、この子牛の生体弁はただ忠実に守ってくれているのだと

思いますと、人間とは何と愚かな動物なのかと思いました。仕事が辛いといっ

ては不平不満を言い、疲れたといっては休んでいる自分が恥ずかしくなりまし

た。子牛の弁は私の肉体舟の一部として、私の魂修行にご協力くださり、今も

自分の役割を果たしてくれております。 

 この姿を見て、私も神のみ心を心として生きて行かなければいけないと思う

ようになりました。 

 後日、検査の結果を聞きに病院に参りました。その時、先生は始めに「貴方

の人工弁はしっかり働いてくれていますよ。良かったですね……。このご本（『心
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の発見』）を書かれた方のおかげかも知れませんね」と、一言ぽつりと言われ

ました。 

 現在、生体弁の改良が進み、弁の寿命は平均一五年から二○年以上にも伸び

たと聞いております。 

 症例が膨大で、日本全体あるいは世界全体での正確なデータは伺い知ること

は出来ません。 

 私と同じような時期に、若い方でやはり生体弁を移植し、今も取り替え手術

をすることなく元気に過ごしておられる方もいるように聞きます。 

 退院した当時、私は、菌の感染に最も神経質になっておりました。羽が散る

といって小鳥も嫌がりました。風邪など引いて、もし生体弁に歯が付着するよ

うなことがあれば、心臓内の感染ですから大変なことになります。手術前、私

はよく風邪を引いておりましたので、風邪薬も処方して頂き、常備しておりま

した。 

 数年前、原因不明の高熱（三八度以上）が二、三日続きました。熱が出れば

感染が疑われるので、すぐに病院に来るように言われておりましたので、堺市

の先生の病院に駆けつけました。 

 ちょうど折から、生体弁に菌が感染して心臓内で化膿し、急遽、国立循環器

病センターに入院した患者さんが出たばかりでした。 

 私に高熱が出たと聞かされた先生は、この時、ああ、もうダメかと一瞬思わ

れたそうです。 

 幸い熱は下がりましが、念のため一週間、点滴に通いました。後日、超音波

検査を受けましたが、生体弁に異常はありませんでした。熱の原因は今も分か

りませんが、この時も、すでに肉体の一部となって働いてくれている子牛の弁

の有り難さを改めて感じました。 

 子牛の弁の細胞意識に、神仏様のみ光を頂いたときから、私の心に不安とい

うものが消えました。 

 肉体の細胞のひとつひとつにも意識があり、細胞どうしの意識に調和するよ

う語り聞かせてこそ、生体弁の移植が完成したと言えるのではないかと確信さ

せて頂いております。 

 おかげさまで、平成一九年二月で、手術を受けてから、満二二年になります。

この長きに亘り、子牛の弁は、私の肉体の一部となり一生懸命に働き続けてく

ださっております。 

 大宇宙大神霊・仏様、私の心臓にみ光を頂きまして本当に有り難うございま

す。私のために一命を捧げてくださいました子牛さん、本当に有り難うござい

ます。おかげさまで私は今日まで何の不安もなく、職場において人一倍の仕事

をさせて頂くことが出来ました。 

 神仏様より頂きましたこの奇跡の事実を、そして悦びと安らぎを今後ますま

す一人でも多くの人たちに叫んで参ります。 
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2002-6 月 Ｐ033 

【兄嫁の難病をお救い頂いて】会社役員(女性)の方の投稿 

 愛いっぱい、思いやりいっぱい、計り知れないご慈愛を頂きまして有り難う

ございました。 

 兄嫁の病気見舞いのため、これまで何度か実家に行きましたが、その都度、

一言でも正法により多数の方がお救い頂いていることをお話し申し上げようと

思っていましたが、何故か口に出すことが出来ませんでした。 

 ところが、昨年の一○月頃から、兄嫁さんに少しずつ私がお救い頂きました、

悦びの体験をお話ししているうちに長男のお嫁さんに、次男のお嫁さんへ、そ

して娘の○○子さんがご著書を拝読させてほしいと言われ、やがて、三人が悦

びいっぱいで拝読するようになられたことを知り、大変驚くとともに、こうも

早く兄の一家にまるで当たり前のようにスムーズに伝わったことに感激いたし

ました。まさに縁生とはこういうものなんだ、とただただ眼を丸くするばかり

です。その悦びは、言葉では言い表しようがない程です。 

 しかし、お見舞いに行くごとに兄嫁の顔が次第に厳しくなり、痩せ細って行

くようになり、もう体中がただただもう痛くて痛くてお布団にも体をつけられ

ない、また床に入って横になろうとしても痛い、上を向いても痛い、どうにか

下を向いても痛い、その激痛の凄まじさを聞き、座っていたらまだ痛みが和ら

ぐのかと思っていますと、座っていても、どうしても四六時中痛い、日々癒さ

れる希望の知れない中で苦闘しながら寝ている兄嫁を始めとした多数の患者さ

んとそのお家族の苦悩を痛いほど知りました。 

 そうした中で、去る三月二一日、長女の○○子さんが初めて金沢地区合同学

修会に参加され、ご著書を拝読し反省する中で、大きな救いを頂かれた悦びの

発表をされました。その日の帰りの車中で、○○子さんから、母の痛みが日を

重ねるごとに益々強くなり、痛み止めの薬も次々増え、痛み止めの座薬ももう

限界に来ているようで、医師からも、この五月が山ではなかろうかとまで言わ

れている状態を聞き、大変驚きました。 

 三月三一日富山の学修会に参加させて頂く車中で、丸山先生に、初めて兄嫁

の容体についてお話しさせて頂き、家族の殆どが毎日ご著書を拝読するように

なり、家族全員が、兄嫁の残された日々に対して出来る限りのことをして上げ

たいという思いいっぱいなのですが、この病気ばかりは担当医師ですら匙を投

げているような状態では如何ともすることが出来ない状態なんです、というお

話をさせて頂きましたところ、先生は、なぜ今まで黙っておられたんかいね、

可哀相に、早速今夜から祈らさせて頂くね。出来たら今夜から熊笹の青汁を飲

ますようにしてください、と申されました。 

 同行の方々の中に運良く熊笹についての権威でいらっしゃる△△様がおられ

ましたのでお救いくださるようお願い申し上げました。富山から帰る道で、△

△様の温かいご厚志を頂き、早速兄嫁に新鮮な熊笹の青汁を飲ませました。ほ

んの小さな杯一杯ほどの青汁を飲み終えた後も、痛い痛いと苦しそうに言いな

がらどうにか床に就いたそうです。 
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 翌朝起きるなり、その後の容体を聞いたところ初めて『夕べは痛くなかった

ので、ぐっすり休めた』と嬉しそうに話す母親の顔を眺め、娘の○○子さんは、

あまりの激変にただただ驚き、直ちに先生にお知らせ申し上げたところ、先生

には、大変お悦びになられたとのことでした。 

 ほんの一ミリほどの好転でも嬉しいのに、富山学修会の夜を境に、あれほど

痛み苦しんでいた痛みも、まるでウソを付いていたような引っくり返るような

大奇跡が起きたとしか言い様のない位の悦びと感激、感動で、偉大な偉大な大

宇宙大神霊・仏の大慈悲に対して、家族を始め関係者一同心から幾重にも幾重

にも悦びと、感謝をお捧げ申し上げ、今後の報恩感謝の誠を実践させて頂くこ

とをお誓い申し上げたのでございます。 

 その翌日、本人をつれて先生宅にお伺いして、『ひかり』を入れて頂いたの

ち、本人に対して『ご主人様に対して、思ったこと、行ったこと我慢をして来

たこと、について結婚してから今日までのことに対して心から反省をしてくだ

さい』と、反省の仕方について詳しくお話しくださいました。 

 兄嫁の、母親の痛くない姿に、家族全員が、偉大な偉大な神仏がいませるこ

とを嫌という程知らされた思いがしたのでした。正法に対して、いささか信じ

られない心持ちの一人の方も、この我が眼で見た事実を否定しようにも否定出

来ない事実を目の前にして、初めて心から偉大なお計らいに対して、ただただ

畏れ伏すお心のご様子であったことを伺いました。 

 親戚ながら兄嫁さんが、かつて発病当時金沢の国立病院において、膵臓と脾

臓を取り除いたことをこのとき初めて聞き、ずいぶん前から丸山先生より、脾

臓は不要なもの、と現代医学では言われているが、決して同意することのない

ようにとお教え頂いていましたが、お伝えする機会がなかったため、本人は知

らないままに切除したということを聞き、法に帰依していることが如何に幸い

であるかを痛感させて頂きました。 

 次に、二回目の「ひかり」を入れて頂き、先生は兄嫁に対して、貴方のお母

さんから何をして頂いたか、また、貴方は何をして差し上げたか、について反

省をしてください。また、お許しを頂いて寝ながら先生のご講演を聞いて、法

をお勉強してください、と申されました。 

 その後の容体は、全く痛みのない状態がそのまま続いていましたが、食事の

量が細くなり次第に衰弱して行きました。 

 先生から電話を頂き「食事は食べれますか」とお尋ねされた時、「食事は杯

に一杯ほどですがどんな物も臭いが鼻に付き食べれないようです」と申し上げ

ると、先生は「では、この次に、臭いが気にならないようにしましょうね」と

いわれ、電話を受けた家族は、「臭いが気にならないようにしましょうね」と

いうお言葉に、ただただ驚き、後で聞かせて頂いた私自身も、背筋がぞくぞく

して鳥肌がたちました。そして同時に心から「神はいませり、主はいませり」

と思わせて頂き、大宇宙大神霊・仏に対して、心から感謝を捧げました。 

 その後、一日一日体力が無くなり、もう歩けないかもしれないね、と思って

いた翌四月二一日、日曜日多数の家族に見守られながら、最後まで痛くない儘、
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平安なお心で天命を全うされたのでした。 

 一生懸命に反省されたのか、死後硬直する事も無く穏やかな優しいお顔でし

た。 

 後で、先生にご報告申し上げました時、先生は、当日鹿児島の学修会を終え、

ＪＲに乗車して間もなく、帰ったらまた「ひかり」を入れて上げ、反省のその

後について、お尋ね申し上げようと思った時が、亡くなられた午後二時であっ

たことを話されました。 

 先生、本当に有り難うございました。偉大な正法のお陰さまでお救い頂き、

平安に旅立つことが出来ました、大奇跡をお与え頂き、有り難うございました。

心から厚く御礼申し上げます。 

 国立病院でも、薬でも癒すことが不可能であった痛みを、大宇宙大神霊・仏

様のお計らいを頂き、ピタリと無くなりましたことを、誰にお話し申し上げて

も、中々信じて頂けないと思いますが、私たち家族は命の続く限り、声を大に

して叫び続けて行きたいと心に誓っております。 

 聞くところによれば、膵臓ガンは、転げ回る程の痛みがあることを聞いては

いましたが、富山の学修会を境に、あの激しかった痛みがピタリと止まり、家

族全員本当に信じられないような感激と感動と驚きでありました。 

 兄嫁は、我が身の厳しい難病を通して、私達一族に偉大な正法を心の宝とし

てお授けくださいました。私たちの心にこの灯が輝いて行くよう愈々精進し伝

道して行きたいと思います。 

 有り難うございました。 

 

 

2004-6 月 Ｐ044 

【孫の「○○○」に【奇跡】を頂いて】主婦の方の投稿 

・・・ヒルシュスプルング病が癒された現証-1/2 

 平成一五年七月五日が東京、つづいて六日が浜松の学修会で、孫のことをお

話しさせて頂きました。「○○○」のことに触れると胸が一杯になり、只々有

り難く勿体なく涙が溢れてくるのです。五日が丁度、「○○○」の七歳の誕生

日でした。 

 畏れ多くも偉大な偉大な神仏の御慈悲と、丸山先生の愛によりお救い頂き、

感謝と悦びを申し上げずにはいられません。 

 それは平成一四年一一月一一日熊本の娘より「お母さん！『○○○』がヒル

シュスプルングという病気なの」と電話がありました。 

 『エ！』「一一月二六日検査入院、一二月一六日に手術があるの。検査自体

も飲まず食わずでつらいものらしい。我慢強い「○○○」が、『もういや！病

院に行きたくない』と言って泣いている」と心配一杯の悲痛な声でした。今迄

一度も聞いたこともない病名で驚きました。 

 偉大な主・高橋信次先生には、『周りで起きる事に偶然は一切ない。すべて

必然である。原因があって結果がある。苦悩は自らの心と行いがつくり出して
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いる』とお導きくださっています。この苦難は、神仏のお導き、お計らいなの

だと真摯に謙虚に受け止めさせて頂き、また先生より常々「これまでの正しく

ない他力信仰や思想等の反省をするように」とご指導頂いておりましたので、

まず神仏にお詫び申し上げました。 

 「唯一の偉大な偉大な神仏により生かされていながら、本当でない間違った

ものを信じ、沢山他力信仰をしてきました。また多くの人の考え（思想）を心

に入れてきました。 

 昭和五八年に高橋信次先生のご著書に出会わせて頂きながら、平成九年迄一

四年もの間、法のない所で学んで来ました。真実の神理正法でなく、思想に変

わっていたのに気付きもせず心を汚して来ました。何卒何卒愚かな私をお許し

ください。 

 私は今、偉大な偉大な主・高橋信次先生がお悟りになられ、お説きください

ました正法を信じ、帰依させて頂きました。大宇宙大神霊・仏様、今迄の私の

愚かな思い、行い、過ちを何卒何卒お許しください。我が心に光をお与えくだ

さい。心に安らぎをお与えください」 

 と心から懺悔し、何度もお詫び申し上げました。両親や子供達のことも反省

し謝罪し、心からお詫び申し上げました。 

 少し落ち着きましたので、病気の事を法友を始め、娘の親友にインターネッ

トで調べて頂きました。 

【病名】ヒルシュスプルング病（先天性腸管神経欠損症・神経節細胞欠如症） 

【原因】消化管の壁内神経は、胎生六週頃より迷走神経に伴われ中枢より食道

に到達し、順次肛門側消化管に遊走し、三ヶ月頃に直腸下端に達す。この過程

が何らかの原因で成長が止まり、肛門内括約筋に達していない先天性疾患であ

る。（医学的に見ると原因不明） 

【症状】ほとんど直腸からＳ状結腸までの神経がないので、ぜん動運動が起こ

らず腸閉塞やひどい慢性便秘になる。本当は胎便（生まれて最初にする黒い便）

が出ないので、新生児期にすぐわかる。その場合必ず人工肛門を作る必要あり。

五千～一万人に一人掛かり、乳幼児期までに発見され、何故か男の子が多く女

の子は少ない。 

【治療方法】外科的な根治療が最終的な方法。手術のリスクは、骨盤神経や膀

胱の細胞の損傷。排尿障害や性機能障害など。 

 ある母親の体験の言葉に「この病気と分かって手術以外に治す方法はないか

と誰しも思うでしょうが、神経のない部分を切除しない限り治りません。お医

者さんを信頼し手術して貰い、親は子を見守る事しか出来ませんが、子供と一

緒に頑張ってこの病気と闘いましょう」とありました。想像以上に大変な病気

で不安になり、何故？どうして？正法に触れているのに……何故こんな事にな

るのだろうと、また混乱しました。 

 神仏に生かされているにもかかわらず、正法神理を学ばさせて頂いている感

謝を忘れ、報恩の心もなく御指導通り実践努力していない、法以前の人として

の道を外していることに気付きました。怖ろしいことです。いつの間にか慣れ
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て、当然のように思い、堕落し甘えの自分。神仏を畏れ、神仏を中心に生きて

いなかったのです。罪深い過ち多き我が思いと行いを再度神仏に懺悔致しまし

た。 

 ただ他力はだめ自力だと、心に言い聞かせても「検査…入院…メス」と浮か

び、時間もありません。罪のない愛らしい「○○○」を傷つけ痛い目に遭わせ

たくない。これ以上娘を苦しませたくない。何としても手術だけは避けねばと

必死でした。とうとうお忙しい丸山先生に失礼も顧みずお電話させて頂きまし

た。手遅れになってはならないという欲望、自我丸出しのままお縋りしたので

す。今の私には、どうすることも出来ず、それしか方法がありませんでした。 

 先生に一通り説明させて頂いた後、「何でもしますから……」と、つい口か

ら出てしまいました。「△△さん、何でもしますからとはどういう事ですか。

神仏に対する思いが正しくないのではないですか。偉大な主・高橋信次先生が

命懸けでお悟りになられお説きになられた偉大な正法に対して、命懸けで精進

努力させて頂く、その一念が、そのお心が、神仏に通じるのではないでしょう

か」と厳しく諭されました。 

 そして続けて、「天からお導きを頂きました。『貴方は、慈悲魔になってい

ませんか。これまで癌や難病等の方を、依頼されるままに大勢癒して来られま

したが、肉体を助けても心、魂を救わないでどうしますか。両親が法を学び精

進努力されている方々のみお救いするように』」 

 私は直ぐに何も答えられませんでした。なぜなら、先生にお願いすれば何と

かしてくださると藁にも縋る必死の思い一杯で、心の中で『どうかお助けくだ

さい！手術にならないよう光を入れてください。何でもしますので神様お助い

ください』と叫んでいたのです。それが本音でした。自分の事しか考えていな

い自己保存の心、自分中心の思いを、先生は見抜いておられたのです。心の中

で神仏にお詫びし「私はどうしたら良いのでしょうか」とお尋ねしました。「娘

の母親だったらすぐに飛んでいくのが本当ではありませんか。親とはそういう

ものではないでしょうか」と心に伝わって来たように思いました。 

 九州へ帰ることを決め、不思議と勇気と希望が湧いてきました。自力で自分

の思い、行いを法の正しい物差しで日々反省し、生活を正すこと、つまり神仏

のみ心に沿った生き方をすること、その命懸けの精進努力に応じてお救い頂け

るのだとやっと分かりました。 

 私は娘に会う前に、五三年間の人生の思念と行為を一つ一つ細かく徹底的に

点検し、「反省のかなめ」を拝読し直し、善意の第三者の立場で反省しました。 

 私が娘の魂を悲しませ苦しめて来たのです。私は神の子としての自覚もなく、

多くの罪を犯してきた過ちを、深く神仏に懺悔し、そして自分の心を汚しただ

けでなく、孫の魂まで傷つけて来たことを心から心からお詫び申し上げました。 

 偉大な主・高橋信次先生には、『子供の病気は両親の不調和が原因です。生

活の在り方、思い方、行いが原因です。天からの警告です』とお導きくださっ

ています。娘は私以上の苦しみの中にいました。孫の病気は、その両親が原因

追及し、反省すべきとお導き頂いております。 
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 私は、「子供の健全な心と身体には、夫婦の調和されたエネルギーが必要な

んよ。「○○○」がお腹にいた一○月一○日の間、大切な時期に神経が作られ

なかったのは何故か、何か思い当たることはない？丁度二月一七日に金沢から

定例の熊本学修会に来てくださるのよ」と娘に電話しました。 

 娘は、「是非お会いしたい」と申しましたので、「入会したうえ、一日も早

くご著書を拝読しないと、神仏の光を頂くことは出来ないのです」と伝え、『は

じめての人に』を付けて『心の発見』三冊と、『ひかり』誌、『母の愛』『心

行』に手紙を添えて速達小包で送りました。私も時間の許す限り、実践を心が

け、祈り、生活を正す努力をいたしました。娘はご著書を拝読し、『心行』を

あげ、必死に反省努力したようです。 

 当日、熊本地区学修会に行きましたところ、お世話の方より、「個人指導は

ありません。しかし娘さんだけは出席されて結構です」とのことでした。娘の

出席を許して頂けるだけでも有り難いなあと思いました。私は孫達と一緒に学

修会が終わるのを待ちました。公園で遊ばしていたのですが、何故か早く戻る

よう思いましたので、素直に早めに会場に戻りました。すると、「先生がお待

ちですよ」と涙をためながらお世話の方が駆け寄って来られました。私はただ

ならぬものを感じ、大急ぎで「○○○」を連れて会場に入りました。 

 先生は、直ぐに「○○○」をお膝に乗せられ、しっかりと抱きしめてくださ

り、大宇宙大神霊・仏様に対して、愚かな私達親娘の代わりにお詫びされ、罪

のない孫の「○○○」の魂にお詫びされ、肉体細胞の機能が正常になるようお

願いをされ、偉大な偉大なみ光を入れてくださいました。先生が「○○○」を

愛おしく優しく大事そうに包み込まれ、慈愛に満ちたその美しいお姿に、私は

只々感動感激し熱くなり、温かいものが込み上げ胸一杯になり、涙が止めどな

く溢れて来ました。 

 娘もポロポロ泣いておりました。その場におられた皆様も感動一杯で、学修

会の場が神々しく明るく柔らかい金色の光に満たされ、初めて、神聖な場所に

おらせて頂く幸せをしみじみ感じました。 

 先生は、「もう大丈夫ですよ。熊本にも国立病院があるでしょう。そこの小

児科の院長先生に診て頂くように」とご指導くださいました。言葉では言い表

せない、言葉にならない悦びと安らぎで胸が一杯になりました。 

 娘は私に、「丸山先生が『お母さんを許してあげてくださいね。そして実の

お父さんの反省もするように。貴方が此処に来られたからもう大丈夫ですよ』

と言われたよ。何故だか学修会の間中ずーつと涙が止まらなかったよ」と泣き

ながら話してくれました。孫の「○○○」も、「あのネ『○○○』ね、先生に

抱っこされた時ね、先生おまじないかけてくれたよ。とても気持ち良かったよ。

あたたかくてね、『○○○』泣きそうになったの……、先生はお医者さん？」

と尋ねるのでした。 

 「そうね、心のお医者さんかな。『○○○』が素晴らしい神の子だから元気

になるように神様仏様にお願いしてくださったのよ。いつも有り難うの気持ち

わすれないようにね」『ウン』「そう分かるのネ、『○○○』は偉いね」笑み
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を一杯浮かべながらうなずく、ほっぺがほんのりピンクの丸い顔にキラキラ大

