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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、出産・子育て』 
 

 

 

 

 

 

 

（『出産・子育て』は神の範疇） 
 （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・・・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、その世界は神の範

疇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。 

   ・・・・・・・・・・『丸山弘先生のご文章からの抜粋』の一部） 
 

 

 

 

 



2 
 

【目次】 

 
 

１．はじめに 

 １）はじめに・・・・・・・・・・・・・・・003 

 ２）偉大な主・高橋信次先生のご紹介・・・・005 

 ３）丸山先生のご紹介・・・・・・・・・・・008 

             

２．偉大な主のご著書からの抜粋 

 １）はじめに・・・・・・・・・・・・・・・010 

 ２）ご著書からの抜粋・・・・・・・・・・・011 

 

３．丸山先生のご文章からの抜粋 

 １）はじめに・・・・・・・・・・・・・・・024 

 ２）丸山先生のご文章からの抜粋・・・・・・025 

 

４．「ひかり」誌からの抜粋 

 １）はじめに・・・・・・・・・・・・・・・066 

 ２）子育て・・・・・・・・・・・・・・・・067 

 ３）夫婦の調和・・・・・・・・・・・・・・103 

 ４）いじめ・・・・・・・・・・・・・・・・114 

 ５）体験レポート・・・・・・・・・・・・・139 

 

５．資料集 

   省略 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

１．【はじめに】 
 

【１．はじめに】 
 ありがとうございます。 

 貴方様がこの小雑誌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、『出産・子育て』に限って掲載

し、『出産・子育て』に向かってこれから進まれる方、また、『出産・子育

て』にいま現に悩み、苦しんでおられる方、更には成長されたお子様達と

の良好な関係を保つことが出来ずに、自分の子育ては間違っていたのであ

ろうかと迷われておられる方々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

る者には、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、行ずる者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。 

 この小雑誌は、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
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行かれるように、という目的のために作成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

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。 
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 『・・・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、

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
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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．丸山弘先生のご紹介】 
 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） 

 

 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
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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。 

 この小雑誌では、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】 
 

【心と肉体の法則】1976-1/10 関西新年講演会 

 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車であろうとも、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

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。 

 
 

【心の発見 神理篇】Ｐ214 

 小さな子供の場合は両親の心の調和度が反映されているから、子供に事故が

起きる現象というのは、両親の心の在り方、生活の在り方について反省を求め

ていることを予告している。子供の自己保存本能は、自我我欲というにはあま

りにも純粋であるからである。 

 

 

【心の発見 科学篇】Ｐ178 

 いろいろな奇形児が生まれる原因は、肉体的な遺伝や、不調和な薬、あるい

は父母の不調和、または怨念のある家族に起きる現象である。 

 このような現象は、生きている人々に対する警告であり、家族一同は反省し

て、その原因を追及することが必要である。現象は、原因があったために起こ

ったことを知らなくてはならない。原因を見極めて反省し、心の浄化を計る正

しい生活によって、心の安らぎは生まれてくるのである。 

 

 

【心の発見 科学篇】Ｐ184 

 一般にノイローゼといわれている人々の多くは、感情の領域がむらで、本来

の自分の心の状態を失っている。この原因は、人間としての愛や慈悲の欠乏に

ある。 

 またこうした人々は、心が狭く、孤独で、常に不安定であり、安らぎがなく
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情緒に乏しい。 

 それは灰色の人生といわざるを得ない淋しい人達だ。心の中は、閉鎖的で、

健全な精神とはいい難い状態にある。このような人々の多くは、不調和な世界

の霊に憑依されている。自分の暗い想念が、神仏の光をさえぎり、苦しみの意

識界に通じているということだ。当然肉体的にも不調和になって行く。 

 子供達との関連においてそのことを考えてみよう。人々は良く自分達にでき

なかったことを子供に託して、その希望を果たそうとする教育や、虚栄心によ

る子供への束縛を原因として不調和になる場合がある。 

 肉体舟は確かに与えたものだろう。しかしそうした場合、その魂まで両親の

独占物だと考えていることに誤りがあるということを知らなくてはいけない。 

 全くの親子であっても、魂は個の生命であって、自ら相違があるのだ。 

 なぜなら、魂も親が与えたものであり、親の分霊だと思うなら、その思考性

や行為のすべては同じでなくてはならないだろう。 

 残念なことに、親のいうことを利かない子供が多い事実を考えなくてはなら

ないのが現実なのである。 

 従って、親達の、子供の環境や教育についての育成は、溺愛でなく、家柄や

自己保存的な考えを捨てた純粋な心からの愛でなくてはならないということだ。 

 子供が自分の思った通りの道を歩くと、世間の両親の中には「あんなに可愛

がって育てたのに、親の恩を忘れて、親不幸をしている」などと嘆く者達がい

る。しかしこれも親のエゴイズムであろう。報いのみを求める、そんな心だか

ら子供達は自分達の真実の道を求めて去って行くのだ。 

 親子相互の対話の不足を考え、子供の人格を認めてやることも親の愛という

ものだ。対話のない家庭の中には孤独な子供達が育ってしまう、これが現実だ。 

 だから両親は、子供の魂の乗り船は、互いに約束して与えたのだということ

を忘れてはならない。与えた、と思う心があるから、親の尺度ですべてを計り、

子供に注意などをする。 

 親の意志に反したことをすれば、きびしく叱り、肉体はおろかその心まで束

縛してしまう。 

 私達は、こうしたことを良く考えて、子供達を指導することが必要であろう。 

 最も自由自在の中で、良く心の在り方を教え人間としての道を教え、感謝と

報恩の意味をさとし、両親が実践模範を示した生活環境を造り出すことが先決

なのである。 

 純真な子供心を、素直に育ててやることが、より良い豊かな心を大きく育て

る道、これが本当の愛情というものだ。 

 きびしく叱ることも、正しい中道の判断によれば、その真実が子供心にひび

くことなのである。子供と親の対話、日々の行動が、心の交渉が、愛の心をよ

り豊かに育てて行く。子供の心もそこで広く人々のなかに調和され、自分自身

の魂を磨いて行き、円満な人格を作って行くのである。 

 親が子を放任し、正しい道をその愛情によって示さない生活の中で育てられ

た子供達は、気の毒といわざるを得ない。 
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 たとえば学校の成績ばかりを気にしている親達の心は、自己慢心にしかすぎ

ないということだ。 

 心の中の智性の領域だけが発達しても心にゆとりがなく情緒のない人間は人

生での正しい判断すら決定することはできない。 

 智性は、人生をいかに正しく生きるかという、調和した生活をするための早

道であって、自己保存、自我我欲の道具ではない。 

 試験、試験の人生は、自己保存的な、かたよった人格を造り出し、人間本然

の心を失ってしまう結果にもなってしまう。 

 また本能的な領域だけが発達しても、不調和な人格を造ってしまうものであ

る。 

 いずれにしても心の不調和が、想念に曇りを造り出し、神仏の慈悲と愛の光

をさえぎり、ノイローゼの原因を造り出してしまうというわけである。 

 その暗い想念意識は、不調和な霊によって憑依され、人生を灰色と化してし

まう。不調和な満ち足りぬ心の病いは、神理を悟った生活以外、修正すること

は不可能である。 

 

 

【心の発見 現証編】Ｐ117 

 学校の教育は、語学や自然科学、人工科学のオートメ式教育で、点数さえと

れば良いという規格人間の製造所になり果てている。 

 筆記試験が、その人の価値を決めてしまう。 

 豊かな心などどうでも良いという、試験さえ通れば式の社会に問題があろう。 

 心の在り方や生活の在り方など、全く日常生活に関係がないといった方法、

人間の基本を忘れた教育が、社会の混乱を造り出しているのだ。 

 そこには、自己保存と自我我欲の塊りしかないのではなかろうか。自分の地

位や権力を、金や財産、家柄でつかもうとする点に問題があるのだ。 

 学問という知識でメッキされた人間であってはならないのである。 

 正しい基準を失ってしまった人々の集まりは、混乱と自滅への道を辿るより

ほかないだろう。 

 何のための学問であるか。 

 人間は根本を失っているのである。 

 学問は、より豊かな知性を磨き、品性と教養を高め、すべての諸現象を通し

て片よりのない判断をするとともに、人類社会の大調和を目的としたものでな

くてはならないのだ。 

 それを目的としたとき、文明は人類の幸福を第一義と考えられるようになる

し、公害も人類の智慧と協同的な行動によって、なくすことができるようにな

るのである。 

 人は今、金さえ貰えればという考え方を捨てるときがきている、ということ

に気がつかなくてはならない。 

 あまりにも、人間が文明経済の奴隷になり下がっている。 
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 物質文明によって、人間の生きる道を閉ざしてはならない。 

 

 

【心の発見 現証編】Ｐ169 

 学校の教育は、人間の教養を高め、正しい人間らしい立派な人格を造るため

にあるのではないだろうか。 

 そして、より良い社会人として、社会人類の豊かな心と繁栄のために尽くさ

なくてはならないのだ。そのときに、自らの心も磨かれてゆくのである。 

 学問によって広い知識を持つとともに、豊かな心を持つことだ。虚栄心やエ

リート意識は、人生において良い結果をもたらすものではない。 

 「実るほど頭の下がる稲穂かな」である。 

 謙虚な心で、自分の欠点を修正するためには、己にきびしく、人々に対して

は寛容な心を持つことが大事だろう。 

 人生においては、たとえ社会的地位が高くとも、他人を軽蔑し、自己保存の

心の強い者達は人間の屑といえる。 

 人間は、人間の造り出した地位や名誉にうつつを抜かしてはならないのだ。 

 正しい自らの心が、それに値するだけの価値を認めたならば、地位や名誉も

良いだろう。それが、自己満足の虚栄心であるとしたら、受けるべきではない

だろう。 

 現代社会のように、人間の価値判断が経済力や学歴、家柄などといったもの

であってはならないのである。両極端の考え方を捨て、常に自らの心と行為を

反省し、包容力があり、そして智慧があり、勇気があり実行力のある人々こう

した人々こそ、本当に立派な人格者といえるのである。 

 

 

【人間釈迦 ③】Ｐ060 

 男女の数は、あの世もこの世も一対一であり、男が少なく、女が多いという

ことはない。 

 地上における男女の比は、戦争や、その時々の思想、行為によって多少のア

ン・バランスをみることはあるが、男女は、もともと平等に出来ており、一夫

一婦は神の計いなのである。 

 女性が男性と対等の立場に立つにはまず経済的基盤が必要と考える人もいる

が、それは、経済優先の今日の社会思潮が生んだ思想であり、この考えには、

もともと無理がある。家庭や子の養育を誰がするかである。 

 人間にとって、情緒教育は欠かせないものだし、情緒教育には家庭が一番で

ある。 

 親子のつながりは約束ごとであるし、その約束ごとは家庭を通して果たされ

ていく。 

 生まれ出た子どもは、国や社会施設で面倒を見ることになれば、こうした約
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束事が果たされないばかりか、員数教育に流れ、片寄った思想が育ち、混乱に

輪をかけることになろう。 

 女性の役割は家庭にあって、次代の子弟を正しく養育することであって、そ

れは男とはちがった役割を持つものなのである。 

 つまり、女性が子を生み、子を養い、子を育てることによって、私たち人類

は絶えることなく、連綿とそのきずなを保つことができる。 

 もし、女性のこうした役割がなく、子を生むことがないとすれば、私たちは

過去と現在にしか生きることがないし、地上での生活の場を失うことになるで

あろう。そこには、魂の進歩も、転生もないことになる。 

 私たちに転生があり、リンネという法に生命が宿るのも、そして、過去、現

在、未来という連続された生命が成り立つことも、いってみれば女性のこうし

た役割があるからである。 

 女性のこうした法を生かす特性は、天が与えた義務であり、責任であるとい

えよう。 

 こうした意味において男は現実社会に、女は未来社会にその義務と責任を有

する、ということになろう。 

 

 

【心の原点】Ｐ069 

 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（二○六頁の図を参照）。 

 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
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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。 

 

 

【心の原点】Ｐ196 

・・・小さな子供達は、なかなか理性も意志も利かないものだ。 

 私達の心のなかのそれぞれの領域は、成長するに従って、自分なりに智性を

通して悟って行くものである。 

 生まれたばかりの乳児は、母乳やミルクを自然のうちに飲むようになる。 

 これも、前世で食生活をしていたから、教えられなくとも食べるようになる

のである。 

 そして、月日を重ねるに従って、五官が働くようになり、欲望が出てくるの

だ。 

 自我の芽生えともいえよう。 

 欲望と本能の領域の目覚めだ。しかし、まだ理性が良く働かないから、やた

らに自我をとおそうとする。 

 この頃から、良い環境や、両親による、偏りのない中道の教育が必要になっ

てくるのである。 

 人生の体験がないから、智性は五官から受けたものや、教育によって豊かに

なって行く。 

 幼稚園に通う頃には、善悪の判断が少しはつくようになる。そして、友達や

その家庭の習慣などを見聞することによって、自らの智性を磨いて行くように

なる。 

 親の、子供に対する躾（しつけ）のもっとも重要な時期である。溺愛は良く

ないし、きびしすぎても子供の心を閉じさせることになる。 

 このように、いろいろな現象をとおして、理性の領域が磨かれ、私達の表面

に出てくる意識が、次第に上昇して行くのである。 

 しかし、表面意識は、一○％くらいしか出てこない。 

 ちょうど氷山の一角といわれている水中の氷のように、意識のほとんどは潜

在され、九○％が内在されているのである。 

 この一○％の表面意識も、五官をとおして、あらゆる現象を、見たり聞いた

りするが、なかなか正しい判断ができず、自我が表面に出て自己本位になり、

その心のなかに暗い想念を造り出してしまうのである。 

 正しい中道の道は、この一○％の表面意識の物差しにもなるのだが、なかな

かその道を守れないのだ。 

 自ら、欠点の修正に、勇気と決断を持つこと、それが大事になるのは、こう

した過程による。 

 私達は、このため、心と行ないを正さなければならないのである。 
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 欠点を修正して、丸く豊かな心を造り出して行けば、心のなかは常に円満で

あり、生きている喜びでも自然にわかるようになるのだ。 

 

 

【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。 



18 
 

 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。 

 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。 

 

 

【悪霊Ⅰ】Ｐ221 

 ・・・ノイローゼ、精神病は被害者意識が強く働き、人を憎む思いが非常に

強い。原因をたどると家庭の環境にある。 

 子どもの心は、良い悪いにかかわらず、それに染まりやすく、成人後の性格

を形作ってしまう。 

 十五歳ぐらいまでは、人は、精神的、肉体的に自立できない。 

 したがって、それまでは両親や兄弟たちの影響をうけて育っていく。 

 家庭が揺れ動き、夫婦ゲンカが絶えなかったり、躾が厳しいと、子どもの心

はだんだん小さくなり、伸び伸びと育たなくなってくる。 

 両親を憎む思いが強くなり、内向的反抗心が高まり、早い者は精神的、肉体

的に自立できる十五、六歳から、遅い人では四十すぎになって表面に出る。つ

まり発病する。 

 ・・・病気の期間が長くなるほど、治療はむずかしくなる。これは前にも触

れたが、一度、憑依され、心が空白になる習慣をつくると、憑依の道筋ができ

てしまい、常人と同じように人を憎み、怒りをいだいても、自分を失ってしま

う。つまり、心を悪魔に占領されてしまう。 

 常人でも心の針（思うことの方向）いかんによって、すぐ憑依されるが、常

人の場合は心の転換、つまり、気分転換が早く行なわれるから、憑依時間が少

なくて済む。 

 ところが、精神病は、この気分転換が容易にできない。一つの事柄をいつま
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でも思い続けてしまう。そのために、憑依時間が長くなり、やがて、自分の心

を悪魔に占領され、人格が変わっていくのである。 

 

 

【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

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ば、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。 

 

 

【心の対話】Ｐ126 

〔問〕水子供養はどうしたらよいでしょうか、水子があれば、あとに生まれた

子どもにいろいろ影響するものでしょうか。(編者注：水子とは、魂が未だ宿ら

ないで死亡した胎児のこと) 

 母親の胎教、その他の理由で水子になるわけですが、水子自体はなにも悪い
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ことをしているわけではないから、水子の魂はそのまま天上界に行ってしまい

ます。ですから水子によるさわりなどあろうはずがありません。あとあとの影

響は母親の身心の状態にかかっており、霊的なものもありますが、それにして

も現実的な面で注意することが大事です。 

 だいたい、子どもの魂は、受胎して三カ月ないし四ヵ月ごろ肉体に入ります。

それゆえ、魂が入ってから経済的その他の理由でおろすことは、殺人にひとし

いことになります。子どもの供養のため、このような場合は、人びとにより多

くの愛を施し、二度と再び同じ過失を犯さないよう心がけるべきです。あの世

にトンボ返りした魂は、あの世の魂の兄弟たちがそれを育て、あの世で成人さ

せます。 

 いったん肉体に入った魂というものは、この世が子どもから大人に成長する

ように、あの世でもその過程を経るようになります。ですから、トンボ返りの

魂はみな幼児であり、成人するまで育てるのです。幼児の魂はこの場合でも地

獄におちません。みな天上界に帰ります。なぜなら、地上での波風をうけてい

ないからです。 

 

 