きな瞳を見て、私は胸が熱くなりました。純粋だから幼な子の魂は分かるので

すね。良かった、本当に良かったと心から思いました。小さい「○○○」をし

っかり抱きしめ、私はまた大泣きしました。 

 私は、神仏に対して、先生に対して感謝申し上げると共に、それまでお世話

になった幾人ものお医者様に感謝し、守護・指導霊様に毎日祈りを捧げました。

娘は『心行』をあげ、反省しておりました。 

 娘は丸山先生のご指導通り、直ぐに熊本国立病院に予約し、後日、診察して

頂きました。超音波検査などをして頂き、後日結果を聞きに行きました。「手

術の必要はありません。大丈夫ですよ。何ともありません」との診断でした。

驚くことに何と薬すら出なくて、念のため娘はおそるおそる「あのーヒルシュ

では？」とお尋ねすると、医師は笑いながら、心配性のお母さんだなーという

顔をされたそうです。「狐につつまれたようだ。本当に不思議としか言いよう

がない」と大悦びの電話がありました。 

 あれだけパニックになり、大騒ぎし、心配したのに、本当に手術なし、薬な

し、異常なし、なんと【奇跡】が起きたのです。いいえ、既に偉大な偉大な神

仏のみ光を入れて頂いたあの時、あの瞬間、お救い頂き、すでに【奇跡】は起

きていたのです。医学の目からもはっきり証明されたのです。 

 神仏の光を頂き、「○○○」の肉体細胞が癒されたこの現象は、文証・理証

のまさに『現証』だったのです。大宇宙大神霊・仏様、誠に誠に有り難うござ

いました。有り難うございました。心より感謝申し上げます。先生、本当に有

り難うございました。愚かな私達親子をお救いくださいまして有り難うござい

ました。あれから何事もなかったような平安な日々が今も続いております。有

り難うございます。 

 私達は、偉大な神仏の御意志により、大宇宙、大自然の中で生かされ、生き

ていける全てをすでにお与えくださっています。常に、私達をお見守り、お導

きくださっておられます。その事がどれ程有り難いことか、今まで私は何一つ

分かっていませんでした。唯一、法のある当会で、師より学ばせて頂き、ご著

書の中のことを一つ一つ実践し、法を生活の中に生かすことをしなければ、い

くら形だけ『心行』を上げても、安らぎに結びつかないことも知りました。し

たつもり、分かったつもり、つもり人間になり、安穏と自分中心に生きていた

自分がありました。神理を参考にして実践していないのは、神仏への冒涜であ

ることを学ばせて頂きました。 

 本日只今から、偉大な偉大な主・高橋信次先生の御名を、正法神理を、一人

でも多くの心在る方々にお伝え伝道して行くことこそ、私たち親と娘夫婦がお

捧げする報恩感謝の誠と心に誓っています。神仏より頂きました、この大慈悲

を無駄にすることなく、初心に帰り、法を中心とした生活をいたします。今こ

そ一念を持って取り組んで行くことをお誓い申し上げます。 

 

 大宇宙大神霊・仏様に対して、心から御礼申し上げます。 
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2007-2 月 Ｐ030 

【ヒルシュスプルング病が癒された現証-2/2】第三者の医師の方の投稿 

（2007-3 月 Ｐ033・・・ある女性が脳幹部の脳梗塞から救われた記録-5/8

と同じ医師の方） 

 「ひかり」誌二○○四年六月号四四頁に掲載されている△△△△様のレポー

トに書かれてありますように、△△様のお孫さんの○○○ちゃんは、平成一四

年三月一七日に、「ヒルシュスプルング病という病気が癒される」という現証

を頂かれています。 

 この度、△△様の娘様（○○○ちゃんのお母様）でいらっしゃる□□□□様

から、当時の経緯についてお話を聞かせて頂くことが出来ましたので、報告さ

せて頂きます。 

 まず、ヒルシュスプルング病という病気について少し説明させて頂きます。 

【概要】 

 大腸や小腸などの壁の中には、神経節（しんけいせつ）細胞という細胞があ

り、その細胞の働きにより、蠕動（ぜんどう）運動と呼ばれる腸管の伸び縮み

運動が起こり、消化された食物は便となって肛門へと送られます。ヒルシュス

プルング病では、この神経節細胞が先天的に（生まれつき）欠如している為、

蠕動（ぜんどう）運動が起こりません。その為、腸の内容物は流れず、慢性の

便秘になり、大腸が拡張してしまいます。 

【症状】 

 生まれてすぐの子供では、胎便（胎児の便、分娩後二～四日ほどで排出され

る）の排泄が遅れることが最初の症状です。排便、排ガスが出来ず、お腹は風

船のように膨れてきます。哺乳力が低下し、濃緑色の胆汁の色に染まったもの

を吐くこともあります。 

 病気の程度が軽い場合は症状も軽度で、小児期の後半になるまで診断されな

いこともあります。 

 このような子供は細長い便をし、腹部が腫れます。体重が増えないこともよ

くあります。 

【検査法】 

 次のような検査を行います。 

 ○腹部のＸ線（レントゲン）検査 

 ○直腸内圧の検査 

 ○直腸生検（組織を採り、顕微鏡で見て、神経の状態を調べる検査） 

【治療法】 

 程度が軽い場合は、浣腸などでコントロール出来ることもありますが、ほと

んどの患者さんは手術を行います。手術は、生後三ヶ月以降、体重が五 kg 以

上になった頃に行うのが一般的で、腸管の異常のある部分を切り取り、正常な

部分を肛門につなぎます。 

 場合によっては、一時的に人工肛門が必要となります（お腹に出口を作り、

そこから便を出すようにしておく）。 
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 手術が成功した後は、多くの場合、腸の運動は良好となります。未治療のま

ま長引くほど、重症の中毒性腸炎となる可能性が高くなります。 

 さて、○○○ちゃんがヒルシュスプルング病と診断されるに至った経緯です

が、○○○ちゃんの場合は胎便は出ました。しかし、離乳食が始まった頃に便

が詰まりだしました。お腹も張ってきました。お母様がこれはおかしいと思わ

れ、小児科に連れて行かれましたが、「便が詰まるのはよくあるんですよ」と

言われ、浣腸してもらうだけでした。お腹の膨れ方が普通ではないと思い、「お

腹が張るんです」と言っても、「大丈夫です」と言われたそうです。しかし、

ひかりちゃんは、泣きながら大便をするし、お腹も張るし、おならは腐ったよ

うな強烈な臭いがするし、本当に大丈夫なんだろうかと思われていたそうです。 

 そして、ひかりちゃんが幼稚園の年長（六歳）の時、便がもれるという症状

が出てきました。小学校にあがって、便がもれたら困るので、その前に腸の専

門家に一度きちんと診てもらおうと思われ、まず個人の開業医に診て頂いたと

ころ、腹部レントゲン検査で、もしかしたら“ヒルシュスプルング病&#8221;

かもしれないと初めて言われました。この時お母様は、「やっぱり勘違いじゃ

なかったんだ」と思われたそうです。 

 その開業医から、そこでは正確な診断が下せないということで、熊本地域医

療センターに紹介されました。そこで浣腸された時に大量の便が出ました。地

域医療センターでの検査の結果、専門の医者に診てもらった方が良いとの判断

がなされ、熊本赤十字病院に紹介されました。 

 熊本赤十字病院では腹部レントゲン検査、直腸内圧の検査、直腸の組織検査

など、全ての検査がなされました。その結果、“ヒルシュスプルング”と診断

されました。熊本赤十字病院では、「腸の一部の神経が無い為、その部分が狭

くなっています。症状としては重くはありません。便は出るけど、狭い所で詰

まってしまうので出にくい状態なので、漏便（便が漏れる）という症状もでる

のでしょう。手術をしましょう。手術は肛門から行い、神経の無い部分の腸を

切除する手術です」との説明を受けられたそうです。 

 ○○○ちゃんの場合、神経の無い部分は狭い範囲に留まっていたと考えられ

ます。その為、胎便も出て、症状も重くなかったので、涜腸でなんとかコント

ロール出来てきたのだと思われます。ヒルシュスプルング病と診断されるのが

遅くなったのも、その為と考えられます。 

 平成一四年二月二日、□□様はお母様に電話で相談され、レポートに書かれ

てありますように、平成一四年三月一七日の熊本学修会の時に丸山先生に会わ

れました。そして、○○○ちゃんは丸山先生を通して、偉大な主・高橋信次先

生による癒しの現証を頂かれました。その時の様子につきましては、△△様の

レポートから抜粋させて頂きます。 

 『先生は、直ぐに「○○○」をお膝に乗せられ、しっかりと抱きしめてくだ

さり、大宇宙大神霊・仏様に対して、愚かな私達親娘の代わりにお詫びされ、

罪のない孫の「○○○」の魂にお詫びされ、肉体細胞の意識が正常になるよう
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お願いをされ、偉大な偉大な神仏のみ光を入れてくださいました。先生が「○

○○」を愛おしく優しく大事そうに包み込まれ、慈愛に満ちたその美しいお姿

に、私は只々感動感激し、熱くなり、温かいものが込み上げ胸一杯になり、涙

が止めどなく溢れてきました。娘もポロポロ泣いておりました。その場におら

れた皆様も感動一杯で、学修会の場が神々しく明るく柔らかい金色の光に満た

され、初めて、神聖な場所におらせて頂く幸せをしみじみ感じまた。 

 先生は、「もう大丈夫ですよ。熊本にも国立病院があるでしょう。そこの小

児科の院長先生にみて頂くように」とご指導くださいました。言葉では言い表

せない、言葉にならない悦びと安らぎで胸が一杯になりました。 

 娘は私に、「丸山先生が『お母さんを許してあげてくださいね。そして実の

お父さんの反省もするように。貴方が此処に来られたからもう大丈夫ですよ』

と言われたよ。何故だか学修会の間中ずーつと涙が止まらなかったよ」と泣き

ながら話してくれました。孫の「○○○」も、「あのネ『○○○』ね、先生に

抱っこされた時ね、先生おまじないかけてくれたよ。とても気持ち良かったよ。

温かくてね、『○○○』泣きそうになったの……先生はお医者さん？」と尋ね

るのでした』 

 （「ひかり」誌二○○四年六月号四八～四九頁」より抜粋させて頂きました） 

 

 丸山先生のご指導の通り、その数日後、国立病院に検査を受けに行かれまし

た。そこで出来る限りの検査は全て受けられました。その結果、小児科の医長

の先生から「何もないですよ」とさらりと言われたそうです。お母様が、「正

直にお話ししますけど、これこれこういう訳で、近く手術の予定まで決まって

いるんです」と言われても、「そうですか、何ともないですね」と言われたそ

うです。お母様は本当に不思議だったそうです。その後、再び便が詰まったり、

おかしな事があったら病院に連れて行こうと思われていたそうですが、その後

便が詰まることはなかったそうです。 

 私は、この○○○ちゃんの現証のお話しを聞かせて頂いて、大宇宙大神霊・

仏様、偉大な主・高橋信次先生の偉大な偉大な愛と大慈悲に感激せずにはおれ

ませんでした。そして、丸山先生の優しいお心遣いとお導きに感動せずにはお

れませんでした。 

 ○○○ちゃんの診断は中途半端な検査に基づくものではなく、組織検査を含

む、全ての検査を行った上でなされており、その診断には疑う余地がありませ

ん。○○○ちゃんに現れていた症状がこの病気によるものだったことも間違い

ないと思います。手術を受けなければ、症状はその後も続くと考えるのが、現

代医学的には正当な判断だと思います。もし何の治療も受けなかったら、○○

○ちゃんはずっと浣腸を繰り返さなければならなかったでしょうし、便秘や漏

便や排便の苦痛に悩まされ続けていたことでしょう。 

 しかし、○○○ちゃんは一瞬にして癒されました。ずっと苦しんでいた症状

から解放されました。 

 全く不思議としか言えません。ヒルシュスプルング病は、その症状を改善す
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る方法として、現代医学的には神経の無い部分を切り取るしか手段が無いとい

う病気であるにもかかわらず、○○○ちゃんの場合は、「体にメスを入れるこ

となく、丸山先生のお膝に抱かれて、一度光を頂かれただけで治ってしまった」

という、驚くべき現実があります。 

 まさにこれは奇跡としか申し上げることが出来ません。神仏様には不可能は

ないということを、私達の目の前にこうしてお示し頂いていることは、本当に

有り難いことだと思わせて頂きました。 

 体にメスを入れることなく、何の苦痛もなくなされる癒し、真の癒しの素晴

らしさを見せて頂いたように思います。○○○ちゃんが言った、「先生はお医

者さん？」という言葉の中に真実が語られているように感じました。 

 

2006-8 月 Ｐ048 

【両親への伝道について】主婦の方の投稿-1 

・・・一連の癒しに関する投稿-1/7 

 七月の福岡地区学修会に、母が初めて参加させて頂き、発表の機会を頂きま

して有り難うございました。本人はただ見学でもさせて頂ければという気持ち

でおりましたので、先生からの温かいお言葉を頂き、また光を入れて頂き、本

当に感激しております。有り難うございました。 

 今思い返しますと、母に初めてご著書をお渡ししましたのは、母が入院した

昨年の八月でした。父を自宅で介護して一七年になり、母も七一才という高齢

で、半身不随でほとんど寝たきりの父を介護するには、体力的に限界がきてお

りました。母は胃潰瘍のため吐血して救急車で運ばれました。 

 私はその少し前に、お向かいの○○様からご著書を紹介して頂いておりまし

たので、この機会にと思い、母の病室に『心の発見・神理篇』を持って行きま

した。ところがその時は「読むと頭が痛くなる」と言って、ご著書を拝読する

ことが出来ませんでした。 

 母が退院してからも、母に毎日のようにご著書のお話をし、私たち夫婦がこ

のご著書によってお救い頂いたお話なども色々いたしましたが、母は一向に聞

く耳を持ちませんでした。それどころか、私が正法のお話をし始めると、激し

く怒り出すようになりました。ついには、亡くなった兄の事も、私が殺したよ

うなものだと言われ、まともに聞いていたら、私はショックで母と話も出来な

くなっていたかもしれません。 

 いつも母が怒る時には、心の中で「大宇宙大神霊・仏様、我が心に光をお与

えください。心に安らぎをお与えください」と唱えさせて頂き、母の感情的な

言葉を心に入れないようにしておりました。私はただ、このままでは母が地獄

に堕ちてしまうという危機感でいっぱいでした。どうにかして少しでもご著書

を読ませなくてはと思っていました。それで、しばらくは正法のお話はせずに、

只々私が八正道を行じることにしました。毎日実家の玄関に入る前に、「今日

もどんな事を言われても、毒を食べずに八正道頑張ります。守護・指導霊様、
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どうかよろしくお願いします」と誓って家に入るようにしました。 

 そして私は、この家のへルパーのつもりで、お客様に対するような態度で手

伝うことにしました。そうして一ヵ月くらいした頃、母が私に「あんたはどう

してこんなに良くしてくれるの？」と聞いてきました。私は「偉大な主・高橋

信次先生のご著書を拝読しているからよ。とても心が安らぐからお母さんも読

んでみたら」と答えました。その頃から少しずつ読み始めてくれるようになり

ました。ただ、拝読してはいるようでしたが、深く理解するところまでいかず、

他の本との違いが分からず、伝道がなかなか進みませんでした。 

 その時丸山先生に相談させて頂き「一六番のテープを聞かせて上げなさい。

そうすればあの世があると分かってもらえるから」とご指導頂きました。そし

て同時に私の実家の電話番号をお聞きになられました。その時私はドキッとし

ました。まだ両親は私が正法の学修会に参加させて頂いていることも知らない

し、ついこの前まで正法の話は禁句だったので、もし丸山先生から母に電話が

あったら、母は丸山先生に失礼な事を言うのではないか、それに気性の荒い母

のことだから、怒りにまかせて私を勘当するかもしれないと思いました。丸山

先生との電話をお切りしてから、私は天をじっと見つめ、考えました。「もし

かして勘当されるかもしれない。でもそれは今生だけのこと、母の魂を救うに

は正法しかない。何があってもひるまずに私は正法をお伝えしなければならな

い」と天に向かってお誓い申し上げました。そして一六番のテープを持って実

家に行き、丸山先生からご指導頂いていること、そしてテープをお借りした事

を伝えました。 

 母はまた怒り出し、テープは聴かないと言いましたが、「偉大な主・高橋信

次先生は、自分の言うことをうのみにするなとおっしゃっておられるから、と

りあえず聴いてみて」と言いましたら、母は「それなら聴いてやろう」と言っ

てテープを聴き始めました（偉大な主・高橋信次先生、母の無礼をお許しくだ

さい）。ところが母は偉大な主・高橋信次先生の第一声を聞いた瞬間、「この

人は本物！声がウソを言ってないね。本当に人を救おうと思っていらっしゃる

声だね」と言ってくれました。そしてテープを最後まで聴いて、両親ともにあ

の世がある事と、転生輪廻が本当の事だった事を素直に信じてくれました。本

当に丸山先生のおっしゃった通りになり、私はびっくり致しました。それから

少しずつ、実家で正法のお話をすることが出来るようになりました。 

 それでもまだ母は機嫌が悪くなることがあり、母の目を気にして父はご著書

を拝読せずにおりましたが、ようやく今年の四月頃から父がご著書を拝読する

ようになりました。父が拝読し始めたことを丸山先生にお伝えさせて頂いたと

ころ、先生は父の方がもっと正法が分かるとおっしゃってくださり、父への伝

道に力を入れる事にしました。父はとてもご著書に感激し、一回で読むのはも

ったいないからと、一ページを分かるまで何回も拝読して次のページに進むよ

うにしています。私が実家に行くといつも父は「偉大な主・高橋信次先生はす

ごい方だね」と言って、ご著書の中で感動した所を話してくれるようになりま

した。 
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 そして兄の七回忌の日が近づいた六月のある日、丸山先生から頂いた「供養

は、まずは残された家族が正法を勉強し、正法を生活に活かし、幸せに暮らす

ことである」という供養についてのご指導をお伝えしました。そして母も亡く

なった長男の為に正法を頑張ると言い始めました。 

 そして父もご著書を拝読し、今までの態度を改めました。「偉大な主・高橋

信次先生のご著書を拝読して、感謝が一番大事だと分かったから、これから母

さんに感謝を伝えていく」と言って、母に一つ一つ有り難うと言葉をかけるよ

うになりました。そして今までは、テレビしか見ていない様な生活でしたが、

あんなに欠かさず見ていたＮＨＫの朝の連続テレビ小説や大河ドラマさえも、

馬鹿らしいと言って見なくなり、ご著書を一心に拝読しております。 

 その姿を見て、母も感動し、また最初からご著書をしっかり読み直し始めま

した。そして、今回の七月の学修会に是非参加させて頂きたいと母が言い出し、

七冊のご著書を頑張って読み終わり、学修会へ参加させて頂くことが出来まし

た。父も学修会に参加したいと言い、そのためにもしっかり拝読し元気になろ

うと頑張っております。 

 学修会で、母の発表の時、母の心が悦んでいると丸山先生がおっしゃってく

ださり、そして光が出ているとまで言って頂き、びっくりしました。本当にこ

れまであきらめずに母に伝道してきて良かったと思いました。大きな約束を果

たしたような、心の重荷が一つおろせたような安堵感でいっぱいです。母は、

帰りの車の中でもとても興奮しておりました。こんな素晴らしい世界があった

のだと悦んでおります。 

 先生に光を入れて頂いてから、白内障でいつも痛みを訴えておりました右目

が全然痛くなくなり、他にも歯痛や肩のこりなどがありましたが、全部痛みが

なくなったと本当に驚いております。 

 初めてお目にかからせて頂き、こんなにもお計らいを頂けて、母は本当に幸

せです。有り難うございます。これからご著書をイギリスに嫁いだ親友に送る

のだと張り切っております。他にもいろいろ伝道したい人がいるみたいです。

これからは親子で伝道を頑張って参ります。 

 この半年間、先生には両親への伝道のことで多くのご指導を頂き、本当に有

り難うございました。これからは先生のご提案の「引きこもりの家庭を救う」

という素晴らしい活動に向けて、精一杯お手伝いさせて頂きたいと思っており

ます。 

 