【心の対話】Ｐ127 

〔問〕世間一般に、子どもが亡くなって次の子がみごもり生まれると、あれは

亡くなった子の生まれかわりといいますが、これは間違いですか。また天上界

に帰った魂は最も早くて何年くらいで現象界に出てくるのでしょう。 

 

 世間でよくいう水子の問題と、魂が入って受胎しているのにおろすこととが

混同されて受けとられたようです。あなたもご承知のように、水子の場合は魂

の乗り舟である肉体が不完全なためにおこる現象であり、魂がまだ肉体に宿ら

ないわけです。ですからこの場合は、子どもとしてあの世に帰るのではなく、

大人ですから、次の下生の機会を待つことになります。 

 何年か後に再び母親がみごもり、受胎すると、その時に、生まれてきます。

ですから、亡くなって生まれかわるというよりも、下生の時期が最初は水子だ

ったために遅れたということになりましょう。 

 水子とちがって、実際に魂が入り、お腹の中で肉体の生成が順調にいってい

るにもかかわらず、経済的、家庭的問題などから人為的（こちらの意志で）に

おろすようになると、その魂と光子体は小さくなっていますので、あの世に戻

る場合は赤子として帰ることになります。こうした魂の生まれ変わりは、いろ

いろな状況によるので、いちがいにはいい切れません。 

 堕胎はもともと殺人を犯したことになるのですから、子どもの供養のため、

過失を二度と犯さないようにすると同時に、人びとにより多くの愛をほどこす

よう努めることが大事です。 
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【心の対話】P130 

 子どもは両親の感化を非常に受けやすく、そのため、子どもを見れば両親の

生活行為がすぐわかるでしょう。したがって、両親の徳、不徳が子どもに影響

を与え、その子どもの将来をなかば決定づけてゆきます。つまり、子どもの運

命をつくり上げてゆきます。 

 俗に「親の光は七光」といいます。親の徳が子供や子孫の生活に影響を与え

ることはたしかですが、子どもに徳がないと、親の徳は長続きしません。基本

的に、親と子の魂はそれぞれ異なっており、同一ではないので、その運命のあ

り方も、当然、違ってくるからです。すなわち、親の修行と子の修行とは、お

のずと別であり、子どもには、子どもとしての人生の目的なり、使命があるか

らです。 

 子に対する親の役目は、子どもが成人し、社会人となって、人間としての道

をはずさない立派な一員になるよう導くことであり、それ以上のものでも、以

下のものでもないのです。 

 子どもに期待を寄せ。煩悩的に子どもの安全のみを願うと、かえってそれが

災いし、子どもを不幸にすることになるでしょう。よくよく気をつけねばなり

ません。 

 

 

【心の対話】P132 

 先天性の(身体障害の)場合は、ひとつには母親の胎内にあるときに、その母

親の心が非常に不安定であり、姑との間とか、あるいは夫との関係がうまくゆ

かず、絶えず心が動揺するために起こるわけです。また、肉体的な隔世遺伝の

場合などもあります。 

 肉体と心は本来は別のもので、肉体の欠陥は心の欠陥によるのではないので

す。ことに先天性の場合はそうなのです。また、仮に、二、三歳で事故に会い、

身体障害者になる場合も、その子どもに原因があるというより、むしろ家庭の

不調和に原因がある場合が多いというべきでしょう。 

 

 

【心に法ありて】P010 

 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。 
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 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。 

 

 

【心に法ありて】P015 

 子どもの心は白紙であり、赤にも青にも染まってゆく。染めてゆく者は、ほ

かならぬ両親の生き方であり、大人たちの考えや行動にある。日和見の親には

日和見の子ができようし、愚痴の家庭は不満分子を育てよう。子が親に似るの

は、子が親の生き方を真似るからだ。 

 

 

【心行の言霊】Ｐ120 

 ・・・ここで親子の関係について、ふれてみましょう。 

 親子の関係はどのようにして結ばれるかといいますと、あの世において、あ

るいは過去世おいて、非常に親しく交わりを持った魂同士が、あの世で約束を

かわし、こんどは私があなたの親に、私は子供に、といって結ばれるものです。 

 このために、親子を選ぶ範囲というものはおのずと限定されてきます。その

限定の範囲は、 

一．魂同士が非常にあいにかよっている場合。 

一．過去世で親子の約束を強く望む。たとえばある人に非常に世話になり、そ

の恩返  

  しをしたいという場合。 

一．過去世において親子兄弟、友人同士であった場合。 

一．あの世で生活を共にし、親子の約束をする場合。 

 などであります。 

 そうして、まず、親となる人が先に現世に生まれ、あの世で約束をした魂を

待ちます。やがて、さきに生まれた人が成人し、結婚し、精子と卵子が結合し

た瞬間に、約束を交わした魂が、その胎児の中にはいるわけです。 
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 ふつう一般に、妊娠したことが受胎といわれていますが、受胎とは、厳格に

は、その胎児に、魂が宿したことをいいます。 

 精子と卵子が結合する時期は、さきに現世に生まれ出た人の想念行為に多分

に左右されます。また、約束を交わした人が受胎しても、さきに生まれ出た人

がそんなことを忘れてしまって、今流行の堕胎や、肉体的無理がたたって流産

してしまう場合があります。 

 このような場合は、あの世の魂の兄弟達があの世に戻った嬰児を養います。 

 現在我が国では、こうした人為的な人口調整を行っている例が多いために、

あの世の生活に多くの支障を与えています。といいますのは、親子の約束をし、

共に魂を磨くその目的が果たせぬために、あの世に舞い戻った魂は、ある一定

の時間を経なければ現世に出られぬからです。つまり、それだけ時間をムダに

し、魂の進化を遅らせることになります。 

 ・・・ここで現象界に出ている者にとって大事なことは、己の想念行為は、

これから生まれ出る子供の精神と肉体にたいして、非常な影響を与えるという

ことです。昔から、夫婦の交わりには美しい花を見て精神を安定にしてからと

か、よい音楽を聴くとかいろいろいわれ、プラトニックな愛の心が望まれてき

ましたが、こうしたことはよりよい子供を生み、育てるという意味でも重要な

ことなのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

３．【丸山先生のご文章からの抜粋】 
 

【１．はじめに】 
 この項には、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、『出産・子

育て』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、貴方様の人生観が変わるほどの衝撃、感

動を覚えられるかも知れません。 

 しかし、感動を覚えられるだけでは、実生活には何の影響も及ぼしません。

感動によって変わった思いをこの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。 

 これから出産、子育てをされる方は、素晴らしき愛深きお子様に育たれるこ

とでしょう。いま子育てにお悩みの方は、その実践を通して、目を見張る変化

を目の当たりにされることと存じます。 

 一度、二度の拝読では、心に響かないかも知れません。 

 愛するお子様のことを本当にお考えでありますならば、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．丸山弘先生のご文章からの抜粋】 
 

【自分を生かすとは】 
「ひかり」誌：1988-4 月 P005 
 ・・・さて、自分を生かすとは、まず第一に常識豊かな人間になる。常識は

小さいときからの両親との対話のなかから身につけるものであります。礼儀、

感謝にしても、同じように親から学びとるものであります。 

 もし、親子の対話がなければ、常識や礼儀、感謝もない人間に育ってゆきま

す。両親の経験したことや学んだことを聞いて、それぞれ自分なりに取捨選択

して身につけ、それを基礎にして豊かに育ててゆくものです。 
 夫婦の対話、親子の対話のない人、また言葉が思う通りに出にくい人は、小

さいときからの親子の対話がなかったことが原因しているケースが非常に多い

ようであります。人間として最低身につけておかなければならないこれらのこ

とを、先ず身につけることが大切なことであります。 

 
 

【法を学んで日々思うこと】 
「ひかり」誌：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

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。 
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 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(範疇)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。 
 指導的な役割をもった魂であってもその人自身、神のみ心を知ることがなけ

ればその使命を果たすことは出来ません。また、その使命をもった人で神のみ

心を学ぶことが出来たとしても、法を中心とした精進努力がない、つまり法＝

神のみ心に沿った生活実践がなければその魂を通しての実在界からの協力はあ

りません。いくら正法を口で叫んでいても、その実践がないと人に対して指導

することが出来ません。言い換えますと、その役割を頂いている魂であろうと

も、自分が自覚しあらゆる困難と苦悩にぶつかりそれを乗り越える精進努力が

ない限り、その心的使命に目覚めることは不可能であります。自分が自覚し自

分を大切に生き得た分だけしか、人を大切に生かすことは出来ないのでありま

す。 
 その実践が法に適った正しいものであるかどうかは総て自分の心が判定する

のです。その一つの結果の姿としてその人の魂から出る後光（オーラ）があり

ます。その後光だけでもその人の心の遍歴や状態が簡単に証明されるのであり

ます。 
 この地上界での私たちの生活は何一つ分かることのない暗中模索の毎日であ

ります。自分自身に頼ることだけが総てであります。ですから直ぐ脱線してし

まいます。どうしてよいやらわからないために、悩み苦しみます。そのときが

自分自身、本当の自分との出会いが始まります。自分の善なる心との対話を始

め深めてゆき、やがて法に辿り着いたとき人は救われ真実の自分を知ることが

出来るのであります。 
 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
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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。 
 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易しといいますか、

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



28 
 

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。 

 

 

【己を生かす】 
「ひかり」誌：1989-11 月 P007 
 人間は誰でも心で理解することも、ものを見ることも皆一緒と思っていまし

たが、正法を学んでいくうちに、顔が違い性格が違うように、それぞれ皆違う

のだということが初めて分かりました。同じ言葉を聞いても、理解の仕方が皆

違うことを知って大変驚きました。 
 また、大方の人が理解しているのに、一部の人は聞いていない部分があった

り、また、全く聞いていなかったりしていました。意識は、同時に二つ以上の

方向に向けることが出来ないわけですから、聞いていなかった人は、いっとき

の間話してくださっている人の話しを聞かないで、他のことを心の中で思って

いたのです。ですから、そこだけが抜けたわけなのです。 
 一生懸命に聞いていたけれども、その話された意味が理解出来ない人もいま

す。また、自分の思っていることを充分に話すことが出来ない人もいます。重

症の人になると、見ることが出来にくかったり、聞くことが出来にくい、或い

は、話したくても、言葉が口から出にくい人もいます。これまで法を学んでき

た中で、このような方に沢山お目にかからせていただき、初めて人間の心の実

態にふれたように思いました。 
 神がおぼしめされて、この大宇宙をお造りになられ、いまのこの一瞬も神の

み心の通りに、精妙に生き続けています。私たち神の子もまた、神のご意志に

よってこの地上に出させていただきました。私たちは神のご意志の通りに、こ

の地上を生きていかなければならない、生きることをお誓いしてここにいま出

させていただいた訳でございます。生まれた環境の違いも、また自分自身が考

えに考えて計画し、お願いして出させていただいたとお教えいただきました。 
 私たちがこの地上に出るには、父、母という両親のご縁をいただかないでは

生まれることは出来ません。生まれる前、お母さんのお腹にいるときから、ご

両親の思いと行いの影響を受けてくることも教えていただきました。 
 現実にこうした方々にお目にかかって、どんなときも心の調和が大切なこと

を知りました。 
 特に夫婦は、深い愛によって結ばれていないと、その影響が子供に伝わって

いき苦しむことになることを知りました。先生は愛する子供の死や病気、怪我
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などは殆どがその親に対する警告だと教えてくださっています。如何に夫婦が

円満に生きなければならないか、その責任は重大であることを知りました。 
 両親が子供に対してお互いに心からの愛を与えておれば、皆心身共に健全な

子供に育っていくことを知りました。それが、お父さんなり、お母さんが自分

勝手な都合により、子供に対する愛の手抜きをすれば、必ずその付けは、何時

の日か必ず初めに述べましたような形となって、巡ってくるのであります。世

の父や母は、このような事態に立ち至っても、まだ自分達の愚かな諸行の故と

気付かないのであります。挙げ句の果てには、お前が悪い、貴方が悪いからな

ったんだと言って喧嘩になります。 
 結婚は、名誉のためにするものではありません。地位を得たいためにするも

のではありません。お金や財産を中心に考えてするものではありません。また、

親が結婚するのではありません。子供が結婚するわけですから、子供の意志が

充分に尊重されたものでなくてはなりません。結婚する者同志が愛を根底にし

たものでなければ、必ず破綻するでしょう。何故かと言いますと、名誉、地位、

財産、お金、学歴というものは、この世だけの無常なものでありますから、そ

れらの「もの」を中心とした場合は、神のみ心に反するからであります。 
 夫婦、親子は、限り無く愛しあい、この世で出合えたことを神に感謝しなけ

ればなりません。父ということも、母ということも、子供が生まれた時から呼

称しますが、真の父と母は、これからの長い子育ての課程で、徐々に父となり、

母となっていくのであります。それが、いきなり父や母になったようでも心は

未熟なので、ついつい自分の思いや行いを優先し、子供に対して深い愛の手を

差し伸べることを手抜きしてしまいます。つまり、夫婦がそれぞれ自分の我欲

を中心とした、サイクルで子供を育てていきがちであります。それでは、心豊

かな、明るくて暖かい子供は出来上がりません。 
 子供を深く深く愛して育てたぶんだけ、その子は愛の豊かな人間として成長

していくことは、間違いありません。母のお腹にいるときから、父と母、二人

の調和された愛情というエネルギーによって、子供の肉体細胞の分裂が出来成

長するのだということを、教えていただきました。夫婦が不調和であれば、既

にお腹にいるときから、子供の心身の不調和も始まっているということになり

ます。 
 先生は、三歳までにその人の人生の三分の二までが出来上がってしまうのだ

と、教えてくださいました。夫婦は寝ても覚めても常に話し合うことが大切で

あります。心を裸にした話し合いを積み重ねることによって、より信頼が増し、

愛情もまた大きく育っていくのであります。親子の場合も、調和された両親が

いつも子供を褒めたたえながら、明るく楽しく話し合い、子供を中心とした家

庭生活をつくるように努力しておれば、必ずや心豊かな子供に成長するのであ

ります。 
 両親からの愛情が不足して育ちますと、心が歪んできますから、性格的にも

円満な子供でなくなり、その心の状態は年老いても何時までもそのまま持ち続

けていきます。子供に対する愛情は両親以外の人は与えることが出来ないと思
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います。一組の夫婦が調和した生活を営むということが、如何に重大であるか

ということがお分かり頂けると思います。心美しく清らかな子供の心を傷つけ

るのは、最も愛する筈の両親や家族であり、心ない教育者ではないかと思いま

す。 
 今日の教育は学問が優先で、最も大切な心が失われてしまっているからであ

ります。殆どの教育者には神のみ心がありません。したがいまして、自分を愛

し人を愛するということが理解されていません。教育の根本は「愛」でありま

す。愛は父と母から頂き、それを土台にしてより豊かに自分自身が培っていく

ために、いまこの世に生を頂いているのであります。若しその課程がうまく出

来上がってきていない人が教育者としてあるとすれば、神の子をお預かりする

ことで自らの魂を磨いてくることを願ってきたとしたら、誠に恐ろしいことだ

と思います。 
 先生は、学問は知識であり知恵の呼び水であるとお教えくださいました。ま

た、病気は真の人間である心が病んでいるから、乗り物である肉体もまた病む

姿であります。その魂の歪んだ心を修正しなくて、いくら薬を飲ませたり注射

をしても、いたずらに自動車の板金修理をしているのと変わらないことで、そ

の車に乗っている人を治療していない、つまり、その根元を治療していないの

であります。 
 このように、教育を見ても、医学を見ても形にとらわれてしまい、真実が分

からなくなってしまいました。私たちは、心正しく生きる学習のために、いま

この地上に出させて頂いたのであります。心正しくとは、如何に神のみ心に沿

って生きるかということであります。心こそ総てであります。 
 仕事も自分の心を磨き豊かにする一つの手段にしか過ぎません。仕事を通し

て、己を生かし他を生かすという、愛の学習をさせて頂いているのであります。

経済は足ることを知って相互に生かし合うものであって、相手を攻め倒すもの

ではありません。経済力、財力、政治力、法力、力のつくものは総て神のみ心

ではありません。地獄は力関係の世界でありますが、天上の世界は、愛の世界

であるからであります。 
 お金や財産はこの世だけのもので、あの世まで持っていかれるものではあり

ません。前にも述べましたが、肉体を初め名誉、地位、財産、金というこの世

限りの無常な「もの」は、真に正しいものではありません。真に正しいものは、

肉眼では見ることは出来ません。肉の手では、触れることは出来ません。この

ため人は、肉の目で見え、肉の手で触れるものこそ正しいものと錯覚してしま

ったのです。 
 肉の目に見え、肉の手で触ることのできるものを、「もの」と言います。こ

の「もの」には、総てにその意識が同居しています。その意識の中心を心とい

います。その意識は心の目でしか見ることは出来ません。反省して心を浄化し

ていったとき、心の目が開かれ見ることが出来ます。先ず自分自身の心の欠点

がどんなものであるか分かっていなくては、修正していくことは出来ません。

そこで、自分の心身が健全であるかどうかを点検して見ましょう。 
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 愛する我が子の心身が、健全であるかどうかを早急に点検して見ましょう。