 

2006-11 月 Ｐ028 

【会員からのレポート】主婦の方の投稿-2(上記投稿の方と同じ方です) 

・・・一連の癒しに関する投稿-2/7 

 丸山先生、ここ二～三ヶ月の間、まるで本当の主治医の先生のようにいつも

両親の事を気にかけてくださり、愛情一杯のご指導を頂きまして、有り難うご

ざいました。 
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 この度、一七年間半身不随であった父を、神仏の御業により治療くださり、

また両親の不調和、そして兄の供養まで、沢山の奇跡とご指導を頂き、有り難

うございます。正法に出会えた幸せを日々実感し、感激感謝申し上げておりま

す。 

 初めて先生にお目にかかりましたのは、今年の一月だったと記憶しておりま

す。その学修会で、先生が「明日までご両親様が生きている保証はないのです

よ。皆さん今日帰られたら、是非直ぐにご両親様に伝道してください。それが

一番の親孝行です」と、熱くお話しされたのが、とても心に響き、いてもたっ

てもいられなくなったことを覚えています。 

 私の父（現在七九歳）は、一七年前の八月、脳梗塞で倒れ左半身不随となり、

ここ数年はほとんど寝たきりの状態でした。自宅で介護する母も七○歳を越え、

先の見えない不安と疲れから、父と母はいつも衝突し、険悪なムードが流れて

おりました。 

 「このままでは二人とも地獄に堕ちてしまう。両親の心を救い、苦悩から解

放するのは正法しかない、すぐに正法を伝えなければ」と焦りました。しかし

なかなか伝道はうまくいきませんでした。父も母も「宗教はダメだ！」と言っ

て、ご著書を読もうとしてくれませんでした。丸山先生にご相談し、ご指導通

り偉大な主・高橋信次先生のご講演のテープ一九七五年中京六月講演会『正法

と現代宗教』を両親が聴かせて頂いてからは、「このお方は、本当の事を言っ

ていらっしゃる」と分かって頂きました。 

 そして六月に兄の七回忌を迎えるのをきっかけに、丸山先生からの「一番の

供養は、残された家族が心を正して正法の生活をすることです」というご指導

を頂き、初めて、両親も亡くなった兄の供養にと、ご著書を拝読してくれるよ

うにならせて頂きました。兄の七回忌の当日には、丸山先生のご指導通り、両

親と私の三人で「心行」を上げさせて頂き、偉大な主・高橋信次先生のご講演

のテープ「一九七五年ＧＬＡ熊本研修会」を拝聴させて頂きました。両親とも

「とてもいい供養になった」と本当に悦んでくださいました。 

 兄は一六歳のとき、「てんかん」を発病し、三一歳のとき、一人暮らしのア

パートで、発作を起こして亡くなりました。突然の死で、父も母も未だ受け入

れられず、遺骨をお墓に入れることが出来ない侭、仏壇の中に置いてありまし

た。一度母が兄の姿を家で見ており、その時は「お母さん、僕どこへ行ったら

いい？」と言って消えたそうですが、それで兄がまだ迷っているという事を、

両親は実感しておりました。それもあって、両親は本当の供養の仕方を求めて

いたのです。 

 そのうち、父がご著書に感動して一心に拝読するようになりました。すると

寝たきりだった父が日に日に元気になり、さら母に対し「今まで感謝が足りな

かった」と言って、母に御礼を言うようにならせて頂きました。私も母も、偉

大な主・高橋信次先生のご著書による大きなお導きに大変驚きました。 

 ところが、七月九日頃から、父は持病の前立腺が急に腫れて、尿が出にくく

なってしまいました。日に日にひどくなり、七月二日に、以前（四年前）レー
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ザー手術を受けた大学病院に運ばれましたが、検査の結果、医師より「今回は

以前よりずっと大きく肥大しており、体の負担が少ないレーザー手術では効果

は見込めないため、通常の手術をしなければ治療は難しい。しかし、高齢でも

あり手術中に脳梗塞を起こす可能性が高いので、手術はせずに薬で様子を見ま

しょう」と言われ、家に帰ることになりました。 

 その時の尿は真っ黒で、排尿時には激痛で父は顔をしかめておりました。尿

がほとんど出ないため、肌着が汗ですぐにびっしょりと濡れ、日に何度も下着

を替え、夜は何十回も尿意で目覚め、熟睡出来ない状態でした。父はレーザー

手術を受けられなかったことで失望しておりましたが、この医師のお陰様で手

術をしなくてすみました。今思えば、その日は不思議とご光輪を何度も拝見さ

せて頂きました。  

 父を病院に運ぶとき、それはそれはきれいな大きいご光輪を拝見させて頂き、

その後手術を受けずに病院から出てきたときも、とてもきれいなご光輪を拝見

させて頂きました。偉大な主・高橋信次先生がお見守りくださっていたのでは

ないかと、思わせて頂きましたが、そんな畏れ多いことを考えていいのでしょ

うか？ その日はご光輪を拝見させて頂いたことで、沈んでいた心も晴れやか

にならせて頂きました。 

 そして、手術を受けられなかったことが、母を福岡の学修会に参加させて頂

けるきっかけとなりました。父も母も、もう丸山先生にお縋りするしかない、

と強く思ったようです。父が母に「学修会に行って、丸山先生にお願いしてく

れ」と申しまして、母も父のために頑張って七冊のご著書を拝読し、七月一五

日の福岡地区学修会に出席させて頂きました。 

 学修会で、先生に母が相談させて頂きましたら、先生はなんと、金沢に帰っ

たらすぐにお電話で光を送ってくださると仰ってくださいました。私も母と大

喜びで帰りました。母はその日、学修会で発表させて頂いたとき、勿体なくも、

丸山先生から、神仏の「ひかり」を入れて頂きました。お陰様で、手術しよう

と思っていた白内障が良くなり、歯痛も肩の痛みもすっかり消えてしまい、大

変驚いておりました。お陰様で、その後は目の痛みを訴えることもなく、ご著

書が拝読出来ると悦んでおります。 

 そして七月一七日、医師である夫も同席し、もう一人の兄もビデオを持って

駆けつけ、皆が見守る中、父は受話器を耳に当て、丸山先生を通し、偉大な主・

高橋信次先生の偉大な「ひかり」を頂きました。丸山先生は、まず父を浄霊し

てくださり、そして父の六○兆からなる肉体細胞の意識に対し、残されたこの

魂の修行のために復活し、協力するようお話しされました。そして、ある薬草

の種を小さじ一杯と珈琲一杯を一日に一回飲めば一週間で完治すると仰いまし

た。 

 私は初めて聞く薬草の名だったので、どのような物かお尋ねすると、先生は

「今お導き頂いたもので、私も初めて聞きました。あなたのご主人様がお医者

様ですから、調べてもらってください」とおっしゃられ、本当に驚きました。

偉大な主・高橋信次先生御自らの処方箋だったのだと分からせて頂いたとき、
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感動で心が震えました。本当にいつも近くにいらっしゃるのだと、強く思わせ

て頂きました。 

 そして次の朝、私たちは大奇跡を目の当たりにすることになりました。それ

までは、尿がどんなに多い時でも三○○cc 出ればいい方だったのが、その朝は

なんと一二○○cc も出ていました。それだけではなく、痛みがほとんどなくな

っていて、父は本当に驚いておりました。あれだけ腫れていた前立腺が、一夜

にして治ってしまったのです。 

 二日目には、痛みもほとんどなくなり、気分爽快だと言うようにならせて頂

きました。 

 三日目には、排尿時の痛みは完全に消えました。今まで前立腺が腫れていた

せいで排便も困難になっておりましたが、これも「ひかり」を頂いたお陰様で、

スムーズに出るようになりました。 

 そして四日目には、濁っていた尿が透き通ってきました。「透き通ってきた

と言うことは、感染や炎症が治ったのかもしれない」と夫から聞かされ、びっ

くり致しました。そうして日を追うごとに劇的に回復し、偉大な主・高橋信次

先生のおっしゃられた通り、一週間目には、病気になる前より遥かに良い状態

にまで回復致しました。光を入れて頂いた日から、病院で処方された薬は一切

飲んでおりません。本当に考えられないような大奇跡を頂き、深く深く感謝申

し上げております。 

 その後、父は体全体が元気になり、軽々と立ち上がれるようになりました。

今まであきらめていましたが、また父が歩けるようになるのではと母と大喜び

しておりました。しかし、なぜか八月二○日から高熱が出て食事も受け付けず、

日に何度も大量の便が出るという状態が始まりました。母は一週間近くも絶食

状態の父を心配し、父に入院して点滴を受けるように強く勧めました。しかし

父は「これは、偉大な主・高橋信次先生のご治療だから心配はない。入院した

ら申し訳ない」といって入院を拒否しました。 

 それでも私は心配になり、八月二六日の朝、また丸山先生にお電話をさせて

頂きました。丸山先生は富山地区学修会の当日で、お忙しい中にもかかわらず、

再度父に「ひかり」を入れてくださり、左半身の肉体細胞の意識と、五臓六腑

の意識に対して、復活するよう次々お話ししてくださいました。その時も、夫

が同席しておりましたが、丸山先生のお電話を受けさせて頂いている父が、み

るみる間に顔が元気になっていく様子を見させて頂いて、正法の偉大さに、夫

は大変感激しておりました。 

 その後も氷をなめるだけという状態が続きましたが、不思議なことに、本人

は気分がよく、意識もはっきりしているのです。父は、「天から、エネルギー

をもらっているような気がする」と言いました。『心行』の中にある「意識の

エネルギー源は調和のとれた日々の生活の中に神仏より与えられる」という事

を見せて頂いたのでした。 

 そして、「何も食べていないのに便が大量に出るのは、腸の細胞が復活して

腸の働きが活発になっているとしか考えられない」と夫に言われ、びっくり致
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しました。父は幼少の頃から胃腸が悪く、今回頂いた「ひかり」と絶食で胃腸

が根本的に治療されたように思いました。最期の方には、タールのような便が

出てきました。宿便でした。 

 そして今は、これまでに見たこともないくらい、立派な便が出るようになり

ました。それに、シワシワだった顔や体が艶やかになり、若返ってきました。

さらに、麻痩して紫色になり、氷のように冷たかった左足が、健康なピンクが

かった肌色になり、温かくなりました。それに、強く触ると「痛い！」と言う

ようになり、今まで何の感覚もなかったのに、感覚が復活して、本当にびっく

りしております。どんなに正法が偉大でも、一七年も麻痺していた神経が、約

二ヶ月で復活するということはとても考えられない事でした。本当に本当に大

奇跡を頂いたのです。 

 父の絶食は、始まってから二週間ほどで終わりました。後で丸山先生から「私

も命がけでお手伝いさせて頂きました。もしあなたのお父さんが亡くなられた

ら大変ですからね」ともったいないお言葉を頂きました。それに「偉大な主・

高橋信次先生をお信じ申し上げて病院に行かなかったなんて、なかなか出来る

ことではありません。本当に、高橋信次先生を深く信じていらっしゃいますね」

と褒めてくださいました。 

 その後、徐々に食事を増やしながら、父の体力が戻るのを待っておりました

が、丸山先生から「お父さんが回復するのを邪魔しているものがあります。何

か今までに信仰していませんでしたか？亡くなった息子さんも、それが影響し

て、光明の世界に帰れず、苦しんでおられます」とご指導頂き、今までの信仰

や思想等をいろいろ思い出すことや、関係の品がないか探す作業を致しました。 

 すると、父は母と結婚する前に「金光教」に入っており、結婚後二年ほどで

やめていましたが、またその後両親は「龍神様」にいろいろ相談に行き、その

龍神様という人が書いた掛け軸が家にありました。そして、亡くなった兄が、

「てんかん」を発病する少し前から、ある霊感師が家に出入りするようになっ

ていました。その人が書いた占いの本も家にありました。その他、最近テレビ

に出ている有名な霊感師の星占いの本もいくつかありました。 

 丸山先生にお伝えすると、先生から「他にも仏像やお札、お守り、神棚なん

かはありませんか？そういうものがあると、その物を縁としてそこに不調和な

霊が住むようになります」とご指導頂き、さらに、いろいろ家捜しをし、宗教・

思想に関係ありそうな品々をいろいろ探し出しました。そして神棚も、つい数

ヶ月前に大工さんに作り直して頂いたばかりでしたが、思い切って取り外すこ

とに致しました。そこに神棚があったことを思い出すだけで、かつてそこにい

たものが帰ってくると、丸山先生からお聞きしたからです。 

 そしてそれらの品々を仏間の応接台の上に並べ、丸山先生から、お教え頂い

たとおりに、新鮮な卵を約一○個お供えし、夫と母と三人で『心行・祈願文』

を上げさせて頂いてから、教えて頂いた浄霊文を拝読致しました。 

 「皆様には長年大変お世話になり、有り難うございました。この度私たち全

員、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださいました神理・正法に帰依致しま
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したので、只今から○月○日いっぱい、生卵をお供えし感謝申し上げます。○

月○日には、これらの物を物質として一般のゴミとして出しますので、何卒そ

れまでに元の所にお帰りください。長年お世話になりまして、有り難うござい

ました」と言って、その後毎日それらの前で『心行』を上げさせて頂きました。 

 そして、それらをゴミとして出す朝のこと、滅多に夢を見ない母が、はっき

りとした不思議な夢を見ました。仏壇のある部屋が騒がしいので行ってみると、

五～六人の背広を着た男（顔は人間のようではなかったそうです）が宴会をし

ていたと言うのですが、一人は人間ぐらいの大きさ、他は皆犬ぐらいの小さい

人たちで、母が「うるさいわね」と言うと、窓から一斉に出て行ったそうです。

母はその夢をみて起きた瞬間、「あんな者達が今までこの家に住んでいたんだ

わ。早く追い出さなくては」と思い、『心行』を上げさせて頂いてから、ゴミ

として出したそうです。 

 そしてほっとして家に帰ってきて電話の前に座った瞬間、電話が鳴り、こん

なに朝早くに誰かしらと思いながら電話に出ると、「金沢の丸山です。今ゴミ

を出されてほっとしていますね。ご苦労様でした」という電話を頂き、母は本

当にびっくりし、私に「丸山先生は全部お見通しよ！」と興奮して電話をして

きました。私も本当にびっくり致しました。それから、丸山先生からお聞きし

ていた通り、今まで暗く感じていた仏間を始め、家中が大変明るくなり、神棚

があった部屋も大変居心地が良くなりました。 

 そしていよいよ「兄の供養のため」の「引導文」を作成することになりまし

た。丸山先生から頂いた基本文を参考にしながら、兄のことを想いながら作ら

せて頂きました。私の作った文章を先生にＦＡＸで送らせて頂くと、その数時

間後には、先生からいろいろ添削を入れて頂いた文章が返信されてきました。

私が使っている「反省」という言葉に対して、もっと分かりやすく説明を加え

るようにご指導頂き、「反省とは中道を根本とした善意の第三者の立場に立っ

て・・・・・・」と付け加えてまた先生にＦＡＸさせて頂きましたところが、

また「中道」とはについてご指導を頂き、またその中道の説明を入れさせて頂

くために、何時間もご著書と首っ引きになりました。こんなにしっかりご著書

を拝読させて頂いたことはこれまでありませんでした。 

 このようにして、いろいろ次々とご指導頂き、やっと正法を何も知らない兄

が聞いても理解出来るような、素晴らしい「引導文」が出来上がりました。最

初は四枚程度だった原稿が、出来上がったときには一四枚にもなっておりまし

た。この間先生には、三日間ほど、夜も寝ずに私の「引導文」のご指導をして

頂き、本当に本当に有り難うございました。先生は「人のお世話をさせて頂く

時は、何日も自分のことを忘れてするものです」と仰ってくださり、本当に先

生の愛の深さに、ただただ感激して涙が止まりませんでした。 

 先生にとっては、何の関係もない私の兄のことなのに、それも無所得で、こ

んなにも一生懸命、寝る時間も削ってご指導くださる丸山先生という偉大な師

に巡り会えて、本当に本当に幸せです。心より感謝申し上げます。 

 それからすぐに、出来上がった「引導文」を両親に届けさせて頂きました。
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両親は「今までお寺に沢山お金を払って、いろいろ供養してもらったけれど、

何にもならなかった。でもこの引導文ならきっとあの子も分かってくれると思

う。やっとあの子を光明の世界に送れる」と言って大悦びしてくださいました。

その日から両親も私達夫婦も、この「引導文」を毎晩上げさせて頂いておりま

す。すると、父の体調にまた変化が起こるようになりました。 

 「引導文」を上げさせて頂いた次の日から、目覚めが特に良くなり、これま

でベッドの上で用を足していましたが、ベッドから降りてポータブルトイレに

移って用を足せるようにならせて頂きました。それから、また日に日に気持ち

が元気になり、今は「金沢に行けるようになりたい」と言って、自分で立つ練

習を始めました。私も「引導文」を拝読してから心が軽くなり、目覚めが良く

なりました。本当に「引導文」を拝読させて頂くことにより、こんなにも目に

見えて変化があるのだと驚いております。きっと兄も光明の世界へと進んでい

るのだと、思わせて頂くようにならせて頂きました。 

 そして先日、母の誕生日だったのですが、父が母に「私はとても我が侭で、

いろいろ苦労をさせた。すまなかった。私は正法を学んで、これから我が侭を

出さないように努力するから、どうかこれからも宜しくお願いします」と言っ

たのです。あんなに頑固だった父が、こんな事を母に言うなんて信じられませ

ん。病気が治ったことも奇跡ですが、今までの父を知っている私としては、父

の心の変化の方がもっと奇跡です。 

 あんなにいつも険悪なムードであった両親が、今では「結婚して良かったね」

等と言って、微笑み合うようにならせて頂きました。母が介護の苦労から解放

されるのはいつだろう、父が亡くなった時だろうか等と思っていた頃もありま

したが、そうではないことに気付かせて頂きました。本当に解放されるのは、

お互いの心が正法により調和される時だったのです。こんな日が来るとは、夢

にも思ってはおりませんでした。 

 この三ヶ月という短い間に、沢山の奇跡を頂き、またいろいろ勉強をさせて

頂き、正法の偉大性を、改めて心に深く感じさせて頂きました。そして、正法

でしか本当の供養は出来ないことも、ようやく分からせて頂きました。父も「こ

れまで生きてきて一番の悦びは、偉大な主・高橋信次先生の正法に出会えたこ

とだ」と言ってくださいました。母も「これは宗教ではない。本当の神仏のみ

教えである。この世を救えるのは正法しかない」と言ってくださるようになり

ました。私は今、何よりも正法を勉強させて頂いていることを、最大の誇りに

思っております。 

 これからも、偉大な主・高橋信次先生のみ教えを信じ、丸山先生のご指導を

信じ、法を正しく心に入れ、一人でも多くの方にお伝え出来るように、一生懸

命頑張っていきたいと思います。 

 大宇宙大神霊・仏様、偉大な主・高橋信次先生、本当に本当に有り難うござ

いました。 
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2006-12 月 Ｐ027 

【現代医学から見た正法】医師の方の投稿(上記の主婦の方のご主人) 

・・・一連の癒しに関する投稿-3/7 

 私は日本の熊本県にある診療所で内科医として働いている者です。二○○五

年八月に偉大な主・高橋信次先生が著された「心の発見」というご著書に出会

い、深く感銘を受けました。 

 偉大な主・高橋信次先生は、一○歳の頃から原因不明のご病気を縁として、

肉体と心について研究され、四一歳の時に神理を悟られました。全国各地でご

講演をされ、宇宙の真理である正法を説かれました。また、科学者でもあり、

電子部品の研究をされ、電気会社の社長として会社経営をされていました。以

来私は妻と共に、偉大な主・高橋信次先生が説かれましたみ教えを丸山弘先生

のご指導のもとで学ばせて頂いております。 

 丸山弘先生は偉大な主・高橋信次先生が御存命中に直接ご指導を受けられ、

以後三○年以上に亘って、無償で、正法を正しく、多くの人にお伝えになって

おられる方です。現在「高橋信次先生の法を学ぶ会」を主宰されており、これ

まで会員の方の中には、丸山弘先生のお導きによる、正法による癒しの現象を

頂かれた方が数多くいらっしゃいます。 

 私は日々医師として診療を行っている中で、現代医学に基づいた診療及び治

療によって病状が改善する方がいらっしゃる一方で、現代医学の力をもってし

ても病状が良くならない方も少なからずおられることに自分の無力さを痛感す

ることがあります。特に患者さんの気持ちの問題、精神的な問題に対しては、

ほとんど根本的な解決策を提供出来ないのが現状です。しかし、偉大な主・高

橋信次先生のみ教えを学ばせて頂くことによって、その原因は、「心、意識」

という視点が欠落していたからだということに気付かせて頂きました。最も大

切な「心、意識」に目を向けてこそ本当の解決策が見いだせることを教えて頂

きました。 

 そして私はこの、意識による働きかけによって実際に病気が治癒するという

事実を、丸山弘先生のお導きにより目の当たりに見せて頂くことが出来ました。

それは私の父（妻の父）に起きたことです。「『私は実際に自分の目で見た』

この事実を一人でも多くの人にお伝えしなければならない」と思い、この文章

を書かせて頂きました。 

 次に父に癒しの現象を頂いた経緯について述べさせて頂きます． 

 父は一九二七年一月二七日生まれで、現在七九歳になります。一三歳の時、

扁桃炎に罹患したため心臓の弁に異常をきたし、以来心臓に血栓が出来易い状

態でした。 

 一九八九年（六二歳）血栓が詰まって脳梗塞となり、左半身不随となりまし

た。その後はほとんど寝たきりで、一人では立ち上がれない状態でした。 

 二○○一年（七四歳）に心不全を発症したため、ペースメーカー植込み手術

を受けました。 

 二○○三年（七六歳）夏に前立腺肥大を発症し、レーザーによる肥大部分の
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切除手術を受けました。それ以後西洋薬を服用してきましたが、副作用が強く

現れたため、途中で服用を止めていました。 

 二○○六年七月七日から再び前立腺が腫脹し、排尿困難が続き、排尿時痛が

強く、尿量が著しく減少しました。一日中尿意を感じるため、夜も度々目覚め、

熟睡出来ない状態でした。常に膀胱の部分に圧迫感と鈍痛を感じ、苦しんでお

りました。 

 七月一一日、かかりつけ医の診察の結果レーザー手術を受ける必要があると

判断され、以前レーザー手術を受けた熊本大学附属病院に搬送されました。し

かし、附属病院の主治医の判断は、「今回は、前回よりも前立腺の膨脹が強く、

根本的な手術を受けなければ改善の見込みはないが、高齢であるためその手術

を受けるには体力が持つかどうかという心配がある。また、一度脳梗塞を起こ

しているため、手術中に脳梗塞を起こす可能性が高いので、手術はしない方が

いい。しばらく薬で様子をみましょう」との事でした。従って入院はせず、導

尿により排尿してもらい帰宅しました。 

 主治医からは、今後も排尿困難な状態が続くので、家族の者が導尿の処置が

出来るようになることが望ましいと言われました。しかし、父は、細くなった

尿道に尿がじわじわ流れるだけでも激痛を感じる状態でしたので、その尿道に

管を通すと言うことは、家族としては痛ましくて出来なかったようです。処方

された薬をその日の夜から服用しましたが、排尿時痛はあまり軽減せず、尿量

も増加しませんでした。夜は尿意のため何度も目覚め、熟睡出来ない状態が続

きました。 

 このような状態の中にあった父に奇跡の現象が起きました。 

 七月一七日午後九：○○丸山弘先生より金沢から電話を頂きました。父を癒

してくださるとのことでした。私には初めてのことでしたので、何をどうした

らいいのか全く分からないまま、先生が言われることに従いました。まず最初

に私が左手に受話器を持ち、右手を父の患部（前立腺）の上にかざし、先生の

言葉を受話器を通してお聞きしました。次に父が右手に受話器を持ち、先生の

言葉をお聞きました。最後にもう一度私が左手に受話器を持ち、右手を父の患

部（前立腺）の上にかざし、先生の言葉を受話器を通してお聞きしました。こ

の間一五分間くらいでした。そしてある植物の種を一日小さじ一杯と珈琲一杯

を飲むようにとの指示を頂きました。この夜より病院で処方された薬の服用は

中止しました。 

 丸山弘先生からのお電話の後、父はすぐにぐっすりと眠りましそして次の日

（七月一八日）の朝、信じられないことが起きました。夜間蓄尿量が以前の約

四倍の一二○○ml あったのです。排尿時痛が劇的に和らぎ、尿の色が改善しま

した。また、夜間覚醒が二回と少なくなり、明け方の排尿量が増加しました。 

 その後も日に日に改善し、排尿時痛はなくなり、尿の勢いが増し、尿の色も

透明となりました。一週間後には、発病前より遥かに良い状態にまで回復しま

した。本当に何十年ぶりで、若いときのように勢いよく、それも明け方にまと

まって尿が出るようになったと言っておりました。膀胱の辺りの違和感がなく
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なり、父は気分が爽快になり、体も軽くなり、ベッドから軽く立ち上がれるよ

うにまでなりました。 

 父は以前レーザー手術を受けた経験がありますので、今回、自分がこんなに

急速に回復することを不思議がり、夢のようだとしきりに言っておりました。

以前レーザー手術を受けた時は、レーザーにより肥大部分を焼くという手術の

ため、術後は真っ赤な血尿で痛みもあり、七週間ほどは導尿状態でした。 

 今回は、服薬や導尿は一切行っておりません。丸山弘先生から一回お電話を

頂いたことと、一日に一さじの植物の種と珈琲一杯を一週問飲んだこと、まっ

たくこれだけです。医学的には、服薬もせず、導尿も行わず、一夜にしてこれ

程症状が改善するということはとても考えられないことだと思います。ただの

偶然だと言われる方もおられるかもしれません。 

 しかし、これは決して偶然などではなく、大きな働きかけがあったのです。 

 丸山弘先生は電話を通して、父の肉体細胞の意識に、復活するように語りか

けてくださったそうです。偉大な主・高橋信次先生は『肉体の支配者は己の意

識なり』とお教えくださっています。肉体だけに注目すると、確かに何の働き

かけもしていないのですが、肉体を支配している意識に丸山弘先生が電話を通

して働きかけてくださったのです。その意識に対する働きかけによって、肉体

が癒されるという現象が現れたのです．私も現代医学を学びましたので、現代

医学の視点で見れば、「意識に働きかけるだけで、肉体が癒されるということ

はあり得ない」ということになると思います。 

 しかし今回のことは『紛れもない事実』であり、現実に私の目の前で起きた

ことです。とすると、現代医学の視点ではありえないのであれば、それは『現

代医学でも未だ解明出来ていないことがある』のだということを謙虚に受け止

めなければならないのではないかと思うのです。私も以前は、そんなことが起

こりえるなどとは想像したこともありませんでした。 

 しかし、偉大な主・高橋信次先生は、「人間は肉体が全てではない、意識、

心が大切である。肉体は有限であるが、意識は永遠に生き通しの生命である。

目に見えなくても電波が現実に存在するように、目に見える世界というのはご

く一部に過ぎない」とお導きくださっています。私は偉大な主・高橋信次先生

のみ教えを学ばせて頂き、科学的に正しいとされることが唯一正しいとするこ

とは間違っているということに気付かせて頂きました。 

 人間の肉体の構造や働きについては科学的解明が進んでおり、その精緻さ、

見事さは驚嘆すべきものであることは周知の事実であります。しかし、その見

事な働きを生み出している根本の力とは一体何かという疑問に対しては現在の

科学は答えてはくれません。それを教えてくださっているのが偉大な主・高橋

信次先生です。偉大な主はご著書の中でこのように教えてくださっています。 

 「生命の神秘、人間は、誰でもこの謎に興味を持つだろう。しかし、私達が

このことを唯物的な考えで追求しようとしても、永遠に解くことはできないだ

ろう。なぜなら、それは、唯物的な次元とかけ離れた世界に存在するからであ

る」 
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 （『心の発見』現証篇二三○頁より抜粋させて頂きました） 

 「人間は、肉体的な作用と精神的な作用という相関関係によって、存在して

いるということは間違いはないのだ。精神作用は、“魂”の動きで、全く次元

が違った世界であり、肉体的な次元と連結されているのである。たとえば、三

次元の物質的な世界と、三次元の一面である二次元の世界が共存しているよう

に、それは、四次元の世界の、三次元的な立体の世界といえるだろう」 

 （『心の発見』現証篇二三三頁より抜粋させて頂きました） 

 父に頂いた奇跡はさらに続きました。八月一五日、急に三九、五℃の発熱が

あり、悪寒で震えが出現しました。丸山弘先生が再び電話で父の意識に話しか

けてくださったところ、父はすぐに解熱し、元気になりました。さらに丸山弘

先生は麻痺している左側の足の意識に対しても復活するように話しかけ、光を

入れてくださいました。すると、今まで左足に触っても麻痺のため何も感じな

かったのですが、強く触ると、感覚が戻ってきたのか「痛い！」と言うように

なりました。 

 それから数日は元気に過ごしましたが、八月二○日からまた高熱が始まりま

した。さらに食欲が無く、そして大量の便が出るという状態でした。 

 八月二六日に丸山弘先生が再度父の意識に話しかけてくださり、今回は五臓

六腑に対しても復活するように話しかけてくださいました。 

 その日は食欲が出たものの、次の日からまた食欲がなくなり、氷をなめるだ

けという状態が続きました。発熱も続きました。しかし不思議なことに、本人

は気分がいいのです。そしてずっと何も食べていないのに便が日に何度も大量

に出るのです。何も食べていないにもかかわらず、毎日多量の排便があるのは、

腸の細胞意識が復活して腸の働きが活発になっているとしか考えられないこと

でした。その状態が一週間ほど続いたころ、父の顔の皮膚が艶やかになり、若

返ったように見えました。 

 父自身は一週間も何も食べていないのに、空腹感もあまりなく、意識もはっ

きりとして、気分爽快だと言っておりました。 

 九月二日から食欲が出始め、お茶やスープを飲み、おかゆも食べるようにな

りました。その後徐々に食欲も普通に戻り、通常の食事が摂れるようになりま

した。 

 結局父は一○日間ほど少量の氷と果汁だけで過ごしました。父が病院に入院

するのを拒否したため、点滴や服薬などは一切しておりません。周りの心配を

よそに、父はほとんど絶食状態であるにもかかわらず、気分良く過ごしました。 

 そして一○日間の間毎日、一日に四～五回排便がありました。どこにこんな

に大量の便が溜まっていたのだろうと思う程でした。最後にはタールのような

便が出ました。以前ある病院でレントゲンを受けたときに、腸壁になにやらこ

びりついている陰が写っており、医師から「腸に便がこびりついているのです」

と言われたことがあるそうです。その長年に亘って腸にこびりついていた便が

出てきたのかもしれません。また、排便時の痛みも全くありませんでした。こ
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のようなことは父が寝たきりになって一七年間で初めてのことであり、本人も

周りの者も全く不思議としか思えません。 

 このように、私は父を通して、そして丸山弘先生のお導きによって、正法に

よる癒しの現象を見せて頂くことが出来ました。私はこのような癒しこそ真の

医療ではないかと強く感じました。今の医療は、現代医学を中心にしています

ので、私が申し上げたことに対して反論を受けるかもしれません。しかし、医

療とは病んでいる人を癒して差し上げることだと信じております。私が今回見

せて頂いた正法による癒しは、肉体には何も傷を付けることなく、苦痛もなく、

また薬も飲むことすらないものでした。そして父は治癒しました。癒されまし

た。 

 これが医療でなくてなんでしょう。 

 これこそ真の医療ではないでしょうか。この事実を目の当たりにして、これ

から目指す医療のあり方が、ここに示されているのではないかと、強く感じて

おります。 

 

 

2007-5 月 Ｐ038 

【一七年間の苦しみからお救い頂いて】男性の方(前々の主婦の方[の投稿-1、

-2]の父上：癒されたご本人)の投稿 

・・・一連の癒しに関する投稿-4/7 

 昨年七月一七日より丸山先生には私の為に遠く金沢から、「神仏様の光」を

お送りくださり、一夜にして病気を癒して頂くという奇跡を頂き、また沢山の

愛情溢れるご指導を頂き、言い尽くせないほどの感謝の気持ちで一杯で御座い

ます。 

 さらに、偉大な偉大な主・高橋信次先生には、いつも私達家族をお見守りく

ださり、お陰様で本当に心が平安で、毎日を楽しく過ごさせて頂いております

事を、心より厚く御礼申し上げます。 

 私は、中学一年生の頃、リウマチ熱にかかりまして、それが原因で心臓の弁

に奇形が生じ、血液が心臓内に滞りやすい状態となってしまいました。在学中

は農作業をさせられましたが、少し動いただけでも汗でびっしょりとなり、大

変苦しかった事を思い出します。妻が薬草を煎じてくれたり、食事に気を配っ

たりしてくれましたので、どうにか六○歳の定年までは、会社勤めを続ける事

が出来ました。子供達が大学に入ったばかりでしたので、別の会社に再就職を

いたしました。 

 私の父は、六○歳で脳梗塞で亡くなっておりますが、まさか自分も父親と同

じ病気になるとは思っても見ませんでした。再就職して二年目（平成二年、当

年六二歳）のとても熱い八月中頃の夜、私は脳梗塞で倒れ、救急車で運ばれ入

院してしまいました。病院に運ばれてから数日間は意識が無かったのですが、

お陰様で、どうにか意識を取り戻す事が出来ました。それからは、妻も子供達

も、毎日交替で病院に付き添いに来てくれました。特に妻は、仕事をしており
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ましたので、仕事と看病が重なり、不安と疲れで大変な事だったと思います。 

 その後、後遺症で左半身不随となり、左足も左腕も麻庫して動かない状態で、

何をするにも誰かの介助が必要な状態でした。一年数ヶ月の入院生活の末、退

院しましたが、私を家に迎え入れるにあたって、妻は、お風呂や玄関やトイレ

等を改善するために、行政機関との交渉や、大工さんへの指示などで、かなり

大変だったようです。私が退院しましてからは、妻には一日中私に付きっきり

で介護させる事になりましたが、その時は、一人では何も出来ない状態なのだ

から、手伝ってもらうのが当たり前だと思っておりました。妻に対しての配慮

が足りず、人知れぬ苦労をかけたと、今になって反省しております。妻の愛情

のお陰と、深く感謝しております。 

 そして、半身不随となって一二年目、風邪がもとで心不全となり、急遽入院

してペースメーカーを体内に埋め込む手術を受けました。しかし、ペースメー

カーの不具合で、その後一年間に何回も心不全で入院する事となり、最終的に

は腹部を切開して別のペースメーカーを取り付けるという、大がかりな手術を

受けました。幸いこの手術は成功して、また命をつなぐ事が出来ました。 

 すると翌年、今度は前立腺肥大となり、尿が出なくなりました。熊本大学付

属病院で、平成一五年の夏にレーザー手術を受け、その後は痛みもなく、排尿

出来ておりました。しかしまたその二年後の夏に再発しました。その時は尿が

真っ赤で、血のりのような尿が出ておりました。その時も、しばらく入院して

処置をして頂きました。このように、入院が多くなるにつれて、殆ど起き上が

る事も出来ないような状態になって行きました。その頃は、先の事を考えると

不安で一杯になり、ただただ毎日が無事に終わる事だけを願い、生活しており

ました。 

 その頃、娘の○○子から勧められて、偉大な主・高橋信次先生のご著書「心

の発見・神理篇」と、「人間釈迦」を拝読し、併せて、偉大な主・高橋信次先

生のＧＬＡに於けるご講演（一九七五年中京六月講演会『正法と現代宗教』）

をカセットテープで拝聴しました時、正法に帰依したいと願うようになりまし

た。また、ご著書を拝読し、感謝が大事であると言う事を分からせて頂き、今

まで妻に対して本当に感謝が足りなかった事を反省し、妻に対して、感謝の言

葉をかける事を実践いたしました。その頃から、体の方は軽くなり、時々起き

上がる事が出来るようになりました。 

 その年の夏（平成一八年七月）に、また前立腺が腫れまして、排尿閉鎖とな

りました。今回は殆ど尿が出なくなり、痛みも激しく大変な苦しみでした。か

かりつけのお医者様の御判断で、大学病院に転送され、入院覚悟で診察を受け

たところ、担当の医師は、「今回は大変な腫れで、レーザー手術では効果は見

込めません。根本的な手術をする必要がありますが、もともと脳梗塞を起こし

やすい体質なので、手術中に脳梗塞を起こす危険性が高く、手術は出来ません」

と云われて、当座の薬を頂いて帰りました。後で感じた事ですが、大宇宙大神

霊・仏様からのご指示で、入院せずに帰されたのではないかと思いました。 

 大宇宙大神霊・仏様、有り難う御座います。 
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 その時、娘から「ひかり」誌に掲載されている、病気が癒されたご体験文を

読ませて頂き、大変驚きましたが、偉大な主・高橋信次先生ならば不可能はな

いと、素直に信じる事が出来ました。その奇跡を起こされている、丸山弘先生

が、福岡に来られるとお聞きし、私は妻に「学修会に出席して、私の病気の事

を丸山先生に相談して欲しい」と頼みました。妻は、私の為に一生懸命にご著

書を拝読してくれまして、どうにか出席のお許しを頂き、七月一五日の学修会

に参加させて頂く事が出来ました。 

 本当に、その節は、妻の出席をお許しくださり、深く感謝申し上げます。 

 福岡の学修会から帰った妻は、輝くような笑顔になっておりました。妻から、

「丸山先生が、金沢にお帰りになられてから、お電話で光を送ってくださる」

という事をお聞きし、大変有り難く思いました。妻は、学修会の会場で、丸山

先生から畏れ多くも神仏様の「ぴかり」を頂きまして、白内障の右目の痛みや、

肩の痛み、そして歯痛も瞬時にして治ってしまったそうで、正法による治療の

偉大さに、妻も私も大感激しました。また、その日から幾分か私の病状も軽く

なり、少しですが尿が出るようになりました。 

 その二日後の七月一七日、丸山先生から偉大な神仏様のお光を頂き、大奇跡

を頂く事が出来ました。今思い出しましても、感謝で涙が溢れます。 

 電話の受話器から聞こえてきました、丸山弘先生のお声は、大変神々しいお

声でした。丸山先生のお言葉を、素直な気持ちでお聞きしておりました。言葉

はよく覚えておりませんが、一五分もの間、丸山先生は、私の思い・行いの間

違いを神様にお詫びしてくださり、私の体の細胞に、復活するようにおっしゃ

いました。電話をお切りしてから、未だ痛みはありましたが、排尿が出来まし

たので、スッと眠りにつく事が出来ました。今までは、いつも尿意がありまし

て、苦しくて眠る事が出来ませんでした。 

 しかしその夜は、何回か目覚めて排尿した事を覚えておりますが、久しぶり

にぐっすりと眠ることが出来ました。その間、まさか今までの四倍もの量の尿

が出ていたとは、自分でも信じられませんでした。夜間の蓄尿量を朝起きてか

ら確認するのですが、つい先日までは、多くても三百 cc ぐらいであったもの

が、何と千二百 cc も出ておりました。私も妻も本当に驚きました。その時は、

排尿時に少し痛みがありましたが、前日と比べたら、遥かに楽になっており、

天のお計らいに感謝申し上げました。 

 その後は、丸山先生が、天におられる偉大な主・高橋信次先生からご通信を

頂かれた「処方箋」を数日服用しただけで御座います。病院の薬は何も飲んで

おりません。手術も処置もせずに、本当に前立腺の腫れが治まりました。この

時、神仏様はいらっしゃるのだと、この体験を通して深く心に感じ入りました。

そして、丸山先生がおっしゃられたように、一週間目には以前よりも勢いよく

排尿出来るまでに回復しました。 

 しかしその後、私の大好きな高校野球が始まり、その後は毎日テレビに釘付

けになってしまい、ご著書の拝読もしなくなっておりました。すると、八月一

五日に、何と三九度を超える高熱が出て、動けなくなってしまいました。その
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時私は、偉大な主・高橋信次先生に御治療して頂きながら、自分の「欲望」の