若し、不健全なところが発見されたら、法によって自分の心を修正しましょう。

また、子供にたいしては、愛を二歳三歳のときに帰って与えましょう。神は、

神の子に対してその過ちを許される慈悲として、反省ということをくださって

います。反省については、人間釈迦または月刊誌を読んで学習してください。 
 また、如何に厳しい環境に生まれようとも、総ての魂が歪むということはあ

りません。魂のバランス感覚のしっかりしたものは、自分自身が悟ってその歪

みから立ち直ることが出来ます。過ぎ去った人生の厳しさが終わって、やれや

れといって安楽の中に安住してはいけません。厳しかった環境や、厳しかった

父や母がくださった、善は善として自分の中で大きく育て生かしていくための

ものであります。 
 父と母にいやなことがあったとしたら、それは必ず自分自身にもあるもので

あります。自分自身の中にあるものはどうしても気付きにくいものであります。

ですから、幼いときから父や母のいやな姿を見ながら、自分は大人になったら

あんなことは絶対にしないでおこうと、心に堅く誓って成長するのです。でも、

殆どの人は、大人になったら父や母と同じいやなことをして、人から嫌がられ

ているのであります。 
 私たちは、あの世から選んできた生まれた環境の中に、自分を最大限に生か

す「かて」を秘めて来ているものと思います。ですから、何時までもその選ん

できた環境を、生かしていくように精進努力すべきものと思います。昔から諺

に「他人の苦労を買ってでも苦労せよ」ということがありますが、正にその通

りだと思います。この世は精々苦労すべきだと思います。苦労を経験していく

中で、人から頂く暖かい愛が心に染み渡り、心から感謝を捧げるにはどうした

らよいかを考え、人の愛を通して神の慈悲を知っていく人もあることでしょう。

過ぎ去った人生の中で、一番苦労した時が一番充実した幸せなときであります。

そしてこのときに法に触れていくのです。 
 また、大自然を通して神の慈悲を悟っていかれる偉大な方もおられますでし

ょう。いま静かにお釈迦様、イエス様、高橋信次先生のお選びになられた環境

を思いますとき、それぞれが厳しい環境にお出ましになられ、苦労の末大悟し

ていかれたのでした。先生には、何時までも生まれ故郷にお帰りになられて、

田植えや秋の取り入れをされていたことがご著書に書いてありましたが、その

深いお心のほどが偲ばれ胸が熱くなります。父や母の苦労しておられたお姿を

何時も思い出し、心からの感謝を捧げながら生きることが、真の供養ではない

かと思います。 
 私は、神のお導きにより、この人生でこれまでに多くの魂と出会い、そして

別れました。今日も一人の魂と今生の悲しい別れをいたしました。その方々の

計り知れない愛の供養によって、いまあることを心から感謝いたします。残さ

れた道のりの中で、この頂いた宝を精一杯生かしていきたいと念じております。

お目にかかった多くの魂が平安でありますようにお祈りいたします。 
 神に対し、主に対し、いまこのようにお救い頂きました悦びを捧げて感謝い
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たします。 
 
 

【愛】 
「ひかり」誌：1990-10 月 P007 
 私の家の近くに住んでいる私の大好きなＭちゃんは、幼稚園の年中組に通園

している女の子です。 
 赤ちゃんの時からいつもお母さんと公園の砂場で一緒に遊んでいるのを見掛

けました。 
 一般のお母さんや子守をしているお婆さん方は、子供を遊ばせているか遊ん

であげておられるのですが、このＭちゃんのお母さんは、自分もその子のお友

達になって遊んでおられるのです。いつ見てもＭちゃんに対してキーッとかカ

ーッとなっておられる姿を見たことはありませんでした。 
 このお母さんは法を学んでおられる方なので、さすが一般のお母さん方とは

違うのですね。 
 私はお会いするごとに『感情的になって怒らないで、Ｍちゃんの言うままに

遊んであげてください。お母さんの感情が入って怒ることは、この世に出てき

て初めて恐ろしい人に出会うのがお母さんになるわけですから、いつもニコニ

コと、やさしく暖かく愛情を差し上げて下さいね。これからあなたは初めてお

母さんにならせて頂く訳ですからね。どんな方も子供を産んだから、即座にお

母さんにはなれないのですよ。この世に出る前の天国で、この M ちゃんに今度

地上界に出たときには、未熟な者ですが是非ともあなた様のお母さんとして修

行させて下さい。お願いします。と頼んで出てこられたのです。愛豊かな神の

子になるために、夫婦、親子、兄弟姉妹となって頂く方を選んでお願いして出

させて頂いているのです』などとお話をさせて頂き、この M ちゃん親子の成長

を陰ながら楽しみにして見てきました。 
 そのお母さんは本当に子供が好きで好きでたまらないという感じで、とても

とても自分の子供を怒るどころか叱ることも出来ない方のようです。 
 あんなお母さんこそ、我が子を目の中に入れても痛くない、というのでしょ

うね、と砂場に集まっているお母さん方も言っておられるように聞きました。 
 子供を遊ばせている、遊んであげているお母さんやお婆ちゃんは、きっと非

常にお疲れになられると思います。 

 なぜお疲れになるかと言いますと、大人の立場で遊んであげておられるから

なんです。つまり心の腰を曲げて仕方なしか、それともいやいやで遊んであげ

ておられるからだと思います。その赤ちゃんなり、幼児の次元まで降りて遊ん

であげることを知っておられないからでしょうね。どのお母さん方も、もう一

人前のお母さんになっているつもりなんですね。しかしどうした訳かいつも「母

親役」で苦しんでおられるのです。 

 大人の次元でしかも自己中心の思いが強いのと、子供は産んだけれども心は
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成長していないものですから、初めての育児とご主人のことでイライラと格闘

しているのが大方のお母さん方ではないでしょうか。 
 これまでに誰しもが、良いお母さんになるために沢山の育児のご本をお読み

になられたことでしょう。また、自分のお母さんや先輩たちの経験を沢山聞い

て来られたことでしょう。 
 しかし子供との心の交流がなかなかうまくいかないので苦しんではおられな

いでしょうか。 
 まず育児においていつもかもイライラしておられるようであれば、それは真

の母親になる方法を知っておられないお母さんだと思います。一番可愛いはず

の我が子に鬼のような傷を与えているとしたら、それはとんでもない悪役のお

母さんだと思います。赤ちゃんの時から子供はその受けた大きな傷を引きずっ

て痛い痛いと思いながら一生を生きてゆくのです。 
 その原因はどこにあるかと言いますと、それは心の問題になるのです。 
 心ある人間、心ある女性、にならない限り一気に愛豊かな妻、愛深き暖かで

やさしい母にはなれるはずがないと言えましょう。 
 いくらどんなに立派な学者や、育児の経験豊かな専門家や女性であろうとも、

真の母親教育や指導は出来ないものと思います。 
 なぜなら乳児または幼児に対する母としての心の在り方、心の指針が説かれ

ていないからであります。学問をどれだけ深く学修されようが、どれだけ多く

の赤ちゃんを取り上げようとも、いかに多くの幼児を教育されようとも、それ

は自分を中心とした単なる知識か体験上でのことにしか過ぎないのです。しか

も、その育児書をお書きになられた諸先生方は、果たして自分のお母さんから

十分に正しい愛を頂いてこられたでしょうか。また、自分の子供に対して母な

り父として正しい愛を差し上げてこられたでしょうか。 
 そうお尋ねしますと、きっと一斉にその方達は「さあー」とおっしゃられる

と思います。 
 心の正しい指導は、学識経験者とか経験豊かだからというだけでは出来ない

分野なので、それは「法」を学んでおられないからです。先祖代々からの世の

お母さん方もまた「法」を聞いてきておられないから当然のことであります。

人生の意義、人生の目的と使命を知らないでは、人間としての正しい心の在り

方、女性として妻として母としての心の正しい在り方を知らないのは当然のこ

と、どうして良いのか分からないで生きているのがほとんどの人だと言っても

過言ではないとさえ思います。 
 このようにして考えて見ますと、世の中にあるほとんどの書物は、その著者

の考え方か、体験つまり思想ではないかと思います。 
 この世では最も正しいというものが余りにも多いために、どれが最も正しい

ことなのか判断がつきかねるような有り様であります。しかし、最も正しい物

差しがあるのです。それは太陽を中心とした精妙な大自然の運行の姿でありま

す。太陽を一つ取り上げて見ても、太陽の熱、光は地球上の総ての人に差別す

ることなく、公平に偏ることなくしかも永遠に変わることなく、常に自分をい
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かし他を生かしているのであります。この神仏の大きな慈悲が最も正しい規準

なのであります。この規準に照らしてみればどんなことを言っておられようが、

それは正しいことなのか、それとも単なるその人の思想に過ぎないかが、一目

瞭然と判定されるのであります。 

 思想とは、かつての軍国主義や資本主義、共産主義、社会主義といった人間

の一つの考え方に過ぎないものでありまして、永遠に不変のものではありませ

ん。 
 しかし、大自然の移り変わりに見られるこの宇宙の神理こそ、永遠に不変、

不偏、不動であり、これこそが神仏が我々盲目の人間にお与えくださっている

心の指針であります。 
 このことは単に育児問題だけではありません。この世の中のこと総てにおい

てそう言えるのであります。 
 大宇宙の神と主のみ心を知らない限り、育児も教育も医学も科学も政治も会

社経営も経済も家庭の調和も大自然と人間との調和も正しいものにはならない

のであります。人間の考えだけでは、必ずや苦しみが付きまとうこととなるの

は当然のことであります。 
 人間一人一人が直接神の働き掛けにより生かされているのに、それを自覚し

ないで自分中心の考えだけで生きたとしても、そこにその人の心の調和がある

はずはありません。誰が考えても至極当然のことであります。 
 大分話が脱線してしまいましたが、この辺で元の話に戻りましょう。 
 Ｍちゃんはいつのまにかもう幼稚園の年中組となり、幼稚園では先生の補佐

役のようにして、お友達のお世話をしてあげているとのことです。いかにも楽

しそうに生き生きとして活躍しているようなんです。この姿は、出しゃばりか、

かまいた好きの姿ではありません。人の世話好きタイプでもないのです。 
 このＭちゃんは他のお子さんと違って自信があるからなんです。 
 その自信とは、それは神仏のみ心を知っておられるお母さんから愛を一杯頂

いているからであります。正しい母の愛を心に豊かに頂いているから、心が満

ち足りているのです。心にあふれるほどの愛が満ちている人は誰でも、虞(おそ

れ)がありません。勇気があります。回りの人々にその愛を分かち与えたい、差

し上げずにはおられない心になるのです。この姿こそ神の子の真の姿でありま

しょう。自分を人に供養するということはこういうことを言うのです。 
 皆様は既にお気付きのように、心豊かな人は小さい時から回りの人たちに対

して、自分の愛を分かつ供養をしているのです。 
 このようなことはいくら頭で考えても出来ないのであります。心が広く豊か

でそこに愛が満ちあふれていない限り、人に差し上げることは出来ないのであ

ります。 
 今日のように文明が進めば進むほど、愛に飢えている人が非常に多くなって

おります。いくら年老いていてもいつまでも人に甘えたい、人の愛を欲しい欲

しいと心の中で訴えている人が、非常に多いのであります。 
 このように考えて見ますと、世の母親の心の在り方が非常に重大であること
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に気付きます。 

 この世の一人でも多くの人が神理を学び、神仏の心を心として生きるように

なれば、その地域の家庭は調和され、地域社会もまた調和され神仏の光に満た

されいやがうえにもますます大調和されていくことでありましょう。その究極

の姿が仏国土ユートピアであろうと思います。一日も早く地球国家が誕生する

よう念じてやみません。 
 

  主よ 本日は偉大なお計らいを頂き身に余る光栄に感激いたしました。        

     有り難うございました。心からの感謝を捧げます。 
     そして総ては自分の心に在ることを分からせて頂きました。 
     これからは益々己に厳しく貴方様がお導きくださった道を精進して 

     ゆくことをお誓い申し上げます。 

         

     この地にお出でくださった記念の日に感謝を捧げて 

 
 

【しっかり生きる】 
「ひかり」誌：1990-12 月 P006 
 正法を学んでゆく過程においていろいろな方を知った。これまでの一つの画

一された世界では到底会うことができなかっただろうに、主は私にいろいろな

人生を見せてくださった。 
 ある方は愛人といわれる方の子供としてこの世に生まれた。物心がつくまで

はなんにも感ずることはなかったが、高校へ入学するようになったころから、

自分の母は世間のお母さんと違う、と思うようになっていった。父と一緒に生

活できない境遇をなぜか暗く寂しいものとしていつも心の片隅で考えるように

なっていった。そして恥ずかしいことから次第にこの人生を呪うようになって

いった。そしてやがては自分の母を恨み、父とはいえない人を憎み苦しんでゆ

くようになっていった。 
 自分はとても普通の結婚はできない。それよりもこんな人生なんかもういや

だ、一日も早くこの世を去りたい。死にたい。そうだ。美しい天国へゆこう。

この世になんの未練もない。毎日毎日は暗い地獄の心で過ごした、青春とは程

遠い日々であった。 
 私はなぜこうも不幸なんだろうか。私ほど不幸な者はいない。 
 苦しみ悩み苦しみ抜いて、いろいろとその苦しみから抜け出るために道を求

めて歩いた。 
 しかしますますその自分を包むベェールのような影は、濃くまとわりつき離

れようとはしないのであった。普通の若者であったならば、これからの人生、

未知の世界に対する希望とあこがれで胸がふくらみ、楽しいはずであったのに。 
 人生の裏道をとぼとぼとたどってきたこれらの人々の心労を想像すると、ひ
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とりでに涙があふれてくる。人にはいろいろな人生がある。神に許されて出さ

せていただいているこの人生。 
 なにかこの自分の人生に秘められている真相を知って生きねばならないので

はなかろうか。だれの人生も神に許されたこの人生修行の真実なものがある。

それは我が心に記録されている、と教えてくださっている。その自分がこの世

を生きてきたこの人生を選んできた隠れた心の修行目的がある。 

 ヘレンケラーに見るこの世では最も厳しい盲目ろうあという環境を選び出て

こられた方に見るように、厳しい肉体的な環境を選んで出てこられている方も

おられるようである。 
 経済的にも厳しい環境の方もおられると思う。 
 また、ゴーダマ・ブッダのように生まれ落ちるなり母と別れた方や、この世

の事由で母や父と生き別れというつらく厳しい環境を選び出てこられた方もお

られる。その厳しい環境のありようは筆舌に尽くしがたく千差万別である。こ

れも神意のお計らいのゆえと思う。 
 この今ある環境をひもとく道は、法を学び実践する以外にはないのである。

自分という領域から外れないと、そのカギを開けることはできない。 
 一人の悩める母がいた。その母は何人かの自分の子供に背かれてしまったの

である。その方から母と子のこれまでの生き方を聞いた。 
 その母は自分のお腹を痛めて産んだ我が子を愛することを知ってはおられな

かった。真実の愛、激しい真の母の愛を知ってはいなかった。自分も弐度目の

母から愛をいただいてはいなかったのである。 
 愛はその愛が深ければ深いほど、大きければ大きいほどその与えかたも激し

いものである。 
 抱き締めるときには、だれの前であろうがなにはばかることなく、またなん

の恥じらいもなくかき抱くのである。愛する子が、襲われようとしたときには、

たとえ父親であろうと、母は自分の身を盾として愛する我が子をかばう。我が

命を捨てて愛する我が子を守ろうとするものこそ、真の母であろう。 
 愛が深く激しければ激しいほど、母として子に対する対応もまた厳しい節度

に満ちているものである。その愛する子を叱るときには、母もともに神からお

叱りを頂くような心で、泣きながらせつせつとして母の悲しい心情を打ち明け

諭し、我もまたその立場に立つのである。 
 その子は母の悲しい心情を心から汲み取り、愛する我が母を悲しませた自分

自身の愚かさを悟り、悔い改めてゆくのである。もう二度とこの愛するかけが

えのない我が母を悲しませてはならない、と固く小さい心に誓うのである。 
 叱ることは、上から頭ごなしに怒鳴りつけることではもちろんない。心の同

じ立場に立って考え、悩み、苦しみ、深く深く思いやることであろうか。とも

に笑い、ともに悲しみ、ともに苦しみ、ともに泣くことである。心が一段と通

じあい心が暖かくなり、一段と愛と勇気が心身にみなぎってくるものである。

そして愛する我が子が一段といとおしくなるのである。 
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 また、子もまた我が母に対して母の愛の深さ激しさを心から悟ってゆくので

ある。たがいの絆はこの日々の繰り返し揺り返しによって深く深く激しく激し

くなり、やがては大きく大きく豊かに豊かになってゆくのであろう。母も子も

ともに大きな深い神と主の慈愛を涙とともに心でかみ締め感動しながら生き続

けるのである。 
 ここに見るような素直な母と子のつながりがやがては回りの人への大きく深

い愛へと育ってゆくのであろう。暖かく柔らかな心をいやがうえにも、より豊

かなものとして成長させてゆくのであろう。 
 我々は愛に激しく激しく燃えて、人生をしっかり生きなければならない。 
 再び帰りこないこの人生を神と主のみ心のままに、悔いのないように大切に

深く生きねばならないと思うのである。 
 深く深く生きることによって初めて人生の深遠な心の悦びの世界を知ること

ができるのである。 
 主のお導きにより、この一年いろいろな方々にお目にかからせていただき、

これまで知らなかった人生を知ることができた。このお導きをこれからの私の

人生に生かしてゆきたいと考えている。 
 この一年間は、自分の足を出さないまま、心で悩み苦しみ考えた時の連続で

あったような気がする。これまでにないくらい我が周辺が混乱した年でもあっ

た。何人もが病に倒れられた。これも我が身のなせるゆえと、心で悩み嘆き、

その供養への道へ入ることの決心を誓ったのである。 
 これもあれも主がこの愚かなこの私に何をしている、厳しく慈愛深く諭され

た現象ではなかったろうかと思っている。鈍重で自己中心の心の強い怠惰なこ

のどうしようもない心を厳しくむち打ってくださっているのでは、とまたして

も身勝手な夢を追っている。 
 甘えのほか何ものでもない。甘えとは自己中心の弱者の姿である。しっかり

と生きねばならない。明日という新しい神の厳かなときを迎える前に、何とし

ても一段上がらねばならないのだ。その前に今すぐ立ち上がろう。だれのため

でもない自分の幸せのために心の目と耳を澄まそう。今宵が遠くに去ってゆか

ないうちに。 

   

  神と主に対し これまでにいただいた 
  大きな悦びを捧げ 感謝いたします。 

 
 

【夫婦の調和】 
「ひかり」誌：1991-5 月 P 008 1991-6 月 P008 1991-7 月 

P006  1991-8 月 P006 
 ・・・夫婦が調和されないまま子供が生まれますと、その子供はその両親の

不調和な波動に毒され、円満な心は歪んでしまいます。そして肉体的にも不調

和なものになりがちとなります。 
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 円満な夫婦のもとに生まれた子供は、一時は自我一杯なこともあるかも知れ

ませんが、やがてはその人なりの愛を出し、心身ともに健全な人となり、立派

な人生を全うされるものと思います。何一つしつけをしなくとも、明るく暖か

い愛豊かな人間として成長するのであります。 
 母の胎内に宿った赤ちゃんの肉体は、母と父の深い愛というエネルギーによ

って、肉体細胞が分裂し、十月十日たってこの世へ生まれるのだ、と先生から

お教え頂きました。 
 世上に、公害によってこんな子供が生まれた、やれ、何々の薬によってこの

ような子供が生まれた、どうしてくれる。という問題が非常に多いようであり

ます。しかし、法を学ぶことによって先ず己の心の来し方を振り返り、夫婦の

心の調和について再考しなければならないことに気付くことが出来るのであり

ます。 
 先生は、お教えの中で、もし不調和な子供が出来たらそれは天上界からの警

告なのです。その夫婦が調和されていなかったために起きたものなのです。と

導いてくださっています。 
 このように考えますとき、よく学校等における子供の不慮の事故等で、その

父兄が学校や市町村等に対してその損害賠償の訴えを起こしていることを聞く

ことがありますが、そのような両親の不調和な心の波動では、その子供の魂は

帰るべき所へはなかなか帰れないことになると思います。 
 そんな不調和な心の両親であるが故に、両親に対して警告が出されているの

であります。可愛い我が子に不慮の災害が発生したとしたら、どんな親であろ

うとも、嘆き悲しむのは当然なことであります。そのような嘆き悲しみを与え

ることによって、自己反省をし気付くであろうという天上界の慈悲なのであり

ます。計らいなのであります。よくよく考えて見ますと、自分達夫婦の愚かな

思い、行いによって愛する我が子を逆に苦しませている、ことに気付きます。

不調和な自分達夫婦の犠牲になった、と言うことが正しいのではないでしょう

か。 
 妻の胎内にいる赤ちゃんは、妻だけが心身を大切にすればいいんだ、この間

に命の洗濯でもしようか、ではないのです。二人によって出来た赤ちゃんなの

です。ですから、やがて父となる夫も心身ともに正し、より妻を思いやり、い

たわり、愛することが大切なのであります。その父の愛と母の愛の調和された

エネルギーによって、胎児はすくすくと成長してゆくのであります。 
 このように教えて頂くことによって、いかに夫婦の調和ということが大切か、

また、法を学ぶことがいかに大切であるか、ということが分かります。 
 法を一歩一歩学び、実践することによって、今まで何も知らないで盲目的に

生きてきたことに、りつぜんとした思いがいたします。 
 高橋信次先生は「法の杖を持ちなさい。法の杖を頼りにして生きていけば、

必ずや救われるのです」と、叫んで行かれました。 
 ・・・ 
 



39 
 

【人の幸不幸は思うこと(考えること)が原因である】 
「ひかり」誌：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

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。 
 かく言うこの私も法に触れるまでは、何時も自分の思いの寝袋の中に入り、

自分中心の思いに浸り、嬉しい、悲しい、幸せだ、不幸だと自己陶酔に陥って
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おりました。いまもまだまだ自分の長年の勝手気ままな思いと悪戦苦闘してい

る毎日であります。 
 思いはものを造る、とお教え頂いております。人それぞれ平素思っている思

いによって、その結果として、行いが出てきます。語る、お話しをするという

ことも行為であります。 
 一秒一秒思っている思いを原因とした結果が次々に出てきているのが、私達

の日常生活ではないでしょうか。原因と結果は等しい、ということは仏教では

因果応報といっております。 
 また、因果の法則、因果律ともいっているとお教え頂きました。 
 人間は神の子であるが故に神の如く生きよと自由創造することができるよう

にお計らい頂いているのだ、とお教え頂きました。でありますから、法を学ば

ないとどうしても自分本意、自己中心的な考えや思いを持つようになるのでは

ないかと思います。 
 自己中心、自分本意ということが、悪いことだとは常識の範囲で知ってはお

りますが、人間としての運命をきめていくというような重大なこととは、知り

ませんでした。親からも学校でも教えては頂きませんでした。教育もすっかり

知識の詰め込みとなり、愛こそ教育であることを知る人は殆どいなくなりまし

た。もし、愛が重大だということを知っておられても、その愛について指導し

てくださる人が少なくなってしまいました。何故ならば愛は神理を学習実践し

ない限り、理解することも語ることも行うこともできないからであります。 
 ・・・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。 
 神の子としての尊厳性、侵してはならない神性を汚した時に起きる、心の反

作用としてのものではなかろうかと思います。私達神の子は、この母なる大地

のもとでは神のようにあれかし、と導かれ、神にその実践を誓って出させて頂

いている存在に気付いたならば、自分本意に何事をなしても良いということで
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はないと思い至るのであります。 
 神の心を心としてという範ちゅうより一歩も出ることは許されない存在が、

私達人間神の子であろうと思うのであります。やって良い事は何をやっても良

いというのではなく、常に神の心を心として、天を相手に、正法という中道に

よってのみ心は高まり豊かなものとなっていくのであります。正法という正道

の中でのみ、一歩一歩神のみ心に近付くように精進努力していくことだけが、

許された道であります。 
 如何なる人もその名誉、地位、財産、お金に関係なく、神のお決めくださっ

た道から外れた思いをした分だけ、それに相応した苦しみ悩みが押し寄せてく

るのだとお教えくださっています。この誠に精妙な仕組みを思うとき、改めて

神と神の子との偉大な関係を有り難く思わずにはいられません。そこに神の神

の子を思う偉大なる慈悲を感ぜずにはおられません。こうして私達は神仏より

片時も休むことのない大いなる計らいと導きとを頂いているのであります。し

かも、時として迷い多く、悩み多きこの愚かな愚かな我等一人一人に対し直接、

的確に精妙にその心の間違いをご指摘ご警告くださっているのであります。 
 毎日毎日何時もかも四六時中、考えている思っていることがこのように重大

なのであります。神社、仏閣にポンポンと柏手を打ってお参りをすれば、誰も

が救われるといった簡単なことではないのであります。自分の間違っている心

の状態、その根元である思いを正す努力もしないで神にお願いさえすれば聞き

届けて頂ける、そのようなことは絶対にないのであります。 
 まず何時も思っている自分の思いが明るいか、暗いか、それから点検するこ

とから始めねばなりません。暗い思いとは、心の中で何時も怒り、愚痴、妬み、

そしり、悪口、情欲、むさぼりの思いをしている状態を言います。このような

暗い思いを正す精進努力をしないで、いたずらにのさばらしておきますと、果

ては精神病となり、心は悪魔の住み家となってしまいます。 
 思っていることが言葉となり、行動として現れてきます。したがいまして思

っていることが正しくなければその人の行いもまた正しくないものとなるのは

必定であります。どうしてもまず思いを正しいものにしないと行いも正しいも

のにはならないのであります。自分が何時も思っている思いが正しい正しくな

いについては、他人は誰も知りません。自分でさえ知らないのですから。しか

し、しっかりと見て判決をくだしている者があるのです。それは己の心がすべ

て知っているのであります。また、自分の守護霊が見ているとお教え頂いてお

ります。正に我が心は誰も知らないと思いきや、天知る地知る我知るの諺の通

りであります。 
 ・・・ 

 
 

【実践】 
「ひかり」誌：1992-7 月 P005 

 ・・・かつて金沢でのご講演が終わって感動がまだ冷めないまま引き続いて
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関西大講演会に出させていただき、「反省と瞑想」についてのご法話を拝聴さ

せていただきました。  
 ・・・「反省と瞑想」の中で、・・・ 
 ・・・母親の愛、夫婦の愛についてお導きいただいておりますことを記させ

ていただきます。 
 『生まれる前の母親の胎内におけるところの影響は、すこぶる子供に作用を

作り出しているといっても過言ではないのです。不調和な肉体的現象を持って

生まれてくる子供たちは、両親の愛の不足によるところの不調和、エゴによっ

て作り出されていくものなのです。そのようなことを考えたならば、やはりこ

の地上界に健全なる精神と肉体というものを作り出すためには、やはり夫婦の

真実の愛というもの以外にないことを知らなくてはならないでしょう。そして

健全なる両親のもとに育った子供たちは、正しく教育されていくために、もの

の善悪というものをはっきりとついてくるものなのです』 
 夫婦の愛は人間の愛の基本といってもいいと思います。そのためにはまず夫

なる人、また妻なる人それぞれが自分をより深く愛することを努力されること

によって、夫婦もまたより愛深きものとなっていくことでありましょう。 
 ・・・ 

 
 

【心の調和】 
「ひかり」誌：1992-8 月 P006 
 ・・・私は法を学んでから今日まで数多くの方々にお目にかかってきました。

人のお顔がそれぞれ違うように、そのお心もまた千差万別であることをわから

せていただきました。特に、母親との関係のあり方といいますか、母親からい

ただかれた愛情の度合いによって、いまその方が苦しみや悲しみやあるいは悦

びを持ち、心暗くあるいは心明るく生きておられることをわからせていただき

ました。人生の終点に差しかかっておられるような方でも、人の話を聞いても

一向に理解できない方が沢山おられるのに驚きました。 
 また一方では、幼稚園に通園しておられる幼児であっても大人以上の理解力

や豊かな愛情を持っておられる方もあることを知りました。心とは年令に一切

関係なく、ましてや名誉、地位、財産、お金には全く無関係であります。むし

ろ物にとらわれている方はとらわれておられるだけ心を汚し、苦悩を積み重ね

ておられるように思います。 
 愛は最も身近な母からいただき、その愛によって自分の心と肉体を調和しな

がら成長するものであることを学びました。愛する子供は父と母の生き様を朝

夕眺めて育ちました。その過程で両親のいがみあいやののしりあいを見聞して、

子供心にも「やめてー、いやーっ、この二人の人はきっと私の両親ではないん

だわ」と思ってきました。そしていつも心の底で「自分が大人になったら絶対

にこの二人のような真似はしない」と固く固く誓って成長してきました。 
 しかし心の弱い子供はその両親が毎日まき散らす毒を飲みこんでしまって、
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ノイローゼや精神的あるいは奇病によって一生を苦しんでいくのであります。

親の轍は絶対に踏まないと誓っていた子供も、成長するにしたがい、やがては

親の通りの姿となって苦しみをいっぱい背負いながら一生を終えてゆくものな

のだということもわからせていただきました。 
 それはこの子供である者に厳しいカルマがあるため、そのカルマを幼い時か

ら見続けることによってそのカルマを克服するためにそのような両親をいただ

いていることにも気付かせていただきました。 
 このように人間と人間とのつながりは少しの無駄もないほど精妙なものであ

り、これはすべて神仏によって生かされている、生かしていただいていること

にほかならないことだとわからせていただきました。故にこの一時一時は安易

に怠惰に過ごすのではなく、神仏に報恩感謝を捧げながら、一秒の無駄もない

生き方をしなくてはならないことに気付かせていただきました。でないと神の

子である私たちの心は苦しくなるのであります。 
 昔から子は親の鏡、と言われてきましたが、子の生き様を見たら親の生き様

もわかる、また親の生き様を見たら子供の生き様もわかる、ということではな

いかと思います。まさに名言だと思います。 
 母の肉体に宿った新しい肉体にやがてあの世から約束したとおりに子となる

べき魂が入ってきます。しかし母なる人と父なる人との間が不調和であると、

その二人の魂が発生する波動は調和することなく、約束した次元にまで到達す

ることができず、遥か低次元の魂を迎え入れることにもなります。調和された

間でいただいた魂であっても、母親の中に宿っている間、この両親が不調和で

あると、胎児の肉体細胞の分裂もまた不調和な状態となることを教えていただ

きました。この肉体細胞分裂のエネルギーは、両親の調和から生まれるもので

あることも教えていただきました。これらのことは現代医学ではまだまだ到達

し得ていないことであることもお教えいただきました。 
 ですから今日、お金が大事だ、やれ家を新築しなければならない、そのため

には生まれたばかりの乳児を乳児院に預けたり、姑に預けたりして平気な顔を

しておられる方々を多く拝見しますが、誠にもっておそろしいことだと思わず

にはおられません。世の中には結婚して妻になった、母親になったというけれ

ども、心の面では結婚をした一人の心の未成熟な女性、男性が多いように思わ

れてなりません。ましてや子を持った母という人も、そのお与えいただいた子

供によって今から真の母親にならせていただく修行が待ち構えていることは知

っておられないようであります。父親にしても同様でありましょう。 

 特に母親の子供に対する愛の与え方が最も大事なことであります。主のお導

きくださったことによりますと、生まれて十歳までにその人の人生の三分の二

まで決まってしまうものだということであります。 
 私はこれまでの法の学習の中で気付かせていただいたことに、あまりにも現

代の乳児や幼児に難病が多いのに驚くとともに、この面でも地球の崩壊が始ま

っていることをわからしめていただいているように思えてなりません。かつて

ある医学者から、幼児から小児にいたるまでの治療には、二十数科目の診療科
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目があり、日を追って新しい難病が増えている。貴方方経済人にお金を出し合

ってこの北陸に難病の子供の病院を作ってもらいたいと言われたことがありま

す。その方は既にお亡くなりになられましたが、今も私の耳にその言葉が焼き

ついております。なんとかできないものか、と時折考えることがあります。も

し主が必要でこの私にとおぼし召された機会が訪れることを念願してきました。

命のある限り私はこのことを祈り続けて生きたいと思います。 
 心と肉体が調和されないまま成長し、その不調和な現象は五官に現象化して

きます。私の周辺にあつまってくる人たちや道で見かける人々またテレビなど

で拝見する人たちの中に満足に呼吸ができない人、息を吐くことができても吸

うことのできない人や弱い人がいること、目の視力が極度に低下している人、

正しく発音できない人、食べ物を飲みこむことが正常にできない人、すぐ吐く

人、咳き込んだりむせたりする人、匂いを正しく嗅ぐことができない人、特に

鼻の正常でない人たちを多く見かけます。 
 特に学校や職場での健康診断で医師も気付いていないそれらの不調和の多い

のに驚いております。このような不調和の殆どはその人の心の不調和に原因し

ているものと思います。そのような現象は今に始まったことではなく、母親と

のかかわりあいの中で作られたものと思います。もっと母親が何が一番大事で

あるかを知って育児されたらよかったのにと思います。その母親のまた母親、

そのまた母親や父親にその責めはあるように思われてなりません。 
 母親の心が愛豊かでないとどうしても自分というものが強く出て、自分とい

う一個の人間を中心とした自我が出てしまい、母親としての愛に生きることが

できないまま、一生を終えてしまいます。真の母親となるには、あの太陽のよ

うに自分というものをなくし、子供の次元にまでおりての愛情一杯の思い行い

を捧げることでありましょう。 
 その母の愛をいただいた子供は早速自分の回りの友達に愛を与えていきます。

そして成長し、妻となり、母となったとき愛情を精一杯降りそそぐように与え

ていかれることは間違いのないことであります。心が豊かでない人が結婚した

から早速愛情一杯の妻となろうと思ってもそれはなかなか至難の業といえまし

ょう。 
 かつて母との間でお話しがなかった人が、結婚したから精々夫と楽しい話の

つきない家庭を作ろうと如何にもがいても、それもまた至難の業といえましょ

う。心の学びと実践は、泥棒を捕まえて縄を縫うというようなわけにはいかな

いものであることを十分に知っていただきたいと思います。 
 心豊かな人間にならないとこの世における真の幸せをいただくことができな

いということであります。 
 人生の目的と使命もわからないままでどうしてこの世の真の悦びがあるでし

ょうか。この世の人々はお金を蓄えることによって何の心配もない、私等は幸

せだと思っていらっしゃるかもしれないが、その姿は明日吹く一陣の風によっ

て沈むかもしれない浮き草に捕まっているようなものであると思います。永遠

に持ち続けていける幸せではないということであります。 
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 真の幸福は、神仏の心を心として思う行うことが実行できる度合に応じた悦