為にご著書の拝読を怠ったため、高熱が出たのであろうと反省し、偉大な主・

高橋信次先生に、深くお詫び申し上げました。しかし熱は下がらず、家族にお

願いして、また、丸山先生にお電話で相談させて頂きました。 

 丸山先生は、このような私に優しく話をしてくださり、畏れ多くも、また神

仏様の「ひかり」をお送りくださいました。そのお陰様で、その後しばらくは

元気になりました。しかししばらくして、八月二○日頃から、今度は高熱と大

量の下痢が出るようになりました。食欲が一切無く、水も受け付けず、ただ妻

が口に入れてくれる氷をなめておりました。医師をしている娘婿の△△さんが

来てくださいまして、私の状態を診て「これは、断食治療のような状態ですね」

と言ってくれましたので、私は、偉大な主・高橋信次先生の御治療ではないか

と思いました。ですから、妻が入院を勧めましたが、入院しては、偉大な主・

高橋信次先生に対して申し訳ないような気がいたしました。それに気分も悪く

ありませんでした。 

 しかし妻と娘は心配し、また丸山先生にお電話で相談させて頂きました。そ

の時、丸山先生はまた、神仏様の「ひかり」を送ってくださり、私の五臓六脈

の細胞に対し、復活するようにおっしゃいました。いつも先生から治療をお受

けする時は、娘婿の△△さんが、その光を頂かれて、私に入れてくださいまし

た。丸山先生には、まだお会いした事もない私に、何度も神仏様の「ひかり」

をお送りくださり、本当に感謝しております。その日は、すぐに熱も下がり、

食欲も出て、久しぶりに普通の食事が少し出来ました。 

 その夜からまた熱が出て、あまり食事もしていないのに大量のやわらかい便

が続きましたが、気分も爽快で、肌がつややかになり、麻痺して紫色をしてい

た左足が、ピンク色になり温かくなりました。偉大な主・高橋信次先生が、私

の体を根本から治療してくださっているように感じ、有り難い気持ちで御座い

ました。結局、九月初旬までその状態が続き、最後には黒いタールのような、

いわゆる宿便が出て、御治療が終わりました。そしてその後は立派な便が出る

ようになり、大変驚いております。他にも、それまではずっと微熱が続いてお

りましたが、その微熱も出なくなっておりました。あの高熱は、菌と戦う時の

熱で、菌を殺してしまったのではないかと思います。 

 本当に、偉大な主・高橋信次先生のお計らいに、ただただ感謝するのみで御

座います。そして、お忙しい中、遠くから毎日のようにお電話で私の病状を診

察してくださいました、丸山先生のご慈悲によって私は救われました。何度御

礼を申し上げても足るものでは御座いません。それから、夜も寝ないで看病し

てくれました妻、そして心配してくれました家族に対し、感謝の気持ちで一杯

で御座います。 

 あれから半年以上経った今でも、私の体は「復活再生」が続いております。

もう無理だとあきらめておりました髪の毛が生えてきまして、見た目が若くな

ったと言われました。そして、左手の感覚が少し戻って来まして、手足の爪も、

正常に生え替わりつつあります。最近では、デイサービスにも通える程元気に
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なりましたが、皆様とは話が合わなくなってしまい、家で妻と正法の話をする

方が楽しくなりました。また先日からは、歯医者にも行って治癒を受ける事が

出来ております。またこのように、車椅子ではありますが、外出出来る程まで

に元気を頂きました。それから、本日市役所より、介護保険認定結果通知が来

まして、長年、「介護度４」であったものが、「介護度３」と、軽くなってお

りました。回復した事を証明して頂いたように思います。 

 丸山弘先生、本当に、いろいろとお救い頂きまして、誠に有り難う御座いま

す。いつか、お会いして直接御礼を申し上げる機会が来ます事を、切に願って

おります。 

 現在は、毎晩妻と共に、『心行・祈願文』、『健康祈願文』を唱えさせて頂

いておりますが、丸山弘先生より、『心行・祈願文』を唱えた後、最後に、「大

宇宙大神霊・仏様、お陰様で今日の一日をお与えくださいまして、有り難う御

座いました」と唱えなさいとお教え頂きましたので、毎晩、そのように妻と唱

えさせて頂いてから就寝いたしております。 

 今後は、妻共々円満な生活を目指して、日々正しく生きていきたいと存じま

す。 

 毎日生かしてくださっている奇跡を頂いております事を、偉大な主・高橋信

次先生に対し、厚く御礼申し上げます。 

 丸山弘先生、本当に有り難う御座いました。 

 

 

2007-11 月 P082 

【伝導だより】 

・・・一連の癒しに関する投稿-5/7 

 昨年の七月、畏れ多くも、神仏様より偉大な奇跡を頂かれ、寝たきりの闘病

生活からご回復された○○○○様(上記投稿の男性の方)には、本日の学修会に

初めてご出席くださり、一言一言を力強くかみ締めながらご発表くださいまし

た。 

 「丸山先生。先生のお元気なお姿を拝見させて頂きまして、大変嬉しいです。

私をお救いくださいまして、言葉に言い尽くせないほど感謝の思いで一杯です。

神仏様のお計らいで、直接お会い出来まして無上の悦びでございます。正法に

帰依させて頂き、私達は、神の子であるということをつくづく思いました」と

お話しされますと、先生は「私も夢にまで拝見したご夫妻様にこうしてお目に

掛かれて大変嬉しいです。非常に感激しています。いつまでも永遠にこの悦び

を大事にして行きたいです」とお応えになられました。 

 会場のあちこちから聞こえてくる啜り泣きは、昨年の奇跡の記憶を蘇らせて

頂き、神仏様に対する深い信のお心に正直に生きられたお姿に対する感動・感

激の涙であったのでは、と思わせて頂きました。 
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2008-1 月 Ｐ077 

【父をお送りして】主婦の方の投稿-3(主婦の方の投稿-1、-2 と同じ方です) 

・・・一連の癒しに関する投稿-6/7 

 丸山先生、この度は、父、○○○○に対しまして、沢山の奇跡と、また、素

晴らしいご指導を頂きまして、誠に誠に有り難うございました。 

 一一月四日午前一○時二五分、お陰様で父は、最期まで、何の不安も苦しみ

も痛みも無く、安らかな顔で眠ったまま昇天することが出来ました。亡くなっ

て三○時間が経過しても、全く硬直せず、体に触れると、肌もやわらかく温か

かったので、棺に移す時には、葬儀会社の方々も生き返るのではないかと思わ

れたほどでした。 

 偉大な主・高橋信次先生には、ご講演の中で、亡くなってから硬直するのは、

この世に執着があるために肉体から離れられないからであり、そういう魂は、

地獄に堕ちてしまうことをお導き頂いておりますが、それをお聞きしたとき、

死後硬直していた兄の姿を思い出し、大変ショックを受けた事がございました。

ですから内心、「父は大丈夫だろうか？」という不安が少しありました。 

 しかし、本当に、偉大な主・高橋信次先生のお導きの通りでした。父は、病

院で、「大腸がんの末期で、手術しなければ余命数日でしょう」と告げられて

も、何の動揺もせず、手術を断りました。「何の不安もない」と、ニコニコ顔

で答える父に、私達も大変救われました。父は、深く神仏様をお信じ申し上げ

ておりましたので、不安もなく、この世に対する執着も持たずに、肉体から離

れられたのではないかと思わせて頂いております。 

 父が硬直していない事が分かった瞬間、悦びが心の底から湧きあがり、今ま

で味わった事の無いような感動感激で心が震えました。父が亡くなり、とても

悲しいはずなのに、父が光明の世界に進んでいると思わせて頂きますと、只々

嬉しく、そして心が平安になっていきました。それは正法に帰依しております

母も同じでございます。正法に帰依させて頂きましたお陰様で、どんな状況で

も、平安に過ごせ、どれだけ心をお救い頂いているかを、改めて実感いたしま

した。 

 また、今まで父に対して、素直に接する事がなかなか出来なかった私ですが、

今回の入院の間に、今までどうしても言えなかったお詫びの言葉と、父親にな

ってくださったことへの感謝の言葉を、心の底から溢れる思いと共に、お伝え

する事が出来ました。父も自分こそ悪かったと言って私を慰めてくれました。

やっと本当の親子になれたような気がいたしました。 

 その時、ふと、「私は父にこんな風に守って頂いてきたのだ」と言う言葉が

心に浮かびました。たとえ寝たきりであっても、父の存在は大変大きいもので、

その存在が私に勇気を与え、安心感を与えてくださっていた事に、初めて気付

かせて頂きました。本当に今まで、父に対する感謝の薄い娘であった事を、心

からお詫びいたしました。 

 そして、正法に出会わせて頂いたからこそ、このような平安と悦びを頂き、
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心をお救い頂いていることに対して、もっともっと感謝をお捧げしながら一日

一日を送らなくてはならないと思わせて頂いております。 

 また、この度、父のことを通しまして、本当に沢山の事をお教え頂きました。 

 まず、一番感激いたしましたのは、私達が皆、天により、生かして頂いてい

るという事を分からせて頂いたことです。父は、一○月一○日ごろから体調を

崩し、一二日に腸閉塞で入院いたしました。腸閉塞の原因を探るため、大腸の

検査をいたしましたところ、なんと、大腸がんが末期の状態で大きく盛り上が

り、腸が殆ど塞がって閉塞していることが分かりました。 

 検査をされた医師は、「ここ一～二年でこのような状態になるものではあり

ません。大分以前から便秘がひどかったはずです。この状態で、通常の食事を

したら固形の便となり、すぐに閉塞して大変な苦しみを伴って死亡してしまい

ます」と言われ、父が入院の直前まで普通の食事をし、旅行もしていたことを

お話ししますと、「そんなことは、考えられません。ゆるい状態の便なら通る

かもしれませんが、ゼリーのように柔らかいものを食べたとしても、固形の便

になりますから、閉塞してしまうはずです」と言われ、大変驚いておられまし

た。 

 私は、その医師のお話をお聞きした時に、今まで父が頂いて来ました、偉大

な神仏様のお計らいに、やっと気付かせて頂くことが出来たのです。昨年の夏、

父の前立腺肥大がひどくなり大学病院に運ばれましたが、命の危険があるため

手術は出来ないと言われ、途方にくれておりましたところ、丸山先生を通しま

して、畏れ多くも、偉大な神仏様の「御ひかり」により、劇的に癒して頂くと

いう奇跡を頂きました。その時、実はすでに便秘がひどい状態でしたが、その

便秘が大腸がんによるものとは、だれも気付いておりませんでした。神仏様の

「御ひかり」を頂き、前立腺肥大だけでなく、大腸がんも改善されたため、排

尿も排便もスムーズに出来るようにならせて頂いたのだということを、初めて

分からせて頂きました。 

 さらに、その後しばらくしてから、一切食べ物を受け付けず、日に何度も大

量のゆるい便が出続けるという状態が約二週間続き、その後は本当に元気にな

らせて頂いたことがありましたが、その時、なぜこのようなゆるい状態の便し

か出ないのだろうかと、不思議に思っておりました。しかし、ゆるい便でなか

ったならば、腸が閉塞してしまい、父は大変苦しむところでした。だれも、大

腸がんがあることを知らないのに、神仏様にはお見通しであられ、そして父の

腸が閉塞しないように、便をゆるい状態にコントロールして、出してくださっ

ていたのだと思います。 

 正法にご縁を頂く数年前から、父は便秘がちでしたが、その間に溜まった便

を、神仏様が、全て排出してくださったのだと思います。最期は宿便のような

便が出て御治療が終わり、その後は立派な便が出るようになり、もう二度と外

出など出来ないと、本人も家族も皆思っていましたが、今年は母と旅行にまで

行き、旅行先では、母の残した食事まで食べたにもかかわらず、何事もなく帰

ってきました。本来、病気の状態から言って、そのように過ごすことなど考え
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られないことだそうです。 

 昨年夏、神仏様の「御ひかり」を頂いてから、神仏様には、毎日朝から晩ま

で、父の便の状態をきちんとコントロールされ、父を生かし続けてくださって

いたということを分からせて頂きました時には、毎日奇跡をお与え頂いていた

ことに大変驚き、感激いたしました。 

 大宇宙大神霊・仏様、偉大な主・高橋信次先生、守護・指導霊様。父に数々

の奇跡をお与えくださり、正法を学修出来るように、日々元気に生かし続けて

くださいました御慈悲に対しまして、心より深く、深く感謝申し上げます。 

 そして、父のことを通して、次にお教え頂きましたのは、意識の医学の素晴

らしさです。 

 父は、入院先の病院で、腸閉塞（イレウス）と診断されました。腸が閉塞し、

便もガスも全く出なくなり、腸が水分も吸収しなくなったため、お腹が水分と

ガスで風船のようにパンパンに腫れて、吐いてしまっておりました。治療とし

ては、イレウス管という管を鼻から挿入して、腸内の水分を吸引して体外に出

していく処置がとられましたが、症状が改善されず、七日間が限度といわれて

いるイレウス管を一一日間も入れて処置しても、下剤を大量に使っても、便も

ガスも全く出ず、お腹はパンパンに腫れたままの状態でした。 

 父はベッドに寝たまま、顔を動かす事も出来ず、また、飲食も禁止でしたの

で、日に日に衰弱していきました。それで、大変申し訳ないとは思いましたが、

丸山先生に御相談させて頂くしかないと思い、お電話をさせて頂きましたら、

なんと勿体無いことに、その夜すぐに、病室へお電話くださいました。父は、

先生のお声をお聞きして大変悦び、そして、先生のご指導を一生懸命拝聴し、

自分の心の間違いを反省していたようです。その後、神仏様の「御ひかり」を

お送りくださいますと、その瞬間からお腹からグルグルと音が聞こえ出し、便

が大量に出て、お腹が引っ込んでしまいました。そのご治療は本当に鮮やかで、

何の痛みも苦しみも伴わない、そしてすぐに効果が現れる、本当に素晴らしい

ご治療でした。夫もその鮮やかさに心から敬服しておりました。 

 また、先生のお計らいで、金沢地区の△△△子様より、大変な重労働をされ

て、父の病気の回復のためにと、貴重な薬草をおり送りくださいましたことを、

心より、深く感謝申し上げます。 

 その後、医師からも退院の許可が出て悦んでおりましたが、直前になって、

なんと父の心臓のペースメーカーが壊れていることが発覚いたしました。最初

のペースメーカーがすぐに壊れたので、次はなかなか壊れにくい位置に植え込

んで頂いていたはずでしたが、壊れておりました。今度は心臓内科の先生より、

すぐに手術を勧められましたが、父は「もう、自分の心臓だけで、生きられる

ところまで生きていきます」と、にっこりと答えました。私は「なんてすごい

人なんだろう」と感激し、私だったら、このような心でいられるだろうかと、

反省いたしました。正法を勉強してきた結果は、こういう場面で試されるのだ

と思いました。 

 ところが、驚いたことに、父の心臓は、以前は一分間に三○回も打てなかっ
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たのが、ペースメーカーは働いていないのに、五二回も打っていました。知ら

ないうちに、心臓にも、神仏様の偉大な御治療を頂いていたのだと分からせて

頂き、本当に、本当に感激し、夫も大変驚いておりました。 

 その後、父は退院し、父の希望どおり、夫の往診による自宅療養となりまし

た。 

 丸山先生には、勿体無くも、金沢からいつも気にかけてくださり、「必要な

時は、いつでもお電話ください」と、本当にお優しいお言葉をおかけください

ました。先生のお優しい愛のお心に、今まで私達は何度お救い頂いてきたこと

でしょう。本当にいつも有り難うございます。 

 そして、先生から、畏れ多くも、神仏様の「御ひかり」を父の心臓に入れて

くださり、心臓の細胞意識に、復活して父の残された修行に協力するようにお

話しくださいましてから、五二回の脈が次の日には六○回となり、その次の日

には六二回となり、遂に七○回と言う、通常の健康な方と変わらない状態まで

回復していきました。今まで触れなかった足の甲の脈さえも触れるようになり、

夫も大変驚いておりました。 

 そして、大腸のほうも、退院してから一度腸閉塞を起こしましたが、丸山先

生より、神仏様の「御ひかり」を頂き、すぐに治して頂き、それ以降は全く詰

まることなく、どんどん便が出るようになりました。これは、神仏様の「御ひ

かり」により、賜管を塞いでいた癌が小さくなり、通りが良くなったためでは

ないかと思わせて頂いております。 

 本当に、数々の奇跡を見せて頂き、意識の医学の素晴らしさに大感激いたし

ております。特に夫は、今まで学んできている医学では考えられない、人智を

超えた高度な治療に何度も立ち合わせて頂き、心の底から感激しております。 

 それから、肉体の船頭である意識（魂）と、肉体細胞の意識が、偉大な主・

高橋信次先生のお導きの通り、全く別であるということを見せて頂きました。 

 退院後、先生より、神仏様の「御ひかり」を頂き、細胞に復活するように話

して頂くと、心臓も大腸も、日に日に復活していったのですが、父本人の意識

は、日に日に薄れていきました。先生より、「定命の場合は、仕方がありませ

ん。あまり魂を引っ張ってはいけませんから」と、父が定命を迎えていること

をお教え頂きました。 

 船頭の意識が薄れていくのに、丸山先生の言葉を聞いた肉体細胞は、先生の

言葉に忠実に復活を続けたのです。それを見せて頂いて、魂と肉体細胞の意識

は別だという事を、本当に分かりやすく見せて頂いているように思いました。

父は、命が燃え尽きそうになりながらも、私達に意識の医学の素晴らしさをい

ろいろと見せてくださったのだと思います。 

 父を救うためにと正法を伝道しましたが、お救い頂いたのは、私達の方でし

た。夫が、私の父と前世で約束していて、今、約束どおりに教えて頂いている

ような気がする、と言いましたが、私も本当にそうではないかと思わせて頂い

ております。 

 そして、先生には、父が安らかな最期が迎えられるようにと、何度もお祈り
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くださり、沢山ご指導くださいまして、誠に有り難うございました。亡くなる

直前、意識はもうほとんど無い状態でしたのに、父の耳に受話器を当て、先生

のお声をお間かせした瞬間、眼がキラキラと輝き出し、意識が戻り、にっこり

といたしました時には、そこに居合わせた者皆が、奇跡を見せて頂いた様に感

激し、涙が止まりませんでした。 

 父は、「死ぬ前に一度、丸山先生にお会いして、病気からお救い頂いた事の

御礼を直接申し上げたい」と常々申しておりましたが、去る九月一五日の福岡

地区学修会に、先生が遠く金沢より遥々お越しくださったお陰様で、父は先生

にお目にかからせて頂き、お礼を申し上げることが出来ました。 

 先生が帰り際に、父と握手をしてくださいました時には、感激のあまり、声

を張り上げて泣いておりましたが、あのように、声を立てて泣くほど感激する

父の姿を見たのは、生まれて初めてでした。先生が、以前学修会で、誠に誠に

畏れ多いことですが、父のことを前世においてご存知であられるというお話を

してくださいましたが、父の感激振りをみて、本当に過去でお会いさせて頂い

ている仲なのではないだろうかと思わせて頂き、父が亡くなる前に、念願が叶

って、先生にお目にかかることが出来て本当に良かったと思います。 

 父の最期の頃は、兄も休みを取り、往診に来てくださる夫も手伝ってくれて、

皆で父の介護をし、皆で食事をし、そして父を囲んで会話したりなど、とって

も楽しい一時を過ごしました。 

 そして、今回、父が言葉を出せなくなる前に、やっとの思いで兄に伝えた言

葉が「ご著書を御読みください」でした。兄はそれ以来ご著書を拝読するよう

になり、父の看病をしながら、偉大な主・高橋信次先生のご講演のテープに耳

を傾けておりますうちに、最初は、「会社関係の方が沢山来られるので、葬式

は普通にして欲しい」と言っておりましたが、理解をしてくれまして、父の願

いどおり、「正法によるお葬式」で父をお送りすることが出来ました。 

 夫が司祭をしてくれまして、丸山先生よりお送り頂きました「正法による葬

儀・告別式次第」の通りに、お坊様をお呼びせず、分かりやすい言葉で魂をお

送りする、通夜、葬儀を執り行わせて頂く事が出来ました。 

 ご参列された方々からも、「素晴らしい式でした」「あの世に帰る時にどう

しなければならないか、良く分かりました」等と、感想をお話しくださり、大

変嬉しく思いました。父が、ご参列くださった方々に、伝道しているかのよう

でした。 

 そして二一日まで『心行・祈願文』、『引導文』を上げさせて頂きました。 

 振り返って見ますと、今回、夫には感謝しても仕切れないほど、沢山お世話

になっております。主治医として毎晩遅くまで父に尽くしてくださり、最期を

看取って、死亡診断書を書いてくださり、その後はすぐに司祭として、通夜も

葬儀も執り行ってくださいました。本当に何とお礼を申し上げても足りないく

らいです。夫とご縁を頂いておりますことを、心より感謝いたしております。 

 また、夫をこの世に出してくださいました、お義父様お義母様には、本当に

感謝しなければいけないと思わせて頂きました。夫に対し、感謝よりも求める
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心の方が強かった自分の心にも、気付かせて頂きました。今後は、夫婦の真の