びがいただけ、また一人でも多くの人に自分の愛を少しでも多く差し上げられ

る悦びであります。神仏からいただいている太陽を始めとした大自然を通して

の大慈悲に対しての報恩感謝は回りの人々に愛を差し上げていくことによって、

自分の心もまた豊かなものにさせていただき、悦びを一杯積み重ねた人生を生

きることとなるのであります。物に頼ることではなく、神仏のみ心を心とした

生活を大事にして生きる悦びは、法を学び日々より深く掘り下げた実行を重ね

ていくことが法悦の中に生かせていただくことであろうと思います。 
 ・・・ 

 
 

【母の愛】 
「ひかり」誌：1992-10 月 P005 
 このたび、正法に帰依しておられる敬虔な一人のご婦人より、二人のお子様

をお育てになられた体験による、母の愛についてお話を聞くことができました。 
 『小学校でも中学校へいってからもいろいろな先生方から「どのようにお育

てになられたのでしょうか。いままでの長い教員生活の中でこれほど温和でし

かもよく気がつき、清潔好きな子供さんを見たことがありません」と、よく聞

かれました。また別の先生方からは「学校にこられた時のお母さんのお嬢様に

対するお姿を拝見したり、お話をお伺いしていてつくづく思うことは、お母様

は少し過保護ではないかと思います。このままだと、将来自主性のない人間に

なり、困られるようなことになると思いますよ」と言われたりもしました。ま

たある時など、何処で見ておられたのか、わざわざ教頭先生が走ってこられて

「Ａさん、お嬢さんに対して少しぐらいではない、大変な過保護ですよ。もう

少し本人が自主性を出せるように気をつけてください」と言われたりしたこと

もありました。その頃、二人の娘が通学している学校では、私の育児について

賛否両論に分かれての話題でにぎわっていたようでした。 
 しかし私は内心、この先生方は愛ということが分かってはおられないなぁ、

と思っていました。この先生方は、きっと自分のご両親、特にお母様から溢れ

るほどの限り無い愛情をいただいてはこられなかったんだろう、と思いました。

だから愛ということを知識的にしか知ってはおられないんだなぁと、思ってき

ました。 
 あれから、もうだいぶん年月も経ち、二人の娘ももうそれぞれ母親になって

おりますが、かつて先生方が言われたような、自主性のない人間や、感謝も愛

情もないような人間にはなりませんでした。 
 母親の私が申し上げると、親馬鹿のようなおかしい話に聞こえますが、二人

ともどこにもいないくらい愛情が豊かで感謝する心の深い、そして親孝行な女

性に成長しました。そして、幼い時から仏心の熱い敬虔な心を持ち、常に神の

光に満たされており、時々、その素晴らしい光に引かれてハッと緊張すること

があります。 
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 かつてこの私は、自分の母を非常に好きでした。何処へいくのにも母の影の

ようについて歩き、お世話をさせていただいてきました。私は幼い時から母が

弱かったために、母よりも兄嫁さんによって育てられたようなものでした。で

すから、小さい時は兄嫁さんを自分の母親だと思っていた時もありました。 
 母は非常に厳しい環境で育った人でしたが、微塵もその影はなく、私たち子

供に対しては優しい愛情の深い深い方でした。叱られたりしたこともなければ、

また私自身、母を悲しませるようなことはしたこともありませんでした。私が

母を大好きなように母もまた私を大好きでした。ですから人様から「お母さん、

そのようなことでは娘さんをお嫁に出すことはできませんよ」とよく言われま

した。 
 時折母が叔父さんのところへ二三日泊まりがけで遊びにいくと、もう寂しく

て直ぐ母を呼びにいきました。すると、叔父さんは「Ａ子ちゃん、早や呼びに

きたのかね。今日来たばかりなのに、二三日ぐらい家に預かってもいいでしょ

うね。何とこの子は困った子や」と苦笑しながらよく言われたものでした。そ

して当の母も心の中では待っていたのが手にとるように分かるのです。このよ

うな母子ですから、縁談があっても母は自分勝手に次々断わってしまうので、

家の者は「お母さん、いくら可愛いからといって、そんなにしていつまでも縛

りつけておけるものでもないのに」と苦笑しながら半ばあきらめの状態でした。 
 母の一番の幸せな時は、仏教の本を読んでいる時でした。特に、お釈迦様の

ことが書いてある本が大好きな人でした。今日もし生きておられて、高橋信次

先生のご本にお会いできたならば、きっと涙を流しながら夢中になって読まれ

ただろうにと思います。お釈迦様と阿南様のことが本当に大好きで、そのよう

な本を毎日朝から晩まで読んでおられる人でした。今思い出しても、立派に正

法の分かる方だったと思います。 
 生来、体が弱い母でしたので、私は常に母に心配をかけてはならない、母を

悲しませてはならない、と何時もそのような心がけで生きてきました。家が商

家だったので忙しくて、母は私につきっきりではなく、むしろほうりっぱなし

の状態で育ちました。しかし、私は母から溢れるほどの愛をいっぱいいただい

てきました。そのためか落ち込むとか暗いといったような気持ちは分かりませ

んでした。 
 また、今もってよくある母と娘の不調和なことなど不思議で仕方がありませ

ん。私は何時も朝から晩まで一日中ニコニコと明るい人間でした。何事でもお

かしくておかしくて仕方のない人間だったのです。いまだに変わっていない未

成熟な人間なんです。今この年になって改めて両親、特に母からいただいた深

い愛が、如何に有難かったか身にしみて感謝いたしております』 
 

 愛は両親からいただき、心の成長とともにその上に自分の愛を積み重ねてい

くものだと思います。愛は頭で考えたり、形の上で判断したりするものではな

いと思います。人間の魂の段階に限界がないように、やはり愛もまたこれでよ

しという限界はないと思います。この世の人で愛をいただき過ぎて困っている、
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また過保護やといわれるほど愛を与えられるお母さんはおられないと思います。

如何なる母も、我が子を愛さない母はおられないはずであります。どの方も溢

れるほどの愛を差し上げたいとお思いになっておられるに違いないのです。 
 しかし、思った通りに限り無く降る星のように差し上げることはできないの

です。なぜでしょうか。それは、お母さんにも自我という意識があるからです。

自分という存在がしっかりと心の中に居座っているからなのです。この幼い時

からの自我というものが大きく成長し、善なる心（良心）を押しつぶそうとす

るのです。子供を抱きしめたいと善なる心が思っても、もう一方の自我という

偽我の心がそれよりも私の方が疲れたわ、私こそ誰かに抱きしめてほしいわ、

慰めてほしい、と叫ぶのです。そしてその両方の心の衝突によって善なる心が

偽我に負けてしまい、ついついその溢れるほどの愛を我が愛する子に差し上げ

たいという思いが消え去っていくのです。その母の心が未熟で幼い限り、その

子はその愛をいただくことはできません。そしてその子は苦しい一生を過ごし

ていくのです。しかしそのことは独り子供ばかりではありません。やはり同様

に愛を差し上げられなかった母もまた苦しんでいくのです。 
 特に母はあの世を出る時に、神様に今度こそ立派な母となることをお誓いし

て出させていただいているからであります。自分という我を出さない豊かな心

の母ほど、愛する子供に溢れるばかりの愛を差し上げることができるのです。

限りない愛をいただいて成長した子供は、いつもニコニコし、生き生きとして

います。目は輝き笑っています。進んで物事をやろうとします。自信があるか

らでしょう。 
 自信とは自分自身を信じられるといいましょうか、もっと心の面で申し上げ

ますと、自分の心が豊かなために何物にも怖れということがないのでありまし

ょう。自分がしなければならない自分のことはきちっとなし遂げ、そのうえ、

回りのお友達の面倒をみます。心にゆとりがあるからできるのですね。ゆとり

は自分の心にゆとりがあるからなのでしょうね。だからきっと心が嬉しくて弾

んでいるでしょうね。だから人のことまでお世話ができるのでしょうね。 
 考えてみますと、人間は誰もが人のお世話をして差し上げたい、回りの人々

に愛の奉仕をしたいという心をもっているものではないでしょうか。私はその

ように思えて仕方がありません。しかし、きっとしたくても勇気が出ない人が

たくさんおられるのではないでしょうか。 
 それもこれも皆、母の愛とその環境によるものではないかと思うのです。お

母様が明るく愛豊かで、ご両親が円満な家庭環境に出ている魂は、皆明るく暖

かく人のためには己を犠牲にすることもいとわない勇気と豊かな愛情を心に秘

めておられるのでしょうね。両親が円満で自分の家庭が暖かいと、子たちは皆

心が弾み嬉しいのです。このような環境に育った子たちは、誰も構う人がいな

くて一人にしておいても心身ともに健全に成長していくものなのですね。何か

と親が口やかましくしつけなくとも立派に成長していくものですね。 
 如何に名誉、地位、財力が豊かな環境に生まれ、衣食住やお金に恵まれてい

ようが、そのような心ない形では、人間の心は満たされるものではないのです
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ね。例え、明日の食べ物がないような貧しい家庭環境であろうとも、そこに調

和された両親の暖かい愛がある限り、母の暖かい豊かな愛がある限り、厳寒の

冬であろうとも、寒いことはなく心は暖かで希望と勇気と自信に満ち満ちた子

供たちなのです。 

 如何に物に囲まれて育っていても、何時も両親の争いが絶えないと、子供の

心はしぼんでしまい暗くなり、遂には外にその満たされない心をいやすものを

求めていくようになっていきます。やがては、その子供は一つのことに集中す

ることのできない人間に成長していくことになります。心の中で思うこと、考

えることが自分中心という狭い狭い暗い心となっていきます。当然、回りの人

のことを思いやる広く暖かい愛の心は消えていきます。正しく思う、正しく聞

く、ということができない人間になっていきます。 
 話してくださる人の言葉は聞こえるのですが、自分の心の中を占領している、

自分中心の思いが時々フツフツと顔を出し、飛び飛びかまるっきり聞いていな

い人間になります。また、聞いていても、心に入る瞬間、偽我という心によっ

てくるっと一回転して自己流の思いに切り変わってしまうのです。ですから、

今の今、聞いたことを再び聞き返して見ると、相手が話された話とは全く違っ

た言葉にすり変わってとってしまっているのです。しかし、当の本人はいくら

そのことを言ってもなかなか納得しないのです。それだけに自分中心というこ

とはなかなかに恐ろしいものです。 
 特に、法のお話が自己流に変わってしまうと、もうその話は法ではなく、単

なる思想となってしまい法の中に生きることは難しくなりましょう。思想とは、

一人の人間の考えだとお教えいただいております。そうなりますと、いくら法

を聞いていても、その人の魂は成長するはずがないものと思います。 
 人間は誰もがこの世に初めて出てくる前から、まず母親の声を聞き、その母

親の言葉を縁として、そのうちに片言を話すようになるものですが、その聞く

ということが話すことの始まりだとしますと、正しく聞けない人は、当然のこ

と、正しく話すことができないことになります。社会人になって初めて回りの

人から信頼されていない自分に気づくことになるでしょう。このことは、学歴

や学業の成績には縁のないことであります。だとしますと、如何に現代の教育

が真実からかけ離れているかということがよく理解されましょう。人間として

最も大切な愛ということを教えられない教育になってしまっているのが現状で

あります。このことから考えていきますと、非行青少年少女の問題も、今日に

見るような施策なり、知識を中心とした方法では決して解決できないことがは

っきりと見えてきます。愛こそ人間を正しく生かす最大のエネルギーだと思い

ます。 
 このように両親による愛の環境というものが子たちにとって、いや人間にと

って如何に重要なものであるかが分かります。そうして見ますと、両親の調和

の根本は愛し合うということでありますが、その愛の次元は人によって違うも

のであります。すなわち夫婦各個の魂の調和度によって違うということになる

と思います。相互に相手を好きだということは最も大事なことでありますが、
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それと同時に尊敬し合うことが特に大事なことではなかろうかと思います。 
 昔からこの世では、釣り合いのとれた夫婦、釣り合いのとれた家同志こそ良

縁という諺がありますが、正に言い得た言葉ではなかろうかと思います。夫婦

はお互いにどちらかが我慢をして妥協していては、やがて破綻が訪れましょう。

お互いに心の底から話し合える夫婦でなければならないと思います。寝ても覚

めても何時も楽しく語り合える夫婦こそ、素晴らしい調和された、神仏のみ心

にかなった神の子といえましょう。 

 常に神仏に心を向け、感謝の生活に明け暮れた生活を楽しむことが大切なこ

とと思います。主が、説き明かされお導きくださいました正法を正しく学び、

実践しその悦びを回りの人々にお伝えする生き方こそ最高に幸せな生涯ではな

いでしょうか。自分の足もとをしっかりと確かめ、地に足のついた歩み方をし、

自分を大事に労りながら心の精進に励むことが大切なことだと思います。 
 最後に、このご婦人は、常に心ある思い、心ある行いを心がけることが大切

であり、一日も早くその心あるという正しい判断ができる自分自身になること

が大切だと締めくくってくださいました。私はこのご婦人がこうまで愛に対す

る思いが深く、豊かであられることに驚くとともに真に心が洗われるような大

きな悦びをいただきました。 
 今生、特にこの日本には、今、主のおともをして多くの偉大な魂の方々が出

ておられることを身をもってしみじみと分からせていただいたように思いまし

た。私たちもこのお方に大いに学び、前世よりもより豊かな魂として成長し、

この世にいる今というこの時、一人でも多くの人々に法をお伝えし、愛の実践

を為し遂げたいものと思います。 
 

 この稿が、お一人でもいい、心燃え立つ糧となれば幸いに思います。 
 各位の平安をお祈りいたします。 

 

 偉大なる主の 大いなる慈悲によりお救いいただき心からの感謝を捧げます。 

 

    ある朝、愛という光をいただいて 

 
 

【正しく思うということ】 

「ひかり」誌：1993-9 月 P005 
 ・・・ある学習会の時でした。あるご婦人からの質問がありました。 
 「これまで娘の孫の面倒を見ていたが、もう年のためにえらくなったので止

めようかどうしょうか迷っているんです。止めれば娘が可哀相だし、どうした

ら良いでしょうか」 
 『はっきりと断わってえらい目にあわんことです』 
 一カ月経った学習会の時、この方からまたお孫さんの世話についてのお話が

ありました。 
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 「この前ご相談したけれども、やはりやりくりして面倒をみることにいたし

ました」 
 私は『どうぞ貴方の好きなようにやられれば、そして頭を何回もぶつけたら

お分かりになるでしょうね。今の段階ではやむを得ませんね』 
 『貴方はこの前、私にご相談された時、何か自分なりのお考えを持っておら

れたのと違いますか。それは、年寄りは孫の面倒を見なければならないものだ、

という道徳的な観念のようなものを持っておられるのと違いますか。それでは

有り難い法によったお答えを差し上げても、今まで持ち続けてきている考えと

比較されるだけで、きっと自分の考えの通りに生きられるでしょうね。 

 法の素晴らしさ、有り難さがお分かりになってはおられないから、この問題

を解決する道は幾つもある、と思っておられるんですよ。しかし、そうではな

く法によった思い方行い方でなければ正しい解決とはならないんですよ。解決

する道は一つしかないのですよ。それが正法を実践した行い方なのです。 
 貴方様がお孫さんを面倒みていては、お孫さんはお母さんから愛情をいただ

くことができないし、また、お母さんも自分が生んだ子供をおばあちゃんだと

いっても他人に預けたようなもので、その方からは、お子さんは愛情をいただ

くことはできないのです。また、お母さんも自分が生んだ子供を他人に預けて

いては、子供を育てる愛情を与える、つまり母親にならせていただく修行の機

会を放棄しているようなものです。 
 お母さんが自分の子供の世話をするということは、子供も母親も生かされ、

またおばあちゃんもまた老後を楽しむことができるという皆が生かされる良い

結果となるのです。反対におばあちゃんがお孫さんの面倒をみていたら、みん

なが殺し合う結果となるのです』 
 という話をさせていただきました。 
 私はこれまで多数の方からのご相談をいただいてきました。経営のこと、あ

るいは親子のこと、夫婦のこと、子供のこと、病気のこと等々でした。その時

は未熟な私は私なりに心を正し、神仏より光をいただき知恵を絞って心からの

ご返事をさせていただいてきました。しかし、その方たちのその後の行動を拝

見いたしておりますと、お話ししたとおりに実行している方と、していない方

とがあります。していない人はその後何回も同じことについて相談をしてこら

れました。その方々はやはり先ほどのご婦人と一緒で、自分なりの考えをしっ

かりと持っておられるので、なかなか私の知恵を素直に実践することができな

いでいるのでした。 
 心からの知恵とか法に則った思い方行い方が如何に素晴らしいか、如何に幸

せの道かということが理解できておられなかったのでした。どうしてもこの肉

を持った人間の言うことが信じられない、肉を持った人間を中心としてその人

を見てしまうのでした。 
 ・・・ 
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【おもいやり】 
「ひかり」誌：1994-2 月 P005 
 ・・・小さい子供で愛情不足の子たちは、いつもお腹を満たすために、がつ

がつ食べてばかりいます。飢餓の極限状態の子供と同様大抵大きなお腹をして

います。 
 心が満ち足りていないために、そういった形のことを通して、心を満たそう

とするのでしょうか。しかしそれではなかなか心は満たされません。やはり、

お母様とお父様の調和された愛情の中にすっぽりと包まれていないと、心は満

たされないのでしょう。 
 何時も何時もひもじいと泣き叫んでいる子供でも、お腹が一杯になるまでミ

ルクや食事を与えると、後は満足そうにスヤスヤと寝てしまいます。 
 しかし、お腹がすいている間は、泣き叫ぶばかりで、一向に泣きやんで寝よ

うとはしません。 
 この状態を人間の心に置き換えてみますと、心も小さいときに両親から一杯

の愛をいただいていないと、八十歳になっても百歳になっても、その人の心は

ひもじいひもじいと叫んでいるのです。ひもじいひもじい人が法に帰依したか

ら、法を愛を学んだからといって、いつの間にか自然に豊かな心になったとい

うことは、全くの夢物語ではないでしょうか。 
 これまで勉強不足で愚昧な私は、これらのことについて皆様のお心が心から

ご納得されるまでご説明出来なかったのです。よく学修会等で聞くお話の中に、

調和とか自己保存とか不調和とか慈悲とか愛とか偽我とか善我といったような、

正法言葉が出てくる場合が多いように思いますが、しかし、殆どの方はその意

味については詳しくは語られません。 
 何故かといいますと、その方々は学習の中で解った積もりという積もり人間

なのです。解ったならばせめて検算をして見られたら、より深く心に落とすこ

とができるのですが、そのことをなさらないで、ただ心でか頭でかは解りませ

んが、解ったような積もりで生きておられるようです。 
 より深く理解しておられる方は、その正法言葉を細かく切り刻んで、誰にも

解り易くお話をされます。そしてそのような努力を重ねられることによって、

その度にその言葉の意味をより深く心に落としていかれるのです。しかし、漫

然と何時までも正法言葉を使っておられる方は、やはりそれ以上、深くは掘り

下げることはできないままおられるのです。 
 ご著書の中に一杯溢れる程、満ち満ちている正法言葉は、主がお説きくださ

ったもので、それを漫然と使っていては当然のこと、何時まで経っても自分の

ものとはならないでしょう。自分のものとするためには、それ相当の法を学習

する努力がなくては不可能なことでありましょう。 
 私はここまで考え至ったとき、初めてひもじいとお腹が満たされていない人

が、そうは簡単に自分の大切な食べ物を食べないで、人に分け与えることが出

来るはずがないことに気づきました。 
 普通の人間であったら、誰しも自分が食べるだけ食べて、お腹が一杯になっ
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たとき、初めて回りのひもじい人たちに気づき、分かち与えることに思い至り

ました。 
 そうだ、心もお腹と一緒でやはり愛に満たされないかぎり、いつまでたって

も人様に愛は分かち与えることは出来ないのだ。第一、自分の心が空っぽで乾

いているのに、与えられるはずはありません。容器にこぼれるほど満ちあふれ

ていて、初めて周りの人々に対して分かち与えることに思い気づくのです。 
 自分が満たされないときは、人のことなど心配することは、絶対に出来るは

ずはありません。 
 思いやるということは、相手の立場に立つということです。「己を生かし他

を生かす」の、「他を生かす」ということです。自分から自分が抜け出て、他

と自分との中間に立って初めて、正しい見方が出来ることをお教えいただいて

いるのですが、実際には、自分からは１センチも出ることが出来ないのが実情

だと思います。 
 長年に亘り、人間は自分のことは自分でしなければ誰も面倒を見てくれない

ということが、身に染みているため自己中心の権化となり、なかなかそのよう

な芸当はできなくなってしまったのです。 
 今、炊事、洗濯、家事全般できなくても、結婚したら何もかも出来る自信が

あるわと言っていても、実際に習練していないものが、いざというときに出来

るはずは絶対にありません。このことと同様に、自分を粗末にしている人間が、

ある日突然、自分を大切にすることは出来ない相談であります。それ故当然の

こと、自分を愛することの出来ない人が、他人を愛することは絶対に不可能な

ことであります。 
 自分を大切にする方法は、まず法に照らして、自分の良いところや欠点を一

つ一つ丹念に発見する努力をし、発見したらその原因を追求し、二度と再び同

じ過ちを犯さない努力をしていくことであります。それから、人様に対して、

無所得の奉仕をさせていただく努力をすべきであります。 
 自分が今日までこのように幸せに生かしていただいているそのご恩返しとし

て、一人でも多くの人に、自分の出来る限りの奉仕を捧げることが大事であり

ます。いただいたらそれ相応にお返しをする、これで貸し借りなしのバランス

がとれるのではないでしょうか。これも大事な調和ということでありましょう。 
 人から一杯していただいて、一つもお返しが出来ていないとその分、苦しみ

となることは間違いありません。常にとらわれのない安らぎの世界に己を置く

ように努力することが、己を愛する、己を大切にすることであります。人から

感謝されることを進んで実行する、それも人が一番いやがっていることを率先

して実行することは、人から感謝されることは勿論のことでありますが、その

積み重ねによって、誰よりもこの自分が嬉しくなり、悦びと感謝で心が満たさ

れるのであります。 
 そういった心がいつもかも溢れるようになれば、周りの人たちにそのあふれ

る悦びをそっと差し上げることが何の抵抗もなく実践できるのであります。そ

れが思いやりであり、助け合うこと、補い合うこと、許し合うこととなるので
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あります。 
 自分を愛する、自分を大切にするとは、このような精進努力の積み重ねをい

うのであります。その結果、物を中心の現代社会ではなかなか体験することは

出来ない悦びに包まれるのであります。その方の精進努力の程度、その方の心

の深さ、豊かさに相応した悦びが我が心に自ずと充満してくるのです。自分の

心が満たされれば、周りの人々をも思いやることが出来るのであります。 
 ・・・ 

 

 

【愛に生きる】 
「ひかり」誌：1995-7 月 P037 
 ・・・お陰様で、この二十年余りの間、法を学ばせていただきましたお陰で、

夫婦の対話、親子の対話がこの世で何よりも一番大切なことに気付かせていた

だきました。 
 今日まで長い間対話のなかった夫婦や、親子を多く見かけますが、今日大方

の家庭には対話がないように思われてなりません。 
 それはまず結婚する時、お互いが好きであることが一番大切なことでありま

す。結婚を嫌いな相手とする筈もないことですが、一時的な感情で愛している、

好きだとか、または自分の心を偽った結婚をしてはいけないと思います。永遠

に好きでならない、心のときめく相手を見つける、努力をすることが最も大事

なことであります。 
 そして好きであることと同様に、尊敬しあえる相手を見つけることが大事で

あります。同時に、相互がそれぞれの両親を尊敬出来る相手を選ぶことが、神

よりお与えいただいたこの短い生涯を、最高に生きていく根本であると思いま

す。何事にも根本とか基礎がありますように、この基礎なり根本を、努力して

しっかりと作ることから始めないで、二階や三階に直ぐとらわれてしまうと、

やがてそのものは崩壊することは先ず間違いのないことであります。一本の大

樹も大空に枝葉を繁らせている大きさに比例した、根を地中深くはびこらせて

いると聞いておりますが、その通りだと思います。根が小さくては、枝葉は大

きく繁茂しないでしょう。 
 夫婦がお互いに好きであれば、少々の過ちやミスもとらわれることなく、許

し合える筈であります。夫婦がいつもニコニコと円満であれば、そこには必ず

や心身ともに健全な子供が与えられることでしょう。放っておいても危険な人

間になるはずもなく、何時も優しい目が微笑んでいる、明るい人間となるでし

ょう。 
 当然のこと、常識や礼儀や感謝の念の厚い子供に成長するでありましょう。

しかも一番大切な神性、仏性豊かな暖かい魂として、本来の魂の次元を十二分

に発揮した人間として、ものの哀れを思い、自ずと善悪の判断がつき、自分に

厳しい神の子として成長することでありましょう。 
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 あの世から生まれて出てきた儘の丸く豊かな魂を、両親の影響によって歪ま

せることがなければ、当然何事も正しく丸く豊かに、神のみ心のままに成人し、

やがて人々に勇気と希望と悦びを与えずにはおかない、素晴らしい神の子とし

ての使命を果たすため、世の指導者としての道を歩まれるに違いないと思いま

す。 
 幼い時から勉強勉強ではなく、自然の儘に子供らしく泥だらけになって遊び、

その年頃に相応した自然を相手にしての遊び、回りの友達との遊びこそ、掛替

えのない大事な神性、仏性の成長の糧となるものと思います。 
 親は子供があってこそ、親としての修行をさせていただける訳で、いたずら

に子供の思いや行いを曲げて、親のコピー人間に仕立てるのではなく、その子

供自身が自力を出せるように、良いところは褒め讃え、悪いところは厳しく指

導するという良き親子の環境づくりを心がけることが、良い親子の基礎造りと

なるものと思います。親だからといって、勝手に子供の漬け物桶の中に手を入

れてかき交ぜるようなことは、まず慎しまなければなりません。 
 肉体は両親からいただきますが、魂は別々であるとお教えいただいておりま

す。この夫婦の不調和が原因となって、やがて親子の関係も不調和になってい

くのです。今日の社会環境の不調和、地球環境の不調和な原因は、この夫婦の

不調和が原因となっているように思えてなりません。 
 お金が大事だ、家を建てることが大事だといって、ものにとらわれ、心の大

事なことを忘れて、子供を放っておいてきた親たちは、やがて、いくら金があ

っても償えないような、恐ろしいことが待っていることに気付かねばならない

と思います。それは、今日随所に見られる家庭内暴力という形によって現れて

くるのです。それは、物心ついた子どもたちの良心の反発です。これまで長い

間、我慢をしてきたその反作用の現れであります。 
 現代社会はお金やものにとらわれてしまい、そのような「もの」やお金より

も、最も大事な愛情という宝を、子供に与え尽くすということを知らない、親

や教師や政治家が増えているように思います。 
 愛する我が子に対して、常に心が満たされるほど愛情を与えていない人が、

どうして他人に立派な教育が出来るでしょうか。また政治が出来るでしょうか。

経営ができるでしょうか。 

 その根本はいうまでもなく、夫婦という環境が調和していないことに大きな

原因があるのです。夫婦の間に愛がなければ、当然のこと、親子関係にも満ち

あふれる愛情がありません。先生と生徒の間にも、国の指導者の心にも愛が無

くて、立派な教育や政治が、経営は出来るはずがありません。 
 自分の家庭を愛で満たすことが出来ない人たちが、どうして立派な政治が、

教育が、経営が出来るでしょうか。当然心が円満ではないのですから、心から

の知恵も創意工夫も湧現されることはないでしょう。 
 ・・・ 
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【愛】 
「ひかり」誌：1995-8 月 P056 
 ある若い女性から相談があった。 
 こんな老人に相談をかけてくれるとは、何と有難いことであろうかと思い、

話を聞いた。 
 小学校の先生の実習をしておられるとのことであった。 
 「私が話をしても、皆自分たち同士でガヤガヤ話していて、無視されてしま

うんです。私は生来、子供が嫌いだからでしょうか」 
 『そんなことはないですよ。もう少し知恵を絞って工夫してみたら』 
 「どうしたらいいのでしょう」 
 大分ご重態のようである。 
 『貴方は、中学、高校、大学で、何ていうニックネームで呼ばれていたの』 
 言葉が反って来ない。この老人に話したくはないらしい。きっと将来、結婚

した人には話すのかも知れない。 
 ・・・『明日学校へ行ったら、直ぐ様、先生はネー、貴方たちの頃には、皆

からマルマルと言われていたのよｫー。今日は、皆のニックネームを聞きたいナ

ー。教えてくれるぅ』と、言ってごらん。 
 「ソレハ面白そうネ。ヨシッ。やって見っか」とは言わなかったが、電話は

切れた。 
 二、三日してからだった。 
 彼女の甘い声が聞こえて来た。途端、うまくいったな。良かったぁ、と思っ

た。 
 「うまく行きましたぁ。有り難うございますぅ。私ぃ、子供が可愛くなった

ぁ。もぉ－、先生、先生って、回りを取り巻かれて大変なの」彼女の嬉しそう

な声を始めて聞き、心が宙を飛んだ。 
 その言葉が「いかはるっ。来やはった」調の関西なまりだから、なおさら生

き生きとした悦びに聞こえて来たのである。 
 愛とは、このようにその人の次元にまで下りて、目を見ながら話をすれば、

総てがうまく行くのである。 
 人の次元までに下りることは、エレベーターではないのだから、そうは簡単

に上がったり、下ったりは、出来ないと思いがちであるが、しかし法を学修実

践していく中で、それは容易に実行出来るようになる。 
 とかく人間は、直ぐ様のぼせ上がって増長慢になりやすいが、下に下りるこ

とは人もってそうは間単には出来ない。 

 しかし『実るほど頭の下がる稲穂かな』という言葉があるように、心が広く

丸く豊かな人程、謙虚である。選挙等の時だけ、もみ手をしながら妙に這いつ

くばる、あの謙虚ではないのだ。 
 この世の名誉や地位、財産、お金などの不浄な物ではなく、宇宙の総てを所

有している、つまり心が大きく、丸く、広く、豊かな人は、常に謙虚で、其の

神仏のみ心を心として思い、行っているから、心は素直なのである。 
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 偉大な魂でなくとも、我々のような者でも、法を学び不断の精進努力をして

いくことにより、それは至極容易なことである。 
 その人の次元よりも一寸下まで下りて、そっと手を添えて支えて上げる、こ

れが愛なのである。 
 現代の学校教育は、知識の切り売りだから、教育の現場では混乱が絶えない。 
 何が真の教育なのか、ということが理解されていない、というよりも教えら

れていないのが現実である。教える指導者がいないからである。 
 だから子どもたちに教えてやっている、といった全く心得違いの先生が増え

ている。 
 正しい学校教育については、主のご著書、『心の発見・科学篇』二三二頁の

中でお導きいただいている。ご覧いただきたい。 
 学校教育とは、知識の詰め込みではなく、愛の思い、愛の行い、神の子とし

て、神のみ心を心としての思い、行いについて、正しい心の在り方を教えるこ

となのである。 
 それには、先生自身家庭において、あるいは地域社会において、正しい法の

もとに、思うこと行うことの学修実践を積み重ねない限り、真の教育は至難な

ことである。 
 先生は教えてやっていると思いがちであるが、そうではなく、毎日毎時、目

の前に座っている大勢の子供たちから、美しく清らかな心の波動を受けて安ら

ぎを一杯いただいていることや、大自然が示しているように、子供といえども

相互に生かし合っていることを知らねばならないのである。即ち知識ではなく、

人生の目的と使命を学ぶこと、心を学ぶこと、法を学ぶことが最も大切なので

ある。 
 人生の意義が解った時初めて、心から教えさせていただいている、子供たち

から自分も学ばせていただいていることの真実が理解されてくる。そうして総

てにおいて、お陰様という真意が理解され、愛ということ、また調和というこ

とが心から理解され、人生の正しい在り方に初めて気付くのである。 
 目の前に座っている子たちは、算数や読み書きは教わらないと知らないが、

しかし、先生よりも心が汚れていない清らかな心の持ち主であることを知って

欲しい。 
 その汚れなき清らかな心で、心の目で、心の耳で、先生たちの心を見つめ、

思いを感じ取っているのである。 
 もしも離婚している先生がいるとしたら、その理由にもよるが、果たして子

たちの教師としての資格があるだろうかと、言いたいのである。また、自分の

子たちを粗末にしている教師がいるとしたら、その先生は子たちを教え指導す

る心の資格は、もうないのではなかろうかと思う。そこには愛がないからであ

る。愛とは、生徒や学生達に迎合したご機嫌とりのことではない。愛とは、中

道であって厳正なものである。 
 人を教え指導する立場の者、先生と名の付く総ての者は、その思うこと行う

ことが、神のみ心から外れ正しくないと、一般の人よりも倍以上罪が重いと、
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お教えいただいている。 
 何も親だけが神の子ではない。子たちも立派な神の子である。むしろ親たち

よりも子たちの方が、神のみ心に近いのではなかろうかと思う。心が清純だか

らである。 
 したがって親たちよりも、先生たちよりも、むしろ神のみ心を素直に直感す

ることが可能ではないだろうか。・・・ 

 

 
【正しく聞く、語る、思う】 
「ひかり」誌：1996-4 月 P040 
 私たちは常に、家族を始め多数の人とお話をしているから、明るく楽しい心

で日々生きていくことが出来るのです。そこには、法を実践した悦びの話もあ

れば、家族との楽しい話もありましょう。自分にとって、楽しくて嬉しい話か

も知れませんが、聞く相手のことを何も思いやれない人の話ほどいやなものは

ありません。 
 心の勉強をしているんだから、貴方はどんな話であろうと、聞かねばならな

い役割なんだ、とばかり長々と一方的に話をされる方もおられます。 
 また、こちらから電話をかけて話す場合もあります。 
 この場合当然当方の要件を先に話をします。ところが、当方の話が終わるの