調和を目指し、神仏様とお約束させて頂いている使命を果たせますように、精

進努力して行くことをお誓い申し上げます。 

 そして、微力ではございますが、丸山先生の悲願であられます、「北陸地方

一○○万人伝道」、さらには「アメリカのヤコブ様」「イギリスのマタイ様」

への伝道が実現し、先生御夫妻様とご再会される日が一日も早く来ますように、

「明日はない」という気持ちで、頑張ります。 

 大宇宙大神霊・仏様。 

 いつも私達を御見守りくださり、お計らいくださり、日々生かしてください

ますことに対して、心より深く深く感謝申し上げます。 

 

 

2008-1 月 Ｐ086 

【主人の身も心もお救い下さいまして】主婦の方の投稿（上記-1、-2、-3 の

方の母上。亡くなられた方の奥様) 

・・・一連の癒しに関する投稿-7/7 

 この度、私の主人、○○○○が、平成一九年一一月四日、朝の太陽が燦燦と

降り注ぐ光の中で、音もなく、安らかな顔で、この世を去りました。 

 大宇宙大神霊・仏様の大いなるお計らいにより、そして、丸山先生の深い御

慈愛により、主人は沢山のお救いを頂き、本当に安らかに人生を終えさせて頂

く事が出来ましたことを、心より感謝申し上げます。主人はきっと、反省道場

からまっすぐに天国の方に向かっていける事と思わせて頂いております。 

 今まで一八年間、朝から晩まで、寝たきりの主人のお世話をする毎日でした

ので、急に居なくなって、一寸淋しい思いをしておりますが、正法を学ばせて

頂いているお陰様で、主人のことを思い出しても、悲しくて泣き崩れるという

事もなく、平安に過ごさせて頂いております。本当に、偉大な主・高橋信次先

生の、偉大な御教えに帰依させて頂きましたお陰様と、感謝申し上げておりま

す。そして、いつも愛情いっぱいにご指導くださいます、丸山先生にご縁を頂

きましたお陰様で、私達老夫婦は、最後に夢のような楽しい毎日を過ごさせて

頂きました。本当に有り難うございます。 

 私が、先生にお会いする事をお許し頂きましてから一年半ばかりになります

が、昨年七月、初めてお会いさせて頂きました時に、畏れ多くも、先生に、前

立腺肥大で苦しんでいる主人をお救い頂きたいとお願いさせて頂きまして、そ

の節は本当にあつかましいお願いをお聞き入れくださいまして、誠に有り難う

ございました。お陰様で、主人は次の日からすっかり病気から開放され、私達

夫婦は、本当の、心からの、新婚のような楽しい生活を送らせて頂きました。

毎日仲良く語らい、笑いあう、夢のような時間でございました。 

 今年の五月には、一泊二日で、主人と大分の湯布院にも旅行することが出来

ました。旅行スタッフの方々の御協力により、九州国立公園に新しく出来た名

所という「夢の大つり橋」も車椅子で渡り、天然温泉にも入らせて頂き、また、
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夜は蛍鑑賞にも連れて行って頂きました。先生にお会いする前の、寝たきりの

生活からは考えられない、夢のような一時をお与え頂きました。 

 それまでは、「入退院」の繰り返しが日常で、いつも私の心は不安でいっぱ

いでしたので、幸せなこともあったのでしょうが、幸せと思えない、淋しく貧

しい心でございました。しかし今、この様に幸せというものを感じられるよう

になり、本当に、人生とは素晴らしいものだと思えるようにならせて頂きまし

た。この様に、お救い頂きましたことを、深く、深く感謝申し上げます。 

 先日、ご著書を拝読しておりましたら、私の引いたことのない線があちこち

に引いてあり、「エッ！」と思って後ろを見ますと、主人の名前が書いてあり

ました。ご著書に線を引くのをためらうかのように、細い鉛筆の線がヨレヨレ

と引いてありました。私はその線を見た瞬間、片方しか動かない手で、苦労し

て引いている姿が眼に浮かび、涙が溢れました。こんなにも主人は、精進しよ

うと一生懸命頑張っていたのでした。 

 今考えますと、主人が最期を迎える前に正法に出会わせて頂き、本当に良か

ったと思います。正法に出会わせて頂けないままこの世を去っていたら、どん

なに恐ろしいことになっていただろうかと思います。 

 私の人生も残り少ないですから、これから毎日反省を行い、残された日々を、

一日一生の思いで、一日たりとも無駄にせずに生きなければいけないと思い、

己に厳しく精進していくことを、神仏様にお誓い申し上げました。 

 そして、正法により、主人がこのように安らかな最期を遂げさせて頂くこと

が出来ましたことを、沢山の方々にお伝えして行かなければと思っております。

そして、それが主人の供養になるのではないかと恩わせて頂いております。 

 まだまだ正法の入り口に立つことも出来ていない私ではございますが、丸山

先生、ご指導の程、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 そして、日々生かしてくださり、このような平安な日々をお与え頂いており

ますことを、大宇宙大神霊・仏様に対して、心より深く感謝申し上げます。 

 

 

2007-12 月 Ｐ040 

【奇跡を頂いて】主婦の方の投稿 

 私はちょうど五年前に、子宮頸癌を縁といたしまして、子供のお友達のお母

様でいらっしゃった法友の○○○○様から、偉大な主・高橋信次先生がお説き

になられました「正法」を伝道して頂きました。 

 五年前、私は乳腺炎に罹り近くの産婦人科で受診いたしました。子供を出産

した産婦人科ではなく、全く今までに受診したことのない病院に足が向いたの

でした。私は乳腺炎で受診したのに、お医者様は乳腺炎のことには一切触れず、

診察室に入るなり、「子宮癌検診は受けましたか」と聴かれました。「受けて

いません」と申し上げますと、「無料だから受けなさい」と言われました。 

 私は子宮癌検診で来たのではなく、乳腺炎のお薬を頂きたかっただけなので、

「いや、癌検診は受けないでいいです。胸の方を診察してください」と何回も
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申し上げたのですが、「いや、受けなさい」と強くすすめられ、もう断ること

も出来ず、しぶしぶ受けました。そのあとで胸の方を触診され、「お薬やっと

くね」と、それはそれは簡単なものでした。子宮癌検診の方で、「何かあった

ら連絡します」と言われ、その日は帰りました。 

 すると、一週間後に電話があり、「お話ししたいことがあるので病院に来て

ください」と言われ、すぐ向かいました。検査結果は先生がお持ちでしたが、

私が聞いても一切見せて頂けず、「紹介状を書くので明日にでも、いや今すぐ

にでも国立病院に行きなさい」と言われました。私は何が何だか分からず「何

の病気が見つかったんでしょうか」とお聞きしても「いいから今すぐにでも行

ってください。若い人は進行するのが早いんですよ」と言われ、何にもお話し

して頂けなかったので不安な気持ちで帰り、すぐ○○様に電話をいたしました。

すると○○様は「私も癌検診を一緒に受けるから明日行こう」と言ってくださ

り、次の日、国立柄院に行きました。その時初めて子宮癌だと分かりました。

癌の程度を表す数値は○～五まであるのですが、私は一番最高の五で、「進行

性の癌なので、放っておくと命に関わります」という事でした。 

 「私は大変な病気に罹ってしまったんだ。でも母も子宮癌で子宮を全部摘出

しているので遺伝なのかな」と思いましたが、もう足がガクガクでした。国立

病院の先生が「もう一回同じ検査をしてみましょう」と言われ、細胞診をされ

ました。「検査結果が出るのに一週間かかるから、一週間後にまた来てくださ

い」と言われ、診察室を出て○○様にお話しすると、すぐ、ご著書『心の発見』

（神理篇）をバッグの中から取り出され、「病気は心が原因なの。この、偉大

な主・高橋信次先生のご著書で子供も自分も救って頂いたの。だからあなたも

読んでみて」と真剣なお顔で渡してくださいました。私は「分かった」とお借

りしましたがなかなか読む気になれず、テーブルの上に三日間置きっぱなしに

しておりました。 

 四日目にご著書がすごく気になり始め、読みたいという衝動に駆られ、何だ

か引き込まれるような感じで読み始めました。読んでいくうちに温かいものが

込み上げてきて「なんと素晴らしいご著書なのだろう」と心に響くものがあり

ました。『神理篇』を半日で拝読してしまい、すぐまた次のご著書を拝読した

くて、○○様に電話をいたしました。拝読してしまうと、また電話をして持っ

て来てもらうというような感じで、朝から晩まで一日中拝読しておりました。

それぐらい素晴らしく引き込まれていくご著書でした。私はこんなに必死にな

って読んだご本はそれまでにはありませんでした。 

 一週間後、病院に行くと、再検査の結果は子宮頸癌の四の数値だと診断され

ました。五から四に一つ下がっていました。「以前は四と五の数値はすぐに子

宮全摘手術をしなければいけなかったけれども、全摘する前に子宮の入り口を

少しレーザーで切り取ってそこに癌があるかどうかをもう一回検査してみまし

ょう」と言われ、二週間後くらいに検査のための手術日を決められました。入

院する前の二週間の間も、必死になってご著書を拝読いたしました。 

 ご著書には、人間が生活していくうえでの心と行いの正しい在り方、人様に
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愛を与える方法などが書かれてあり、その中で一番心に響いたことが「反省」

という文字でした。「反省」という文字を見た時「あー私は、人様に沢山ひど

い事をしてきたり、心の中で思ったりしてきたな」と思い、自分の思い、行い

が、いかに正しくなかったかという事に気付かせて頂きました。ご著書の中に

お書きくださっておられます、「憎み・怨み・怒り・愚痴」、全部私の中にあ

る事でした。何か人から言われるとその方を誹謗したり、悪口を言ったり、不

平不満があるとすぐに愚痴をもらしたり、その時は全部それが間違っている事

だとも、自分では気付いておりませんでした。今考えるとすごく恐ろしいこと

です。 

 ご著書を拝読していくうち、自然と心の中で反省を始めておりました。『何々

様にこのような理由でこのようなことを言ってしまい、本当に申し訳ございま

せんでした。どうかお許しください』と、思い出す方に対してお詫びを申し上

げました。以前は顔も見たくない、話をするのもいやだと思っていた方に対し

ても自然に挨拶をしている自分がありました。何か心の中に重くつかえている

ものが、スーと取れたような感じになりました。その方達とは今ではお互いに

笑顔でお話しさせて頂いております。このように反省をさせて頂くことが出来

ましたのも、私の守護・指導霊様のお導きがあったからだと思います。守護・

指導霊様、誠に有り難うございました。 

 入院日の前日、○○様から「病院の先生や看護帰さん、ベッドや枕やシーツ

など全ての物に対しても感謝することが大事」ということをお聞きし、『ひか

り』誌を一○冊程お借りしました。次の日、病院に着いたらすぐいろんな方、

いろんな物に対して感謝を申し上げました。術後の痛みもなく退院するまでの

一週間、用事以外は部屋の外には一歩も出ることもせず、『ひかり』誌を一日

中読んでおりました。 

 退院して一週間後、病院に診察に行きました時、レーザーで切った子宮の入

り口部分を見せられ「癌細胞はありませんでした。数値も一で全く異常ありま

せん」と言われました。「子宮入り口の細胞診で、はっきりと癌があると診断

されたのに、三回目の検査では癌が無くなってる。すごい」と思い、びっくり

したのと嬉しい気持ちとですぐ○○様に電話をすると、○○様も「ワー、良か

ったね、良かったね。すごいね、すごいね」と大悦びしてくださいました。私

は、偉大な主・高橋信次先生のご著書と、『ひかり』誌を拝読させて頂けたか

らだと思わせて頂き、神仏様に対して、お礼と感謝を申し上げさせて頂きまし

た。 

 退院してから二カ月後に、初めて福岡の学修会に参加させて頂きました。最

初の印象を今でもはっきりと覚えておりますが「会場におられる皆様方がすご

く明るく、いつも笑顔でいらっしゃって、何と心地良い場所なのだろう」と初

めて味わう心地よさでした。そして、丸山先生に初めてお会いさせて頂き「な

んてお優しいお顔をされ、温かみのあられるお話し方をされておられ、愛のオ

ーラが溢れられてるお方なのだろう」と思いました。 

 学修会終了後「丸山先生に毎日でもお会いしたい」という気持ちが溢れてき
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ました。福岡学修会の翌日は熊本の学修会だということをお聞きし、次の日も、

丸山先生にお会いしたいという思いで、○○様と熊本の学修会に参加させて頂

きました。この時に、もったいなくも、神仏様の『ひかり』を入れて頂きまし

た。その後の福岡学修会の時にも、神仏様の『ひかり』を入れて頂きました。

丸山先生、誠に有り難うございました。 

 癌検診は最初の一、二年間は二、三ヵ月に一回、三年目は半年に一回、四年

目からは一年に一回受診しておりますが、毎回数値は「一」で「何も異常あり

ません」と、エコーを見せられ「卵巣も子宮もきれいですよ」と言って頂いて

おります。ご著書を拝読させて頂き、病気は自分自身の間違った思い、行いが

原因だということを分からせて頂きました。 

 私は、正法に帰依させて頂く前に、他力信仰をしておりました。そして毎日

が他力をすることで苦しみになっておりました。ご著書を拝読させて頂いた時、

全てのことが書かれてありました。 

 「人間は他力では絶対に救われないこと」「神仏様は人間にすべて必要な物

はお与えくださっている。人間が作った物・思想は正しくないこと」「神と直

結している己の心を正し、嘘のない生活の実践、その心に忠実に素直に正しく

生きること」など、書かれてあることが心の中に響いてまいりました。いろん

な疑問が解けた時「私は今まで何と大変な間違いをしてきてしまったのか」と

いう事に気付かせて頂きました。 

 神仏様に私の愚かな思い、行いをお詫び申し上げ、他力信仰の反省をさせて

頂きました。 

 ご著書と、丸山先生のご指導により、他力信仰の間違いからお救い頂きまし

たことを、深く感謝申し上げます。誠に有り難うございました。 

 正法にご縁を頂き、正しい思い、行い方をお教え頂き、自分自身の苦しみの

多かった心がスーツと軽くなり、物事に対して落ち込まなくなり、とらわれな

い心にならせて頂く事が出来るようになりました。そうすると自分自身が明る

くなり、周りに対しても笑顔で接することが出来ます。以前の暗かった私が、

本当に信じられないぐらいです。 

 正法を学ばせて頂いている今、思いますことは、まず他力をしていたころ、

その信仰のあり方に疑問を持ったこと、そして乳腺炎にかかり、通ったことも

ない産婦人科に足が向いた事、そこで子宮癌が発覚した事、もし別の病院に行

っていたら癌検診は受けていなかったのではないだろうか、という事、○○様

にお出会いさせて頂き、素晴らしいご著書（正法）の伝道をして頂いた事、本

当に、本当にすべての事が、大宇宙大神霊・仏様、守護・指導霊様のお導きで

あったということです。 

 正法にご縁を頂けていなかったならば「私は今頃どうなっていたのだろう。

身も心もボロボロで、もしかすると癌という病気のせいで、この世にはいなか

ったのではないだろうか」と考えますと、この愚かな私を、大宇宙大神霊・仏

様、守護・指導霊様がお計らいくださり、○○様、病院の方々を通してお救い

くださったと思わせて頂いております。本当に有り難くて、有り難くて、健康
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で過ごさせて頂けております事が本当に幸せなことなのだと思わせて頂いてお

ります。 

 ○○様、伝道して頂きましたことを深く感謝申し上げます。有り難うござい

ました。私の母も病気がちで、現在他力をしていることもあり、どうか正法に

ご縁を頂いて欲しいと思い、「自分自身の心を正し、正法に適った生活をしな

ければ救われない」という事をお話しさせて頂き、偉大な主・高橋信次先生の

ご講演テープを一緒に聴かせて頂きましたが、まだ、ご著書を拝読したいとは

言ってくれません。生きている間に過去、日々の反省をして頂き、少しでも苦

しみの少ない世界に帰って頂きたいという思いが子供としてありますので、今

母に何とか伝道出来たらと頑張っております。 

 一緒に正法を学ばせて頂けたらこんなに幸せなことはありません。また、自

分のような苦しみを持っている方々を一人でも多くお救いする為に、このよう

な偉大な御教えがあることを伝道していけるように頑張りたいと思います。そ

のためには、自分が悦びいっぱいになれるように精進努力いたします。 

 大宇宙大神霊・仏様、無事今日の平安を頂いております事に対して、深く感

謝申し上げます。 

 有り難うございます。 

 有り難うございます。 

 また、丸山先生には、いつも愛いっぱいのご指導をくださいまして有り難う

ございます。心から感謝申し上げます。 

 

 

2008-2 月 Ｐ109 

【一家をお救い頂きまして】会社員(男性)の方の投稿 

 私は大阪地区の○○様より正法にご縁を頂きまして一年になろうとしており

ます。 

 ちょうど一昨年の暮れぐらいの私は、仕事の面においては営業成績のことで

悩み、家族に対してもちょっとしたことですぐに怒るイライラの連続で、「ど

うすれば良くなるだろうか？」、考えれば考えるほど、もがけばもがくほど、

悩むことが増えていく毎日が続いていました。そして人生に対してさえも希望

がなくなりかけていた時に、職場を訪問してくださった○○様に「この『心の

発見』神理篇を読まれたらどうですか」と勧めて頂きました。 

 普段から読書ということが苦手で、特に当時は精神的にも落ち着きがなかっ

た時期ですから、とても読ませて頂ける状態ではなかったのですが、なぜか、

私の人生を救って頂けるというような思いが○○様より伝わり、偉大な主・高

橋信次先生のお名前が強く心に響きました。 

 本当に不思議なのですが、どうしても読ませて頂きたい気持ちが高まり、お

正月に自ら書店に出向いて、書店にありました『心の指針』を購入させて頂き

ました。何年もの間、本をゆっくり読んだことのない私にとって、しっかりと

読めるか不安でしたが、ご著書に書かれてある一文一文が、心の中に染み込ん
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で行くような気持ちがして、夢中で拝読させて頂きました。 

 ご著書に巡り会うまでは不安で、次の日が来るのが怖いくらいの毎日で、眠

れない日々が続いていました。それが本当に眠れるようになって来たのです。 

 「なんて不思議なこと」「もっと拝読させて頂いて勉強させて頂きたい」と

思っている頃に、○○様がご自宅に呼んでくださり、正法の勉強をさせて頂く

きっかけを作ってくださいました。その時に、ご講演テープにより、偉大な主・

高橋信次先生のお声を初めて聴かせて頂いたのですが、どこか懐かしい気持ち

にならせて頂きました。 

 また自宅に呼んで頂いた○○様ご夫婦に、忘れていた安らぎの気持ちを思い

出させて頂き、自然に涙が出てきました。「そのような気持ちになられるので

したら、ご縁のある方ですよ。あなたはもっと勉強されませんか」と有り難く

も入会を勧めて頂いたのですが、「入会申込書」を記入していくと、宗教遍歴

を記入する欄で、「私はどうしてもウソがつけない気持ちになりました。私は

新興宗教に入っています」と申し上げましたところ、「それでは今すぐのご入

会は無理ですね。でも、きっと方法があるから考えましょう」と言ってくださ

いました。私はそれでも勉強がしたくて堪らなくなり、その日のうちに新興宗

教を紹介された方に、脱会の申し出を行い、脱会しました。 

 その後は、ご著書、『心の発見』神理篇、『人間釈迦』第一巻を毎日拝読さ

せて頂き、勉強させて頂いたのですが、拝読の方法は自己流で、「はじめての

人に」の中で、丸山先生が教えてくださっているように、きっちりとは出来て

いませんでした。それでも、ご著書の拝読が唯一私にとって心の救いであり、

また○○様から絶えずご連絡を頂き、大阪地区勉強会、ご講演会にも温かく迎

えて頂き、勉強させて頂く月日が続きました。 

 するとどうでしょう、本当に家族の中に会話、そして笑顔が出て来たのです。

笑顔がなかった原因について反省してみますと、毎晩、お酒を飲み、休みの日

には勝手に出掛けて、家に居る時はごろごろしている自分、人の話を聞いてい

る振りをして、特に妻が話していても聞いていなかった自分、せっかく話しか

けて来ているのにイライラして感情的になり、子供に愛情を持って接してあげ

られなかった自分、また、家で何かを決める時、何もかも妻に押し付けて、そ

のくせ、その結果が気に入らないと文句ばかり言っていた自分、怒りの感情を

出すことによって子ども達に対して辛く当り、妻、子供たちの笑顔を奪ってい

た自分、何もかも愚かな夫、父親がそこにありました。 

 ご著書によって反省を教えて頂くことによって、少しずつ心が明るくなり笑

顔が出て来たのです。そのような反省を行っていますと、ご著書の有り難さが、

さらに感じられまして、『心の発見・神理篇、科学篇、現証篇』三部作、『人

間釈迦』四巻をしっかりと拝読させて頂くようになりました。 

 すると二、三年間、私に対してまともに口を開いてくれなかった次男が、急

に、「お父さんと一度、お出かけしたい」と言い出したのです。妻を通じて聞

いたのですが、嬉しさと驚きがありました。感激しました。五月の初め頃だっ

たのですが、二人でリュックサックを持って、大阪市内へ出掛けて、「久しぶ
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りにお弁当を食べるね」と二人で公園で話したことを思い出しますと、今も胸