を待っていましたとばかりに、実にうまく自分の話に切り替える人もあります。 
 大抵そのような人は、殆どといっていいくらい、皆揃ってその入り具合が非

常にお上手です。ちょうど、子供が縄跳びにうまく入って来るような、実にそ

のタイミングがうまく、慣れておられるのです。しかし、そういった人の殆ど

は、当方がはじめに話すことには、何の応答もないのです。うん、とも、すん、

とも言われないのです。しかし、当方の話が終わるや否や、侍っていましたと

ばかり、いやそれよりも、遅いねー、と言わんばかりにして飛び込んでこられ、

一応は「話していいですか」とは言われるのですが、中には、あまりに急ぐば

かりに、そのことも忘れてか、または言う礼儀も弁えてはいないのか言わない

で、さあー、自分の出番が来たゾー、とばかり、話を始められる方もおられま

す。 
 ウンともスンとも言わないのは、何処で自分が入ろうかという思いと、その

出番が来たときには、これを話そうという思いが心を一杯占めていて、相手の

話すことに耳を傾けることは出来ない人なのです。 
 人間は、聞くことと、話すこと、あるいは聞くことと、メモを取ることの二

つの方向に意識を向けることは不可能であることをお教えいただいております。

もしも何時もそのような生き方をしておられる人がおられれば、聞くことか、

メモを取ることの何れか一方が、機能しないことがあるのです。ですから、こ

のような人は、必ずといっていいほど、聞いたり、聞かなかったりしている人

だと思います。 
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 正しく聞くには、自分の心を何事にもとらわれない平安な状態にして、今聞

くことを目的としているならば、全意識を集中して聞くことに懸命になること

であります。しかし、中にはいくら集中して聞こうとしても、直ぐ心が他のこ

とにとらわれてしまい、中々集中した心の状態を保つことが出来ない人もいま

す。これは、お母さんのお腹にいた時から、少なくとも三才頃までの間の母親

の愛情に起因するものと思います。 

 このような方の殆どは、きっと小さい子供の時から、お母さんと十分にお話

をして来なかったか、または、その後の環境で、余り話が出来なかったか、出

来ない人ではなかろうかと思います。その人の幼い頃、何時もお母さんが側に

おられず、黙々として一人で遊んでいたのか、それとも両親以外の人に育てら

れたのではなかろうかと思います。幼児の時代から何時もお母さんに、自分の

思ったことを話しかけ、お母さんからその言葉に対して返事が帰って来る、そ

ういった交互に話し合うという会話を十分訓練して来なかった人ではなかろう

かと思います。また、そのお母さんも母親とそのような温かい母子関係をいた

だいては来なかった人かも知れません。 
 相手の話を聞いて自分が思ったこと、嬉しいこと、楽しいこと、悦びのこと、

美しいと思ったこと、可哀相と思ったこと、悲しいと思ったこと、寂しいと思

ったこと等々、その話の中から汲み取ったことを自分の意見として話すことを

十分にしてきた人は、そのような会話が出来る人間に成長しますが、して来な

かった人は、大人になってもそのような心在る会話は出来ないようです。 
 話す相手がいない環境で育った子供は、何時しか一人で一人言（ひとりごと）

を言いながら一人遊びをする要領を覚えます。どうしても、このような人は、

自分の思いを言葉にして外に吐き出すことが出来ないため、自ずと自分の思い

を心にため込んでいくようになります。 
 それがやがて我慢につながっていきます。そして、人との会話が円滑に出来

ない人間に育っていきます。重症になると全く話の出来ない人間になっていき

ます。 
 ・・・人間がこの世を生きていくには、お互いに助けたり助けられたりの生

かし合う、思いやり合う、許し合う、補い合うという愛の心がなくては、一歩

も正しくは生きることは出来ません。 
 こうしてよくよく考えて見ますと、小さい時から常に両親を始め多くの人間

関係の中で、温かい愛情に満たされて成長することが如何に重大なことである

かが分かります。 
 今日世情でとかく大問題となっています、いじめっ子問題、子供の自殺問題

等子供の問題が悲しく伝えられていますが、これらも親子の関係が小さい時か

ら調和された円満な関係であれば、まずそのような問題は発生しないと思いま

す。報道や裁判等では、受けた人間を中心とした結果だけを見ての、法律によ

る、または人の考えで判断し、心の面でのそれまでに至る問題が見落とされて

いることは、非常に重大なことと言わねばならないと思います。 
 両親の調和された愛情によって成長した子たちは、心が円満で健全ですから、
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如何なることに遭遇しようとも、簡単に自分の命を断つなど、神仏との約束を

冒涜するようなことはしないでしょう。 
 ・・・私は、毎日毎日夜昼なく多数の方とお話をさせていただいたり、ある

いはお手紙を拝見する機会が多いのですが、つくづく胎児の時からの母親の愛

情と幼児における親子の対話の大事なことを痛感いたします。 
 最低子供の三才までの間、お母さんは絶対にお仕事をお止めになって、愛す

るお子さんと一緒に過ごしていただきたいものと痛切に思います。一緒に過ご

すことによって、一日一日本当のお母さんにならせていただくことを知らねば

ならないと思います。子供を生んだから、直ぐ様「お母さん」とは呼ばれます

が、自分には実感がないように、まだまだ真の母親にはなってはいないのです。

子供を生ませていただいたことによって、またこの愛する子供によって、両親

は生涯かけて母親に、あるいは父親にならせていただく有難い有難い修行の機

会を、今、神様よりお与えいただいているのであります。 
 子供には母乳やミルクよりも、もっと両親の調和された愛情が必要なのです。

その少なくとも三才までの間に、両親の調和された愛情が与えられないと、心

が健全に成長しないのです。 

 それは、子供が生まれる以前の夫婦になった時から、常に笑い声の絶えない

円満な夫婦であること、心からの相思相愛であり、相互に深く尊敬し合う二人

による愛情のエネルギーが、胎児の時から与えられ、そのエネルギーによって

胎児の肉体の細胞分裂が正しく行われ、心身共に健全な子供が生まれることを

お教えいただいております。 
 今日、新生児にこれまでに類例がない多数の新しい病気が発生しているのも、

この両親の心の調和が欠けていることが一番の原囚だとお教えいただいており

ます。 
 とかく親は、子供の病気や怪我や死等は、子供にまたはその相手に原囚があ

ると思い、補償等を提起しているケースが非常に多いことも、その親の心に原

因があることが教えられているように思われてなりません。そのような親によ

って、きっと天に帰った子たちの心は痛むことでしょう。お導きによれば、子

たちに起きる不幸は総て親に対する神の警告だとお教えいただいております。 
 両親が相思相愛の環境の中で、生まれた子供は、自我が芽生えるようになる

と、自我を一杯出す子供に成長していきます。それを両親は自分中心の思いに

よって、あれこれと注意をしがちでありますが、それは心ない親によって、そ

の子供の心の円満な成長を阻害してしまうこととなります。 
 子たちの円満な心の成長は、自我を一杯出すことによって、その出している

分に相応した分、その魂の知性も感情も理性も本能も、やがてそれぞれ円満に

成長していくのだとお教えいただいております。 
 ・・・ 
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【愛】 
「ひかり」誌：1997-8 月 Ｐ040 
 昨今新聞やテレビ等で報道されるニュースは、殺人事件を始め金融関係の金

にまつわる事件や政府高官による不祥事等で賑わっている。 
 事件の経緯やその原因等について、評論家やその道の識者達がとかく評論し

ているが、しかし正しい原因について語る人はいない。 
 また、各新聞には「人生相談」や「人生案内」等という欄を掲げ、悩める人

たちの投書に対する回答を掲載している。大抵宗教家や作家、弁護士等が回答

者となっている。 
 一人の人間の運命にもかかわる重大事にもかかわらず、一人の人間の人生経

験にもとづいた回答が殆どであり、その回答によってさらに混乱し人生を誤っ

ていく人たちもいるのではなかろうか。 
 高橋信次先生には、天上界のアガシャーグループ即ちアガシャー系指導霊団

からこの世に出ている心在る魂のみが、人間の心の在り方についての指導が許

されていることをお導きくださっている。 

 人の命、神の子の心は尊厳であり、誰彼問わず人の心について、指導するこ

とは許されていない。 

 何故ならば、そこは神仏の領域だからである、また、何処の病院に行っても

病院という病院は殆ど患者が溢れ、満員の盛況である。 
 そして、癌の治療法もまだ見つからないのに、次々新しい病気が発生してい

る。 
 なかでも、乳幼児の診療科目が年々増えていることを聞いたことがある。八

年前の当時で二十七科もあると聞いたが、今日ではもっと増えているのではな

かろうか。 
 では、何故今日に見るようなこうした人間関係がこうも混乱するようになっ

たのか。何故次々新しい病気が発生するのだろうか。とりわけ新生児や乳幼児

の新しい病気が増えていることは何故だろうか。 
 私は長年にわたり高橋信次先生のみ教えを日々学び、また毎日のように多数

の人々の病苦や精神的な苦悩などについて、ご相談をいただいて来たが、その

原因の殆どが、お導きの通り、夫婦間の人間関係や親子間の人間関係、隣人と

の人間関係等人間の心に原因があることを知った。 
 その結果、つくづく思うことは、夫婦間の混乱についても、その内容は多種

多様であり、一口には言えないが、大事なことは、それぞれ相互が結婚するま

でに一人の人間として、少なくとも常識、礼儀、報恩感謝を大切に生きる努力

を重ねることが最も大事であることを学んだ。 
 結婚したら、うまくやるさーではなかなかうまくは行かない。自分自身精々

努力し体験した結果初めて自信を持つことが出来るようになったとき、やっと

ウマクヤレルサーと言えるのだ。何事も精一杯努力を根気よく続けない限り、

満足の出来る良い結果は得られない。しかも、常識や礼儀や感謝も満足に出来

ない人が、相手を思いやり大切に生きるということは、なかなか難しいことで
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ある。 
 まず結婚するに当たり、お互いが大好き同志であったかどうか、また、相互

に尊敬し合う心を持っていたか、ということが特に円満な結婚の要諦のように

思う。この二つを何時までも大事にする努力をしてきた夫婦は、少々の喧嘩や

行き違い等があっても、直ちに元の円満に戻ることが出来る。このように愛し

合っている夫婦から生まれる子供は、母親の胎内に十月十日いる間、夫婦の調

和された愛というエネルギーにより、胎児の肉体細胞分裂が正しく行われ、や

がて丸く豊かな心と健全な肉体の赤ちゃんが誕生する。 
 両親の限りのない愛情に満たされているため、何処が悪いという病気にかか

ることもなく、スクスクと成長していく。そしてその子は常に目もとが笑い、

円満である。 
 母親は、何処か他に勤めるようなこともなく、少なくとも三才までは、この

大事な赤ちゃんの側を離れることなく、不眠不休でこまやかな愛情をそそぐこ

とにより一歩一歩立派な母親とならせていただく機会を神よりいただいている

のである。母親の命を投げ出しての愛育により、その愛に相応した心身の子が

育っていく。 
 こうして見たとき、貰い子では、真の親の愛を与えることは不可能なことの

ように思う。 
 精一杯夫婦が調和した愛情を限り無く与えて育った子たちは、常に明るく、

親をいとおしいと思う親思いであるように、また回りの隣人に対しても、常に

暖かい思いやりの心を持つ人間となっていく。その思いやりは、人間だけでな

く、生きとし生きるもの総てに対しても、皆平等に思いやりの持てる人間とし

て成長していく。 
 ところがこの反対に、子供を身ごもっている時から夫婦が喧嘩が絶えず、そ

のために妊婦は何時も心が不安で常に苛々し通しの場合は、胎児の肉体細胞分

裂が円満ではなく、やがて先天的身体障害者としてこの世に生を受けることと

なる。見た目には正常に見えても、心は歪み、内蔵諸器官もまた正常な発育と

ならず、やがては次第に病気がちとなる。 

 また、正常に生まれても、少なくとも三才までの間、特に母親の愛情が常時

与えられない環境に育った子たちは、愛情不足のため心は歪み、その影響によ

り肉体諸器官の機能もまた不調和なものとなり、同時に心もまた円満な心では

なくなり、やがて暗い心のひずんだ人間に成長していく。何事にも常に不満で

イライラとつっかかるような、世を拗ねた人間に成長し、やがて心はある時は、

鬱状態に、またある時は躁状態のノイローゼ人間となっていく場合もある。 
 また、正常に生まれても、両親の思いが常に名誉、地位、財産、お金や物が

最も大事という環境に育った子たちは、幼少時から学習塾に通う等、勉強勉強

に明け暮れた環境により、大自然のもとで友人とともに心の底から楽しく笑い

転げ遊び回る生活を体験しないため、心の成長が円満ではなく、そのツケがや

がて成人となった時に現れてくる。 
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 かつて私が、役所勤めをしていた当時、有名大学卒という人を多く眺めて来

たが、若くして地位を得た人の中に、いい年をしてしかも相当な地位に在りな

がら、全く尊敬も出来ないようないやしい遊びや児戯にも等しい遊びに夢中に

なるのを見たことがある。このような心の人間が政府の中枢を占めるとしたら

大変なことになると思った。 
 このようなことも一因となり、長年勤務した会社を退職したことがあった。 
 可愛い生まれたばかりの子たちを乳児院等に預け、夫婦が共稼ぎしてやれ－

日も早く家を建てようとか、あるいはまた商売を大きくしようとする余り、子

たちにとっては愛情のない暗い牢獄につながれたような環境におかれ、やがて

立派な家が完成し、また商売が繁盛し大金持ちになって初めて、狐目のような

釣り上がった目をした青白い顔をした見るからに陰気な子供が家の隅からじい

っと両親の姿を眺めていることに気付き、両親の心は総毛立つものを感じ恐れ

おののくのである。 
 そのときもう既に黒い幕が落とされ、暗い序曲が始まっているのである。や

がてこの親たちは、名誉も地位も財産もお金も何もいらない。何はなくとも家

族が皆心身ともに健全で、揃って毎日笑い声の絶えない家庭に住みたい、と心

から思うようになるのである。 
 しかしそのときはもう既に遅い。 
 また、一方では、乳幼児が生まれて直ぐから、心臓に穴が開いている、耳が

聞こえない、二つの目が見えない、正常にしゃべれない、正常に歩行出来ない、

いろいろな癌で苦しむ等々、世の中にはこのような生まれた時からそのまま長

い年月の間病床に伏せた儘の子たちが何と多いことか。 
 その子たちにもそれぞれ両親がいる。果たして、その両親たちはそれぞれの

両親に対して、親孝行をして来ただろうか、それよりも両親を何かと自分の都

合により足蹴にしては来なかっただろうか。両親に心からの感謝を捧げてきた

だろうか。両親でさえそうであるならば、他人に対しての思い、行いはどのよ

うであっただろうか。 
 神と主には、人間、神の子が、この世において一秒一秒の生涯において何を

為したか、何を思ったか、回りの人に対して、如何に思いやりを持ったか、如

何に苦しみや、痛みを与えたか、ということを見ておられる。 
 そして、その蒔いてきた罪は一生背負って刈り取らねばならない。それでは

何のための人生であったか。誠に悲しいことである。 

 短いこの世の生涯は、名誉、地位、財産、お金や物ではなく、まず法に帰依

して正しく思う、正しく行う、ということを学ぶこと、大自然のようにこの世

を大調和すること、己の心を愛豊かなものとする、というこの三つの目的をい

ただき、各自それぞれ環境を選び、只今このように無事生かしていただいてい

る。 
 現代社会は、政治も経済も教育も総て神と主のみ心から遠く離れ、要らざる

エネルギーを消耗し、神の子同士が相争い、殺し合っている。 
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 人の心は物や形にとらわれてしまい、豊かな愛の心が歪み、溢れる愛が湧現

していないからである。 
 人の心が砂漠と化してしまっていることに起因している。 
 

 『法は、慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、

正法を信ずる者の行く手に光明の道をひらいてくれよう。(人間釈迦第一部一七

○頁より)』 
 

 私達法に生きる者は、総て目覚めねばならない。いざ立ち上がらねばならな

い。 
 神のみ心のもと、主の説かれた法を叫び、一人でも多くの人に法灯を点そう。 
 

 神に対して 主に対して 
     私達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 きていくことを誓い合いました 

     しかるに地上界に生まれ出た私達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 

     を見失い今日まですごして参りました 

     今こうして正法にふれ あやまち多き過去をふりかえると 自己保 

     存 足ることを知らぬ欲望のおろかさに胸が詰まる思いです 

     神との約束を思い出し 自分を正す反省を毎日行い 心行を心の糧 

     として己の使命を果たして行きます 

     願わくば私達の心に神の光をお与えください 仏国土ユートピアの 

     実現にお力をおかしください 

 

 

【法の学修例題】 
「ひかり」誌：2008-11 月 P105 

 当会のある会員の方より、次のようなレポートを頂きました。この方は、息

子様の不登校という悩みを抱えながら、法の学修に精進努力され、一歩一歩解

決の方向へと階段を上がっていらっしゃるところですが、今後どうしていった

ら、更に良い方向に迎えるかということについて、皆様に是非、法に基づいて

お考え頂きたいと思います。そして、ご回答をレポートにして、丸山までお寄

せください。 

 

 「あるお母様からのレポート」 
 丸山先生、いつもいつも温かい御指導を沢山頂きまして、心より心より感謝

申し上げます。過日の学修会では、長男が元気になったのは、私の心が原因で
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ある事を、教えて頂きました。それから、息子を通して、母親にならせて頂く