が熱くなります。 

 それ以来、次男は本当によく話をして関わりを持つようになってくれ、私が

仕事で出張があると、趣味である鉄道の知識を活かして、時刻表を調べて、「お

父さん、この電車に乗るんやで」と教えてくれます。また私が疲れた表情で帰

って来ても、明るく迎えてくれて「お父さん、勉強した後にね」とご飯の用意

をして出してくれるのです。 

 そのような感謝の毎日の中で、私にとって運命の日がやって来ました。二○

○七年八月一九日、丸山弘先生に初めて神戸（大阪地区学修会）でお目に掛か

らせて頂いたのです。感激一杯でした。学修会が始まる前に、先生にご紹介し

て頂いたのですが、先生には「まだ前にされていた宗教の余韻が残っています

ね。しっかりとご著書を拝読してください」とご指導くださいました。 

 全くその通りでした。ご著書を拝読させて頂いているといっても、真剣さが

足りず、方法もしっかりと出来ておらず、また過去の自分自身の反省も全く出

来ておらず、きっちりと整理出来ていない自分があったからです。ショックで

したが、その日から真剣にお勉強を絶対にさせて頂こうと決意しました。 

 先ず、妻に対して結婚してからの全てのことについて反省しました。また今

後どのようなことがあっても、一○○％オープンに、自分の気持ちを妻に伝え

ていくことを話しました。反省しますと、また私のエゴ、おごり、身勝手な行

動が数え切れないくらいありました。本当に申し訳なかったです。 

 またその日から、毎日の日課であった仕事帰りのお酒をやめて、『心の発見』

三部作、「人間釈迦」四巻を毎日必ず三ページずつ拝読させて頂き、今日その

日の反省を必ずするようにしました。 

 するとどうでしょう。今度は長男に劇的な変化が現れました。前述させて頂

きました通り、私達夫婦は、特に私自身のイライラが原因で、艮男を笑顔一杯

の中で育ててあげることが出来ていませんでした。その結果、長男は幼少期か

ら気管支炎を患い、小児喘息となり、二○○○年のお正月には、入院するとい

う、可愛そうなことをさせてしまいました。主治医の先生からは、「一生、薬

は飲み続けなくてはいけません」とまで言われていました。本当に可愛そうな

ことをしてしまいました。 

 その彼がです、私が、先生にご指導頂いた通りに勉強させて頂きました結果、

二○○七年八月末の定期検診において、主治医から「一体どうしたの、お薬飲

まなくていいくらい良くなっているよ」と言われたのです。旅行先には吸入器

を持っていかなくてはならず、痛い点滴を何本もされて、スポーツすることす

ら侭ならなかった彼が、そこまで体力が回復したのです。 

 また秋の運動会においては、生まれて初めて持久走大会で完走出来るように

なり、学校においても、皆様にお声を掛けて頂けるようになり、その完走を見

守っておられた方々が一緒に涙してくださり、悦んでくださる、そんな有り難

い体験をさせて頂いたのです。このことを、一番悦んでくれたのは妻でした。 

 妻に対しても、先生は、私が二回目のご指導を頂きました二○○七年二月一
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八日の学修会において、愛一杯にご指導くださいました。妻の生年月日を聞い

てくださり「生年月日はあの世から約束して出てくる数字ですから、紛れもな

く正しいものなのです。その人の個性が全部出ているのです。奥様は人並み外

れて愛情豊かな方です。子供を育てるとか、夫に仕えるとかいう点で非常に温

かい方です。貴方様は頑固な面がおありになりますね。ですから、貴方様は我

慢をされるのではなく、相手の立場を思いやって自分の思いを話されることで

す。相手の立場を思いやって話をする『止観』を貴方様は勉強してください」

とお話しくださいました。 

 そのことを妻に伝えますと、私も勉強させて頂くと自分から言ってくれまし

た。本当に嬉しかったです。その言葉通りに、妻は『心の発見』神理篇、科学

篇、現証篇三部作を一生懸命、拝読させて頭き、その年の一二月一六日には、

神戸で、初めて、偉大な主・高橋信次先生のご講演会にも出席させて頂くこと

が出来ました。息子二人も会場まで連れて行き、これで家族四人が本当に幸せ

になれるのだと痛感しました。しかしその妻がです、昨年末、一二月二二日、

「お父さん、左腕が急に鉛のように重たく感じるし、吐き気がする」と言い出

したのです。以前から接骨医に通うこともあり、流行性の風邪とお互い思って

いたのですが、しばらく様子を見ていても容態は良くありません。 

 不安だなあと思っていた昨年一二月二七日の朝でした。毎日の日課となった

家内のメールに、「どうしても左腕の状態が気になって仕方がないのです。病

院に行ってもいいですか？」と書いてありました。年末の忙しい時、ましてや

子供も冬休みです。以前の私なら「この忙しい時になんで」とまた怒り出して

いたと思います。しかしなぜか私は冷静に「しっかりと診てもらって安心しよ

うよ」と返信したのです。 

 するとその日の昼前に再びメールが入りました。「脳梗塞の疑いがあります」

続けて妻からメールが入りました。「今からＣＴ、ＭＲＩ検査です」 冷静に

しようと思っても仕事は手に付きません。すると妻から「取りあえず病院で脳

梗塞の様子を見ます」とメールが入りました。妻はその日は帰宅できました。

私は家に帰るなり妻のところへ行くと、妻は笑顔で迎えてくれて安心しました。 

 ところが翌二八日お昼前、再び私の携帯が鳴り、妻が声にならない声で泣き

ながら「左腕が動かなくなった。一体どうしよう」と話しました。妻がパニッ

クになっている姿が私には想像出来ました。その時、私はこう思えたのです。

いや、有り難いご指導を思い出させて頂いたのです。丸山弘先生から教えて頂

いた「止観」です。「ここで私が慌てたら仕方がない。妻の気持ちを冷静に考

えてあげなければ」そう一瞬考えられる自分がありました。「絶対、大丈夫」

という気持ちにならせて頂きました。これも偏に正法のお陰様だと思います。 

 家内は冷静に、二人の子供を連れて病院に向かうことが出来ました。電話で

病院に確認した時には、内科の先生しかいらっしゃらないというお話だったの

ですが、実際の診療の際には、担当の先生がたまたま前夜からの急患対応で居

てくださった、というお計らいを頂きました。これも常識では考えられないほ

どの有り難いお計らいでした。私も仕事を切り上げて病院に向かいましたが、
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そこには妻と子供二人の笑顔がありました。その時、次男から出た言葉に感激

しました。「明日、お父さん、必ずお母さんのご著書を持って来てあげてや」。

家族全員が正法によって一つにして頂けたと思わせて頂きました。 

 そのことをいつもお世話になっている○○様にすぐに連絡させて頂きました。

奥様からは「今回のことは決して悪いこととは思えないのです。病気をしたか

ら悪い、病気をしないから良い、というのはこの世的な見方ではないでしょう

か。もしその人が病気を縁として、偉大な主・高橋信次先生のお説きになられ

ました、有り難い正法に触れることが出来、今までの自分の人生を振り返るこ

とが出来たら、これ以上に幸せなことはないと思います。逆に、健康でお金も

あるけれど法に触れることもなく、凡々と過ごしてしまったとしたら、魂にと

っては大変不幸なことではないでしょうか。苦しみ悩んでいる人、その人は今、

最も神仏の御心に触れるチャンスを頂いている、私はいつもそのように、丸山

先生よりお教え頂きました」というメールを頂き、とても心が落ち着き、心が

熱くなりました。 

 また、続けてご主人様からは「すぐに丸山先生にご報告申し上げ、ご指導を

仰いでください」と心温かく言ってくださり、感謝の気持ちで一杯になりまし

た。 

 私は再度、正法によりお救い頂きましたことをレポートさせて頂き、妻は病

院で一生懸命に今までの人生を反省してくれました。夫婦一緒に子供に対して

の反省をしてくれました。妻のありのままの気持ちが嬉しかったのです。その

レポートをすぐに先生にお送りさせて頂きました。 

 一二月二九日、大変お忙しい時期にもかかわらず、先生は、直ぐに原稿を見

てくださり、なんと、「直ぐに病院にいらっしゃる奥様から直接電話してくだ

さい」との大変勿体ない有り難いお言葉を頂きました。そして、私からも電話

するようにとの有り難いお言葉を頂きました。 

 正法に触れさせて頂いてからの感謝と、今回の妻の「脳梗塞」についてあり

のまま、先生にお話しさせて頂きましたところ、「夫婦間の調和が一番の原因

です。過去の過ちについても、しっかりと反省をしてください。間違った信仰

をされていたのなら、それをきっちりと整理してください。反省です。夫婦、

家族の調和が出来ていれば、必ず良くなります」とご指導頂きました。 

 夜分にもかかわらず、一つ一つ丁寧にお教えくださるお心に、受話器越しに

涙が止まらず、感謝の気持ちが込み上げて参りました。その日から即反省をさ

せて頂くことを心に誓いました。 

 翌日、病院に向かう途中、二冊のレポート用紙と八色のカラーペンを買いま

した。「昨夜の感謝を忘れず、ご著書をもう一度基本に戻って二人で拝読させ

て頂こうね」と誓い合いました。 

 するとどうでしょう、先生の「きっと良くなりますよ」とのお言葉通りに、

最初はほとんど動かなかった左腕が、一、二、三、四、五と素早く指を折って

数えることが出来るようになったではありませんか。また物を強く握れるよう

にもなってきました。医師は「早期発見で本当に良かったね」と言ってくださ
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いましたが、私はこれは、偉大な主・高橋信次先生、丸山弘先生のお導きと信

じさせて頂く他はありませんでした。 

 そしてなんと妻は、お正月には家に一時帰宅することが出来るまで回復させ

て頂いたのです。ここでも私は、先生に教えて頂いた「家族愛」を体験するこ

とが出来ました。 

 さらに二○○八年一月一日の朝、お祝いは正式に退院してからにしようねと、

本当に簡単に手作りのお雑煮を頂きました。そして妻を病院に送る用意をして

いた時、妻が自分の身支度が出来ないと泣き出したのです。 

 その時、私は畏れ多くも、丸山先生がイスラエルのイエス様より頂かれたお

言葉を咄嗟に思い出しました。「今後貴方の行く手には魔が競い立つでしょう。

でも、不安を持たないでください。私達があらゆる協力をして貴方を守ってい

きます」と『ひかり』誌に書かれてありましたお言葉を思い出させて頂いたの

です。 

 あまりに勿体ないことと思ったのですが、「もし君の左腕が駄目になったら、

僕は君の左腕になってあげる、そこまで君と、家族と僕はひとつになれるんだ

よ。泣くのはやめておくれ、もし君に辛いことがあったら、そのために僕は、

何にでもなってあげる」うまく伝えられなかったのですが、精一杯の気持ちで

した。そして自信を持って妻を病院に送ってあげることが出来ました。 

 これもすべて、先生が「よく精進しておられますね。立派ですよ」と言って

くださいました一言が後押ししてくださり、勇気を頂いたからです。本当に有

り難うございます。妻は一月五日に無事、退院することが出来ました。これは

奇跡であり、事実です。私はこのことを一人でも多くの人にお伝えしたく、こ

の機会を頂きましたことを、本当に有り難く感謝させて頂いております。 

 私達一家は、偉大な主・高橋信次先生、丸山弘先生に、本当にご慈愛を頂き、

救って頂くことが出来ました。 

 今後、私達がさせて頂くことは、ご著書の拝読、反省をさらに深めて、自己

をしっかりと確立し、一人でも多くの方に、この感謝の気持ち、心の安らぎ、

今生このように素晴らしいご縁、お導きを頂いたことをお伝えしていきます。

それが今回、お救いを頂いたことに対する、唯一の報恩感謝の行為だと思わせ

て頂いております。 

 まだ、正法を勉強させて頂くスタートラインに立たせて頂いたばかりだと思

いますが、精一杯努力させて頂きますので、今後ともどうぞよろしくお願いい

たします。 

 偉大な主・高橘信次先生に対しまして、心から御礼を申し上げます。本当に

有り難うございます。 

 

 

2008-5 月 Ｐ078 

【お救い頂いて】主婦の方の投稿 

 又大きなお救いを頂きました。 



166 
 

 三月一七日月曜日、月一回の診察日、年一回の検査のために病院に行く予定

の日でした。 

 予約は午後三時、前日から少し疲れ気味の私を見て、娘が「会社を休んでつ

いて行く」と、今までになかったことを言ってくれました。最近転勤が決まり、

とても忙しい日々だった娘にとっても、午前中ゆっくり休めるとあって二人で

コタツに足を入れ、のんびり横になりましたが、何か胸をつかんで引き起こさ

れる様な感じでガバッと起き、予約時間を午前中に変更してもらうよう電話を

し、午前一一時の予約を取りました。しかし、何だかもっと早く早く行かなく

てはと、とても急かされた気持ちで再度予約の変更の連絡をしまして、一○時

の予約となりました。一○時なら急がなくてはと、バタバタと忙しく着替えて、

タクシーで行こうと言う娘に、いつも通りに行って検査を受けたいからと話し、

駅まで一五分歩き、電車を乗り継いで病院に到着しました。 

 一○時前に診察が始まり、レントゲン、心電図と検査をして頂きました。い

つも検査結果は次回の診察日に頂くのですが、その日はその場で心電図の結果

を見られて、心エコー検査もして頂きました。そして「○○さん、直ぐ入院し

てください。心筋梗塞を起こしていますよ」とおっしゃったのです。「入院で

すか。困ります」とお答えすると、「死んでしまいますよ。直ぐ入院してくだ

さい。看護士さん、竹内さんに点滴して、車椅子移動にして、救急車で行って

もらってください」とバタバタした空気に変わり、すぐに救急車が来て、タン

カで連ばれ、看護土の方も同道してくださり、大阪市立総合医療センターへ移

りました。 

 病院で又、エコー、レントゲン、ＣＴなどの様々な検査をして頂き、お医者

様から、「心臓にカテーテルを入れて治療しますからね、大丈夫ですよ」と言

われました。慌ただしく手術着に着替え、手術室へ向かいました。足の付根の

大動脈からカテーテルを入れるので、部分麻酔で意識ははっきりしたまま、六、

七人の先生と沢山の大きなテレビ画面の様なものに囲まれて、始まりました。 

 今回主治医となってくださった先生が「アレッ？心筋梗塞ということでした

よね。検査の所見とこんなに違う事があるのですか？」とびっくりした声で質

問されていました。「三○％の割合では所見と違う事があることはあるのです

が」と部長先生がおっしゃり、「違いすぎですよね」と、口々に何か医学用語

で話しながら見てくださいました。結局治療はせず、一時間もかからず終わり、

主治医の先生が「竹内さん良かったですね、心筋梗塞ではありませんでしたよ。

タコツポ心筋症という病気です」と説明してくださいました。 

 私は「ハイ、有り難うございます」と答えながら、「あれだけ検査して違う

病気ということがあるのかしら？」と、ぼんやり考えておりました。そして心

臓集中治療室ＣＣＵの個室に移ったあと、娘が来てくれました。検査後、娘は、

「広範囲に心筋梗塞を起こしていますから、緊急を要します。今から直ぐカテ

ーテル治療を行います。必要に応じ、バルーンやステント治療を行い、四時間

程度かかります」との説明を受けたそうです。私が危険な状態であると告げら

れ、娘は、驚いて地区委員の方にお電話したところ、「丸山先生にお縋りして
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は」とおっしゃって頂き、先生にお電話させて頂きましたら、「今からすぐに

祈らせてもらいます。大丈夫ですから」と力強く励ましてくださり、とても安

心出来て有り難く嬉しかったこと、そして、法友の方々も「私達も一緒にお祈

りさせて頂きます」と言ってくださり、とても心強く思ったことを涙ながらに

話してくれました。 

 そこへ主治医の先生が入って来られ、「今の所、心臓の半分が動いていない

状態ですから、絶対安静です。治る病気ですから大丈夫です。心筋梗塞でなく

て良かったですね」と病状を説明してくださいました。「お母さん良かつたね。

救って頂けたのよ。丸山先生が神仏様にお祈りしてくださって、神仏様の『御

ひかり』を頂けたから、助かったのよ。お母さん良かつたね」と涙を浮かべて

手を握って悦んでくれました。 

 考えて見ますと、カテーテル室に移動した丁度その時間に、丸山先生が、神

仏様にお祈りしてくださり、神仏様の『御ひかり』をお送り頂いて、神の御業

で心筋梗塞を心筋症に一瞬にして変えてくださったのだと思いました。娘と二

人感謝の思いで胸が一杯になりました。「お母さん、神仏様から今からの命頂

いたのよね」という娘の言葉を胸が痛くなる感動の思いで聞きました。 

 心臓集中治療室（ＣＣＵ）で水分摂取も制限され、心電図を付け、何人もの

方々が入替わり見守ってくださり、その日三度目の心エコーの検査は夜遅くに

あり、主治医の先生ともう一人の先生が来てくださいました。どうしても、偉

大な主・高橋信次先生の事をお伝えしたく、エコーの僅かな間に「正法」をお

勉強している事、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださったご著書の事をお

話ししました。「そうですか」というお返事だけでしたが、ホッとしました。

もっとお伝えしたい、お話ししようとの思いで胸が一杯でした。 

 翌一八日火曜日、朝エコー検査に来られた先生が「アレッ？別人の心臓みた

いですよ。竹内さんは自然治癒力がすごいですね。回復してますよ」と言って

くださり、その日の午後、一般病棟に移る事が出来ました。 

 まだ安静が必要とのことで、お部屋の中にあるトイレまで歩く五歩のみとい

う状態でしたが、その日二度目のエコー検査でも「すごいですね。回復してき

てますよ。良かったですね」と、回復振りに驚いておられました。 

 神仏様のお救いを頂いていると思いますと、自然と胸が熱くなり、大宇宙大

神霊・仏様に御礼申し上げておりました。 

 翌一九日水曜日には、電話室まで三○歩位歩く許可を頂きました。嬉しくて

一番に、丸山先生にお電話させて頂きました。朝早くお掛けしてしまい申し訳

ありませんでしたが、お声が聞けて涙が溢れてまいりました。「ゆっくり休ま

れたらいいですよ」と優しいお声でおっしゃって頂きました。硬くしていた心

も身体も何かが溶けてほどけていくような不思議な感覚を感じました。その日

は心筋シチン検査で地下の検査室へ車椅子で四度も行き来したため、少し疲れ

はありましたが、「血圧も脈もしっかりして来ています」と言って頂きました。 

 目を見張る回復で、神仏様への感謝が深まり、お守り頂いていることを実感

しました。何の不安も恐怖もありませんでした。 
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 お部屋の人に「勉強家ですね、いつも本を読んでいらっしゃる」と言われる

位、ご著書と『ひかり』誌を拝読させて頂いておりました。 

 二六日の部長先生の診察で「今までの検査結果が良好なので、四月初めの頃

の退院予定で頑張りましょう」と言って頂きました。 

 毎日検査があり、その都度回復していると驚いて頂き、神仏様のお計らいを

頂いていることが有り難く、嬉しい日々を過ごしていました。順調な回復ぶり

で、四月五日の退院が決定いたしました。 

 私は二度も、神仏様に大きな大きなお救いを頂いたのだと身の引き締まる思

いをさせて頂いております。退院前の病状説明では「心臓の動きは普通の人と

同じに回復しています。頑張り過ぎないで、半年程かけて、元の生活に戻すつ

もりで生活してください。本当に心筋梗塞ではなくって、良かったですね」と

言ってくださいました。 

 神仏様に頂いた命、丸山先生がお祈りしてくださり、助けてくださった命、

法友の方々もお祈りしてくださり、家族の願いのこもった命を大事にし、毎日

を今までの様にのほほんとせず、心して一秒一秒心を見つめて、法と真摯に向

き合って生きて行こう、そしてこの体験をお伝えして行こうと強く誓いました。 

 本当に丸山先生有り難うございました。 

 法友の皆様有り難うございました。大切に生きてまいります。 

 

 

2008-12 月 Ｐ080 

【法により頂いた悦びを正しく語ることの大切さ】主婦の方の投稿 

 ・・・去る二○○五年の二月三日のお昼頃、私は雪かきに精を出し、その後

お風呂に入りました。途中でトイレに行き、そこで突然目の前が暗くなり、ほ

んの暫くでしたが意識を失いました。翌日主人の薦める病院に行き、検査を受

けました。私の頭部映像フィルムを診られた院長先生は「気になる小さな点が

ある」とお話しくださり、再検診を受けました。その結果「脳に腫瘍があるの

で、即大学病院か、県立中央病院で手術を受けてください」と突然の宣告を受

けたのです。 

 私は学修会等で、丸山先生が「利益を求めない病院に行って診てもらいなさ

い」と、お話しされておられたのを思い出し、院長先生に対し、国立病院への

紹介状をお願いしました。院長先生は快諾されて、直ちに受診等の手続きをと

ってくださいました。 

 正法の学修で「結果には必ず原因がある」「善の思いには善、悪の思いには

悪の作用」「思いは行動したことと同じ」「妻の病気は夫への警告、夫の病気

は妻への瞥告」等々、お導きの『おことば』が次々と浮かんできました。当時、

私達夫婦は円満ではなかった為に、丸山先生により夫婦が円満になり調和する

ことが正法の基本とよくお教え頂き、私は夫に対する今日までの思い、行いを

点検して一つ一つ反省をし、間違っていたところは、神仏様に心からお詫び申

し上げ、心から謝罪をする。また主人の魂にも心からお詫びをさせて頂くご指
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導を頂いて、実践をさせて頂き、法による正しい思い、行いに変える努力をさ

せて頂いておりました。 

 「正法を学んでいるのに大変なことになった、何故なの、どうしてこういう

ことになるの」と思い、考えても分からず、心が真っ暗になりました。救って

頂くには丸山先生にお縋りしてお救い頂くしか、救われる道はないと、必死の

思いでお縋りさせて頂きました。 

 丸山先生にはご多忙のなか、大変に貴重な時間を空けてくださり、私の身に

起こった変事について詳細にお聞きくださいました。そして「国立病院を選ん

だことは合格です」とお話しくださり、勿体無くも私と一緒に『心行』をご唱

和してくださいました。丸山先生のお声が私の心に響いて、浅かった呼吸が普

通になり、身体が暖かくなりました。 

 そして浄霊をしてくださり、畏れ多い尊い『神仏様の御ひかり』を入れてく

ださいました。その後「熟睡出来ていますか？ 夢を見なかったですか？ 異

常に寒いと感じたことはなかったですか？」等とお聞きくださいました。不思

議と当たっており、特に寒さについて異常なまでに冷たく感じたことがあった

と申し上げますと、丸山先生には「諸々の悪霊が来ていたのでは」とお話しく

ださり、続いて私が日々どのように過ごしているかをお尋ねくださり、特に正

法の基本の学修の、ご著書の拝読と『光の器を』『心行・祈願文』『健康祈願

文（心行三回）』の拝読についてお尋ねくださいました。当時の私は主人と一

緒に出かけたりすることが多くなり、『心行・祈願文』を上げたり上げなかっ

たりになっているとお答えしました。 

 先生は「原因はそこではないでしょうか？ 上げたり上げなかったりするこ

とは神仏様を冒涜することになり、大変に恐ろしいことです。守護・指導霊様

にはお守り、お導きが出来ません。正法者として最も大事な『神仏様に対する

お祈りとお誓い』の約束ごとを実行されないでは、正法者としての資格はあり

ません。今日から再び心を正して、また正しく実践してください」とお話しく

ださいました。 

 続いて、先生には「家庭にあっては常に『イエス様の愛の五訓』（『ひかり』

誌二○○五年三月号四六頁掲載）を思い出して実行すること。特にご主人様に

は足元にひざまずき足を洗わせて頂く謙虚な心で思いやり、己に厳しくして実

践を続ける、そして日々の反省をしっかりすること」を、優しくお話しくださ

いました。暫くして先生には「私（丸山先生）の不在の間は車に乗らない事。

出歩かない事。『人間釈迦・第一部』一〇〇頁～一五二頁を拝読する事」をご

指導くださり、更に「何かあったら直ちに電話をかけて来なさい」と、貴重な

時間を割いてまで私を気遣ってくださり、私の心に光を送ってくださいました。 

 丸山先生の深い深いご慈愛に対し、私の心は感謝の思いで一杯になりながら、

片や申し訳ないという思いとが重なり、未熟で愚かな心が張り裂けそうになり

ました。丸山先生のご不在の二日間はご指導に従い、お教え頂いたご著書の拝

読と、反省をさせて頂き、心を静かにして過ごさせて頂きました。お蔭様でだ

んだんと心が安らいで、不安が消えました。 
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 七日の国立病院には主人と一緒に行きました。紹介状と映像フィルムを診ら

れた脳外科のお医者様から「どうして此処にこられたの？」と不思議そうに聞

かれたので、私は「私の心からご尊敬申し上げている御方からお薦めを頂きま

した」と申し上げると、「貴方は運がいい、他の病院だと即、手術です。私は

この腫瘍を研究している者です」と話され、腫瘍について「女性は年齢と共に

ホルモンのバランスが崩れていき、それで出来る良性の腫れ物、オデキみたい

な物です。神経に障らなければ心配はいりません」とご診断くださいました。 

 偉大な主・高橋信次先生には「人間は頭を開いたら、それで終わり」とお導

きになっておられます。私は愚か者でありながら、一人の神の子として、神仏

様にお守り頂き、天の大慈悲により、肉体生命と病んでいる心を癒され、大き

くお救い頂いたことに気付かせて頂き、神仏様に対し、丸山先生に対し、感謝

の思いで一杯になりました。 

 お救い頂いた体験を整理させて頂き、分かりましたことは、病気の原因の根

本は心にあり、心を正すには、偉大な主・高橋信次先生の法に帰依して、正し

い心の在り方を学ばないと分からない。このお救い頂いたご高恩に報いるお返

しは、夫も正法に帰依し、家族が正法に触れること。そして伝道の際には、正

法によりお救い頂いた悦びの体験を正しくお話しさせて頂くことが、「己を生

かし、他を生かす」ことになり、いつもお話しさせて頂くことにより、今まで

気付かなかったことに気付かせて頂く、新しい心の発見が出来る最善の学修と

理解しました。 

 『心の発見・科学篇』一八三頁の「結果を良く反省し、良いことはより伸ば

し、悪い想念と行為は捨てて、正しい心になることが必要であるし、正しい反

省ともいえる。そうすれば、神仏の光によって覆われるため、悪霊に憑依され

ることもなくなる。……人間は肉体がすべてであるからといって、内面のこと

を考えないで医者などにかかっても、完全とはいい難い」というお導きを拝読

させて頂き、正しい心は正しい反省から生じると分からせて頂きました。 

 また四二頁には「私達は、現象界の栄華に憧れ、世を楽しむことと、道を楽

しむこととは自ら別であることを知らなくてはならない」とお導きくださって

おられます。正しい光の道を歩む精進と努力をし、お救い頂いた悦びの体験を

伝道に生かすことを、早急に実践してまいります。 

 生かされている只今が誠に有り難く、大宇宙大神霊・仏様に対して、心から

の感謝をお捧げ申し上げ、心から御礼を申し上げます。丸山先生、本当に本当

に有り難うございました。 

 

 

2009-2 月 Ｐ062 

【骨髄異形成症候群という難病よりお救い頂いて】元会社員の方の投稿 

 丸山弘先生には、いつも温かいご指導を頂きまして、誠に有り難うございま

す。 

 この度、お蔭様で「骨髄異形成症候群」という病気（血液の癌のようなもの）
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よりお救い頂きました事について、レポートさせて頂きます。 

 平成一五年二月、人間ドックの検査で、「骨髄異形成症候群」である事が分

かり、すぐに入院する事になりました。家族を集めて主治医の先生から病状と

今後の治療方法（輸血による治療と移植手術）についての説明がありました。

私はあまりのショックに気分が悪くなり、その場に居ることが出来ませんでし

た。 

 この病気は、骨髄の細胞が異常を来たし、正常な血液が造られなくなる病気

です。症状としては、熱があり、立っているだけで血管が切れ、その為足は真

っ赤になり、出血すると血が止まらない状態でしたので、医師からは、「歩く

な、怒るな、踏ん張るな」と言われ、ベッドに横になったままの生活を余儀な

くされました。 

 当時の私は、ベッドの上で「何故自分がこんな病気になったのか」と愚痴や

恨みばかり□にしていたように思います。いろいろと頭の中で考えをめぐらせ

ている中で、どうしても死にたくない、正法にお縋りするしかないとの思いに

至り、一時退院を許されたとき、以前お世話になった○○○○様にご連絡し、

お会いして頂く事にしました。 

 私は三一年前、書店にて、偉大な主・高橋信次先生のご著書に出会わせて頂

いておりました。拝読させて頂きました時、立ち眩んでしまうほどの衝撃を受

け、すぐに、出版されている、偉大な主・高橋信次先生のご著書のほとんどを

買い求め、拝読させて頂きました。「このような偉い方がおられるのならば、

是非お会いしたい」と思うようになり、いろいろと探し求め、数人の方を介し

て、○○○○様にお会いさせて頂きました。 

 ○○様は、初めてお会いする私に対して、優しく、笑顔で嬉しそうに、ご講

演会において、偉大な主・高橋信次先生に初めてお会いになられた時の事をお

話ししてくださり、「高橋信次先生の法を学ぶ会」において、正法の学修をす

るようにお勧めくださいました。にもかかわらず、当時の私は、学修会などへ

参加させて頂き、正しく正法を学ばせて頂く事をせず、偉大な主・高橋信次先

生のご著書もいつしか本棚に収まったままとなっていました。愚かにも、自分

自身の知識習得のみが目的であった為に、ご著書を拝読させて頂いた事で満足

してしまっておりました。 

 骨髄異形成症候群という大変治療の難しい病気に冒されてしまい、どうしよ

うもない不安のために、厚かましくも二十数年ぶりに、○○○○様にご連絡を

させて頂きました。○○様は、そんな私に対して、「死にものぐるいで正法を

勉強するしかありませんよ」と仰ってくださり、偉大な主・高橋信次先生のご

著書『心の発見』三部と、『人間釈迦』一～四部を必死に拝読するように勧め

てくださいました。病院に戻りました後、改めて真剣にご著書を拝読させて頂

きました。 

 ご著書を拝読させて頂く中で、たくさんの大切なお導き、気付きを頂きまし

た。「病気の原因は心である」「これまでの思い、行いを修正する事が重要で

ある」というお導きにより、それまでの自分自身を振り返り、素直な心で四八
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年間の人生で思ったこと、行ったことを反省させて頂くようにしました。 

 妻に対する暴力、怒り、不信、不満、両親に対するウソ、怒り、不平不満、

愚痴、恨み、友人に対する不義理、裏切り、暴力、そしり、近隣の方々に対す

る心ない態度、職場に対する不平不満、怠慢など、自身の目を覆いたくなるよ

うな悪行が次から次に思い出されてまいりました。このどれもが自己保存が原

因であり、心をスモッグだらけにしていたのだと気付かせて頂きました。直ぐ

に、一つ一つの事について、神仏様、そして相手の方の魂に対しまして、「間

違いを犯しておりました。本当に申し訳ございません。どうぞお許しください」

とお詫びさせて頂きました。 

 また、「感謝の心が大切である」とのお導きにより、主治医の先生や看護士

の皆様を始め、お世話くださる方々、身の回りのもの全てに対して感謝させて

頂くようにいたしました。輸血治療の際には、血液の袋にそっと手を当てなが

ら、「この度、この血液を献血くださった貴方様に心より感謝を申し上げます。

貴方様に直接お会いしてお礼を申し上げたいのですが、このような状態であり

ますので、それが出来ません。貴方様が男性の方か女性の方か、お幾つ位の方

かも分からず侭ご慈悲に縋っております。私は骨髄移植をする予定であります。

無事に移植を終えて退院します。そして、社会へ出てから、貴方様に出来なか

ったご恩返しを別の方々へ実践していく覚悟でございます。この事をお約束い

たします。有り難うございます。有り難うございます」と毎回申し上げました。

お蔭様で、八一回の輸血を行いましたが、一度も拒絶反応が出る事はありませ

んでした。このことは大変珍しいことだと、主治医の先生も驚いていらっしゃ

いました。 

 移植手術においても、主治医の先生が作成されたスケジュール通りに不思議

としか言いようの無い位に順調にドナーの方が見つかり、無事に終える事が出

来ました。 

 平成一五年九月三日遠く県外より飛行機で骨髄が通ばれて来ました。当日は

台風の接近により、ちゃんと届くだろうかと不安になり、随分と心配いたしま

したが、無事届けられました。主治医の先生から「予定していた量の一・五倍

の量が届きましたので、より安心だ」という説明を受け、処置が始まりました

時には、ドナーの方に対する感謝の気持ちが込み上げて来て、病室で大声を出

して泣いてしまいました。「ドナーになられた方のその慈愛と勇気に、心より

心より感謝を申し上げます」と祈りながら、涙がいつまでも流れ落ちました。 

 移植後に予測される合併症なども何も無く、早めの退院となりました。退院

の日に、主治医の先生より「ほとんどの人が三～四回再入院となりますから、

そのつもりでいてください」と説明されましたが、本当に有り難いことに、私

は一度も再入院はありませんでした。 

 入院中、熊本地区世話人の△△△子様が、何度も病院にお見舞いに来てくだ

さいました。正法のお話をお聞きしていると、何か生きる望みが湧き出てきま

した。早く、正法を学べる、法友の皆様のおられる会場へ行きたい。そして、

偉大な主・高橋信次先生のお顔をビデオで拝見させて頂きたい。その思いが毎
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日強くなって行きました。偉大な主・高橋信次先生のご講演テープを、ベッド

の上で、誠に横着なる姿勢にならざるを得ない状態で拝聴させて頂いておりま

した。体が思うようにならないとは言え、大変礼儀知らずの私でありました。

深く反省しております。 

 お蔭様で、退院後の平成一六年七月一八日、熊本市総合女性センターにて開

催されました学修会に初めて参加させて頂き、丸山先生にお会いすることが叶

いました。 

 丸山先生には、たくさんご指導くださり、「正法はこんな楽しい事はない」

と申されました。私は、その悦びが理解出来るようになると、今までの人生で

楽しいと思っていた事などは、比較にならない事ではなかろうかと思わせて頂

きました。 

 平成一六年九月二六日、熊本市西部市民センターの学修会では、先生より「武

道の世界か何かに、非常に尊敬する人がいるでしょう。目のキリッとした人で

す。その人と縁を切りなさい。偉大な主・高橋信次先生へ思いが行くようにし

てください」とご指導頂きました。私は子供の頃、身体が丈夫ではなかったた

め、身体が強くなりさえすればと思い込み、空手を習っておりました。先生か

らご指導を頂いた時は、まだその意味が良く理解出来ず、悩んだこともありま

したが、それからご著書を熱心に拝読させて頂き、反省をするうちに、健康な

体を作ると□では言いながら、ただ腕力をつけ、自分を優位にするために空手

をしていたことに気付かせて頂き、そのご指導は、私自身の心の在り方に大き

な間違いがあった為に頂いたことであったと思わせて頂くようになりました。 

 また、そのご指導の直後に、私が骨髄移植をしたことを発表させて頂いたと

ころ、先生には、「左の方を向いてください」と仰り、横向きの私の体を見つ

められて「体は調和されています」とご指導くださり、悦び一杯にならせて頂

きました。心より感謝申し上げます。 

 また、二○○六年五月の福岡地区学修会では、今まで私の病気を心配してく

れた両親や親戚の方がくださったお守りやお札、仏像等、いろいろな他力信仰

の品々の処分方法をご質問させて頂きましたところ、先生は、「しっかり精進

してから処分しないと危険です。それらの品々は、床の間など失礼にならない

ところに置いておき、まずはしっかりご著書を拝読し、精進してください」と

ご指導くださいました。その時、先生から、私の周りに一人の男性と二人の女

性が来ていることをお教えくださり、「その方達を救ってあげなさい」とご指

導頂きました。私は直ぐ、義妹のことを思い出しました。亡くなる直前まで、

自分のことより私の病気を心配してくださっていた、大変大変心の優しい方で

した。「これから精進して、何としてもお救いして差し上げたいと思います」

と答えさせて頂きました。 

 その後も学修会に参加させて頂く中で、丸山先生には多くのことをご指導く

ださいました。 

 「偉大な主・高橋信次先生のご著書をしっかり拝読され、心の底から精進を

してください」 
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 「心の点検をもう一度してください。ご自身のことを反省し、ご両親様に対

して許せないというお気持ちがあるようですが、すぐに許すことです」 

 「ご夫婦の魂の波動に同じものがあるので衝突するのです。もっと相手を思

いやり、生かし合い、愛を出す言葉を、まず貴方様が相手にかけてあげること

です」 

 「仕事を早く探しなさい。いつまでもその状態ではいけません」 

 これらのご指導をしっかりと心に刻ませて頂き、まずは周囲の方々に報恩の

行為をして行かなければと思わせて頂き、少しずつではございますが、実践に

努めてまいりました。家庭においては、病気療養の為に家におりますので、仕

事をしております妻に代わって家事のほとんどを私が行うようにし、愛ある言

葉を沢山かけてあげられるように努めてまいりました。両親、そして妻のお母

様に対しましては、これまで心配ばかりかけてまいりましたので、報恩感謝を

捧げる決心をし、出来るだけ時間を作ってお会いして「有り難うございます」

という深い感謝の心で接するように心がけ、正法によってお救い頂きました事

をお話しし、伝道させて頂くようにしました。 

 ご近所の方々との調和を図る為に、自宅アパートの駐車場、玄関先、ゴミ捨

て場等の掃除をさせて頂きました。病気である事が分かってからの五年間、そ

れまでの自分自身の反省を行い、お世話になった方々へのご恩返しを少しずつ

してまいりました。 

 昨年（二○○八年）一○月の学修会において「大変いい状態です。貴方様の

発表によって周囲の方々が感銘を受けられ、後光が出ておられます」「一秒、

一秒、心に思うことを正しく見つめて行ってください。間違った思いをした時

は、直ぐに正しい思いに戻すことを心がけてください。正法以外では悟れませ

ん。後光を大きくするよう努力してください」との、大変有り難いご指導を頂

きました。 

 丸山先生には、私が正法の学修をさせて頂くようになってからの五年間、数

えきれない程の慈愛に満ちたご指導を頂いてまいりました。まだまだ、夫婦の

調和や、他力信仰の品物の処分など、課題は沢山残っておりますので、今後は

さらにご著書の拝読とともに、ご指導頂きましたことを心に刻み、精進努力を

重ねてまいります。 

 この度の最終段階の検査において「五年前にバンク移植（骨髄移植）をしま

した。末梢血に問題はありません」との結果を頂きました。主治医の先生から

「書面でも全くの健康体であります」とお墨付きを頂けました。 

 私は、正法の学修が出来ていなかったら、今頃この世に居なかったのではな

いかと思わせて頂いております。主治医の先生には「予測される感染症なども

何も無かつたですね」「こんな移植ならば今後何度でも移植手術をしたいです」

と申されました。一度も再入院することなく、健康にならせて頂いたのは、偉

大な主・高橋信次先生のお導きと、丸山先生のご指導により、病気の原因であ

る「心」を正す努力をさせて頂けたからだと、正法にご縁を頂けたことを心よ

り感謝しております。 
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 私は、お救い頂きました事への報恩として、残された人生の全てを、自分の

心を丸く、豊かで大きくする事に努め、正法の学修をすることによって得られ

る悦びとその偉大さを一人でも多くの方へお伝えするために、今生生まれた目

的と使命を考え、精進していきたいと覚悟を決めています。 

 大宇宙大神霊・仏様、偉大な主・高橋信次先生、私に病気を通しまして、大

いなる気付きをお与えくださいましたこと、誠に誠に有り難うございます。丸

山先生、今後とも何十年とご指導くださいますようお願い申し上げます。 
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