修行をさせて頂いている事、また、息子により正法を深く学ばせて頂いている

事等を、沢山御指導頂きました。丸山先生から頂きました御言葉が、心の中に

温かく染み込んできて、何度も何度も心の中で復唱しているうちに、悦び・勇

気・希望が溢れ出し、涙が次々と流れてきました。本当に本当に有り難うござ

いました。 
 先生に御指導頂いた五月の中頃は、息子は元気一杯で、中学校を休むことな

く登校していました。ところが、六月一○日から突然、学校に行かなくなり、

よくよく話を聞いてみたところ、小学校の六年生の頃から遭っていた、同級生

によるちょっかいのようないじめが原因でした。息子は現在、お蔭様で一七○

cm 五四 kg までに成長しました。小さいからではなく、今度は「大きくなりや

がって！」と後に並ぶ男子生徒達から、つねられたり叩かれたりするようで、

小学校の頃の記憶が蘇り、再び自分に振りかかってくるという不安や恐怖の心

で一杯になったようです。 
 「先生に注意されても、一週間は何も無いとしても、ちょっかいは再び始ま

るもので、無くなる事はない」と断言するのです。元気一杯の姿だった息子が、

突然の不登校になった事で、私自身が面食らってしまいました。しかし、息子

のこの不安・恐怖心を抱いてしまう心は、私自身が生まれてから今日までの思

い、行い、特に、私が妊娠していた時の心の在り方、行い方に原因があるのだ

と気付かせて頂きました。三歳までに夫婦の円満な愛情を与える事が出来ず、

不調和な波動の怒り・恨み・不平不満・愚痴の心の影響ばかりを与えてきたた

めに、息子の心に沢山の毒を与えてしまい、愛情で満たされていないために、

心に跳ね返すパワーが無く、心が萎み小さな心の中で苦しみをつくっているの

だと気付かせて頂きました。この点をこれからしっかり反省させて頂こうと思

っております。 
 それから、中学二年生の二月中旬と、最近、息子が私に訴えてきた事があり

ます。それは、「お父さんと再婚して！」という言葉でした。現在、父親が再

婚している事を、知っている上での思いであり、それだけ息子は、父親と母親

が揃っている家庭を強く望んでおり、父親のいない環境が、どれほど寂しく、

どれほど悲しく、どれほど苦しいものかを、心の底から訴えてくれたのだと思

います。 
 私は、そんな息子の苦しみを心から分かってあげられず、母親だからという

思いで、上から見てしまい、本当の息子の心を、理解してあげる事が出来ませ

んでした。父親がいない寂しさを我慢していたのでしょう。息子に離婚に至る

までの状況を、ありのままに話しました。そして、正法に触れたことにより、

今、私自身が反省していること、やっと気付かせて頂いている事等についても、

話をしました。 

 これまで父親の愛情が足りない為に、心が満たされず、ゲームや物により、

欲求を満たそうとするのです。満たされない分、私に対して反抗的になり、自

己主張してくるのですが、ぶつかり合いながらも、お互いの気持ちを伝え合う
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ようにして、話し合う時間を持つように努力してきました。 
 二年間反抗的で、聞く耳を持たなかった息子が、少しずつですが、私の立場

を思い遣ってくれるようになり、優しい子供に変わってきました。また、私自

身も、子供の心を少しずつ理解出来る様になり、愛おしさがじわーっと湧いて

くるのでした。今は、親子一緒に過ごせる時間がとても心地良くて、お互いに

心穏やかに笑って過ごせることがとてもとても幸せです。 
 偉大な主・高橋信次先生の御教えに触れさせて頂いた御蔭様で、今日のよう

な安らぎの日を迎えられ、正法の偉大さ、素晴らしさに改めて感動し、今、法

の中で生活させて頂いている事に感謝、感謝の心で一杯です。本当に本当に素

晴らしい御教えに触れられて、私は、幸せな人間です。 
 現在は、ご著書の三ページを、しっかり拝読させて頂き、『心行・祈願文』

（その日の反省・過去の反省）、『健康祈願文』、『心行三回』を毎日上げら

れるように、努力しています。それから、これまでの他力信仰・思想の反省を

させて頂く為に、ご著書の反省の箇所を抜き出していて、他力信仰に帰依した

事への反省とお詫びの仕方（『ひかり』誌二○○二年八月号五二ページ）に沿

って、反省をさせて頂いています。 
 まだ、おおまかな反省になっており、きめ細かい反省に入れないでいますが、

自分中心だった見方から、自分の立場を離れ、善意なる第三者の立場に、少し

ずつ近づいていっているように感じます。八正道という正しい思い、行いを心

で掴めるように、ご著書の拝読をしっかりさせて頂きながら、自分の心の動き

をしっかりと見つめ、ただ実践していくのみです。 
 息子の現状は、一学期中は、腹痛・頭痛・吐き気で登校出来ずに家庭で過ご

しました。二学期からは、少年センターという、学校に行けない子ども達が集

まり、和太鼓・農園活動・自然体験活動・宿泊体験活動・福祉体験・職場体験・

スポーツ・レクレーション教室等を体験しながら、学校復帰を目指して取り組

んでいる、「ふれあい学級」に、通級しています。通級することで、学校に出

席した扱いになるため、高校進学の為にも、出席日数を確保するために通って

います。少年センターに通級することにより、同じ悩み、苦しみを抱えている

子ども達がいることを知り、新たな友達関係を築きながら、今、置かれている

環境の中で精一杯努力し、前向きに明るく過ごしています。 
 私自身が、日々の反省をしっかり行い、自分で作ってきた苦しみの思い、行

いを心からお詫びさせて頂き、少しでも心の曇りを早く取り除き、光一杯の器

作りに、励んでいきます。そして、息子に対して、光一杯に包まれた温かい愛

情を注げるようになり、息子が健全な心と身体になれます様に、これからも精

進・努力に頑張っていきます。 
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４．【「ひかり」誌からの抜粋】 
 

【１．はじめに】 
 【「ひかり」誌からの抜粋】は、下記の要領で掲載しております。 

 子育ての基本は、夫婦の調和とお教えいただいております。 

 抜粋-1 では、その子育ての在り方を、そして、抜粋-2 では、その基本であ

る夫婦の調和についてのご指導を取り上げました。 

 読み進まれる内に、身につまされ、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、善なる心の儘に実践に繋げられ、素晴らしい子育てを実現されること

をお祈りいたします。 

 

２．「ひかり」誌 抜粋-1：丸山弘先生のご指導・・・子育て 

 

３．「ひかり」誌 抜粋-2：丸山弘先生のご指導・・・夫婦の調和 

 

４．「ひかり」誌 抜粋-3：丸山弘先生のご指導・・・いじめ 

 

５．「ひかり」誌 抜粋-4：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・・・子育て】 

 

【1992-04 月】Ｐ040 

【伝導だより】 

 ・・・青年は 

 『風邪をひいて熱を出した母を助けたい一心で食事・掃除等の家事をし、心

に喜びがこみあげてきました。だけどお風呂掃除をした時、冷たい水のかかる

毎に「何でこんな事しなくちゃいけないのか」と自己中心の思いが出てきて、

母に対して愛がありませんでした』 

 とお話くださいました。この時、師は 

 『貴方様はお母さんに対して愛がなかったとおっしゃいましたけれど、言葉

のマジックにかかっておられます。「心の発見」「人間釈迦」に出てくる「愛」

とか「自己保存」といった正法用語を言葉の端々に使ったら、反省も暖昧にな

ってしまいますよ。その様な優等生の言葉を使わず、お母さんに愛を差し上げ

るには具体的にどうすればよかったかお分かりでしょうか』 

 しばらく間をおいて、師は続けて 

 『お風呂掃除をしている時の思いがまず大切です。「こうやって掃除をした

ら、お母さんは気持ち良く入って体を暖めてどんなに喜んでくれるだろう」と

お母さんの喜ぶ姿を思う事で自分の心も嬉しくなり、掃除が楽しく、いろいろ

な知恵も湧いてきます。自分の心が豊かになってきます。これが自分を生かし、

他を生かす実践です。しかし、ただ一回や二回実践しただけで分かるものでは

ありません。また、ただ漠然といくら実行しても分かりませんよ。しっかりと

した目的意識を持って、思いやりってどうすることだろうか、愛ってなんだろ

うかと自問自答しながら何回も何百回も実践していくうちに分かってくるもの

なのです。この不断の努力が大切です。お母さんの喜ぶことを何でもしてくだ

さいね』 

 と師のご体験を交えてご指導くださいました。 

 続いて二月十六日の丸山先生宅の学修会にて、青年は『お母さんの喜ぶ事を

しようと努力したのですが、どんな事をすればお母さんが喜ぶのか思いつきま

せんでした』  

 とお話くださいました。  

 師は『大事な所に気付かれましたね。貴方様は何故お母さんの喜ぶ事が思い

つかないのかお分かりでしょうか。それに、今ご自分の話している言葉もとつ

とつとして、喋りにくいなあ、はがゆいなあと思っておられるでしょう。それ

は何故かお分かりでしょうか。二つとも同じ原因です。それは、貴方様がお母

さんとの対話の必要な時期にお話し合いがなかったからですよ。子供の時、学

校のテストで百点とって飛んで帰って「お母さん、百点とったよ」と学校であ

った事を話したことがありましたか？お母さんはあなたの子供の時、勤めをし

ておられて家にはおられなかったんですか？』 

 ここで青年は、子供の時にお母さんがお勤めをしていて対話をする時間がほ



68 
 

とんどなかった事をお話しくださいました。師は続けて『そこが原因ですよ。

貴方様は「愛」とか「自己保存」といった優等生の言葉は沢山知っておられま

すけれど、それでは決して心を豊かにする事は出来ません。もっと自分の足も

とを見つめて、下のところから煉瓦を積み直して行くように、せいぜいお母さ

んと心ある対話をして行くことがまず大切です。例えば会社から帰ってきたら

お母さんに一日会社であった事を何でもお話ししてみることです。お母さんと

精いっぱいお話し合いをしてくださいね』と。 

 

 

【1993-09 月】Ｐ036 

【伝導だより】 

 ・・・お－人お一人の発表も半ばにさしかかった頃、五歳位のお子様をお持

ちのあるお母様が話をされようとした時に、師はその方の言葉を止められて、

次のようにご質問されました。「貴方様のお子様は言葉を話せるようになりま

したか」 

 この方は、お子様が言葉を一言も発する事が出来ないという苦しみの中で、

師より夫婦の在り方、子供の接し方等のご指導をいただき、お子様に対しては

師より神の光をいただき、着実に実践してこられた方でございます。その方は

次のように答えられました。 

 『はい。はっきりとした言葉は話せないのですが、六月から短い単語を百ほ

ど話すことが出来るようになりました。でも、一度単語が話せるようになると、

「もっと話せたらいいのに」という欲望がつい出てしまうんです』 

 師は「貴方のお子様は変わって来られた筈です。貴方の目を見るようになっ

たでしょう」 

 『はい』 

 「それでは貴方のお子様が初めて言葉を発した時どうされましたか」 

 『嬉しくって「もう一度言ってごらん」と何度も言ってもらいました」 

 「その他には？」 

 『主人が家に帰って来た時「言葉が話せるようになったよ」と話しました。

主人もとても喜んで「お父さん、と言ってごらん」と言ったところ、まだ「お

父さん」が難しいらしくって「パパ」と分かりずらい発音で言っていました』 

 「その他に何をしましたか？」 

 その時そのお母様は考え込まれました。 

 しばらくして師は「もっとも大事なことは一番最初に『神様、嬉しい。うち

の子が話せるようになりました。神様ありがとうございます。ありがとうござ

います。神よお救いくださいましてありがとうございます』と、神に感謝の言

葉を心から大声で叫ぶことではありませんか」 

 「貴方様は感謝が足りませんねー。悦びが一杯あったら、嬉しかったら、あ

りとあらゆる人々に『うちの子が喋ったんです』と叫び回ったでしょうねー。

貴方様にとってお子様が何とか話せるようになって欲しいという苦しみ悲しみ
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悩みが小さい分、話せるようになった悦びの心もまた小さいのです。貴方方ご

夫婦のその未熟な心に気付いていただくために神様が愛するお子様が喋れない

という姿をお見せ下さっているのです。今からでも遅くありません。今までの

悦びの小さい心を神にお詫びし、神に対して感謝の言葉を精一杯捧げて下さい」 

 お母様を始め、会場に出席された皆様も師の迫力あるご指導を聞かせていた

だき、涙しておられました。それはお子様が話が出来るようになった、奇跡が

起きた事への深い感動と、師の真実味あふれたご指導に対する感動の涙に思わ

れてなりませんでした。 

 

 

【196-02 月】Ｐ040 

【伝道だより】 

 最近、新聞やテレビでは、『いじめ』の間題が盛んに報道されていますが、

それを見ていますと、いじめた子が悪い、先生が悪いといじめによって死んだ

子供を基準にして……いじめられた子供が正しいという観点から……周囲の人

を裁いているように思われます。確かに先生やいじめた子供にも落ち度はある

でしょう。 

 しかし、いじめられる子供にも必ず原因があると思います。いじめにあう子

は周囲から受けるものを何でも強く受けてしまってそれを跳ね返す心の気力に

欠けるのです。ゴム毬に譬えますと、両親の愛情を光分に受けて育った子供の

心は、空気をいっぱい入れて弾んだゴム毬のようです。周囲のちょっとしたい

じめや悪意も跳ね返す気力（弾力性）があるのです。 

 ところが愛情不足のため心が丸く豊かに膨らんでいないと、空気の抜けたゴ

ム毬のように、外からの圧力を跳ね返すことができず歪んでしまいます。です

から、いじめられる子供の側の両親も、果たして我が子の三歳迄に、両親の調

和された愛情を充分与えて、豊かな円満な心を持った子供に育ててきたかどう

かを振り返ってみることが大切だと思います。 

 そして、もし我が子が学校でいじめにあうようなことがあれば、先生や親し

い友達に会って、我が子の学校での友人との付き合いや、友達のために進んで

お世話をする子かどうかなどについて、聞いてみることが大切だと思います。

とかく親は自分の子供を中心にものを見たり思いがちですが、こうすることに

よって公平な立場から我が子の姿が見られるようになると思います。 

 すると目然に対処の方法も分かってくるでしょう。そして家庭では両親が反

省をされて、これまで子供に与えていなかった愛情を二歳、三歳、四歳と十歳

迄の分を、充分に与えるように努力工夫をされたらよいと思います。 

 

 

【1996-12 月】Ｐ042 

【伝道だより】 

 小さいときにお母さんと充分対話のできなかった人は、まず聞くことに障害
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が出てきます。人の話をなかなか集中して聞くことができません。聞いている

ところと聞いていないところがまだらにあります。または全然聞いていないこ

ともあります。それは人の話を聞いているときも、知らぬ間に自分の思いの中

にふける癖があるからです。 

 このような人と話をしていると、こちらが話していても相づちを打つなどの

反応がすぐに返ってきません。電話などで「もしもし聞いていますか」と言う

と、やっと「はい」と返事が返って来たりします。聞きながら考えるという作

業をしているのです。 

 またどうしても自分の思いを通して人の話を聞いてしまうので、正確に聞け

ません。自分では聞いていると思っていても、自分流の解釈をしながら聞いて

いるので、相手の真意とは違った内容になってしまうのです。 

 あるいはもっと重症になると、さっき聞いた話を後で思い出してみると、ど

うしても思い出せないということもあります。そして相手が話をしている間、

次に自分が話す準備作業に入っているという自覚すらないものです。母との対

話のなかった分、一人自分の思いの世界に入るための寝袋に入り込むための長

年の習慣が身に染みているので無自覚になっているのです。 

 また、ちょうど蓑虫が自分の殻の中から時々、頭を出すように、自分の寝袋

から出たり入ったりして相手の話を聞いているので、いきなりいままでと話の

内容が変わったり、突然脈絡のない話を切り出したりするのです。 

 

 

【1997-2 月】Ｐ047 

【伝道だより】 

 ・・・ある方が、近所の犬が余りにも悲痛な鳴き方をしているのでそのお宅

を見に行ったところ、家族が全員旅行中で、餌も貰えず、体も弱り、最後の力

を振り絞り、助けを求めていたそうです。その方は、餌を与えたりして、家族

の方が帰ってからも病院へ行くお手伝いをされたりしましたが、結局亡くなっ

てしまったということでした。 

 このような家庭は、愛の無い、寂しい、感謝もない冷たい家庭であり、また、

難病のお子さんも、その原因はやはりご両親を始め家族の愛の無い、感謝の無

い不調和な心によるものと思います。 

 高橋信次先生より、お子さんの病気は、ご両親に対する神からの警告だと教

えて頂いています。あなたも今の一件のように、犬に愛も与えず、まるで他人

事のような顔をしているようなものではありませんか。 

 お子さんの病気の原因は、誰でもないあなた方、ご夫婦の責任なのですよ。

今この犬のように悲痛な鳴き声をあげているのは、他ならぬあなたのお子さん

ではありませんか。ですからもっともっと真剣に夜も寝ないで、ご夫婦が心か

ら話し合うことが今、何よりも大切なのではありませんか。 
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【1997-4 月】Ｐ040 

【伝道だより】 

 ある方は、「・・・娘がこれまで厄介になっていた実家の母の家を出て、一

人暮らしを始めたいと言い出しました。私は非常に不安でしたが、必ず毎月学

修会に出ることを条件にしてやっと認めることにしました」と話されました。

そこで丸山先生は、 

 「もしあなたが本当に娘さんを信じておられたら不安はないはずですよ。信

じるとはどのようなことだと思われますか？ 愛を充分に与えたかどうかです

よ。つまり娘さんの三歳までに、ご夫婦が調和した愛情を子供にいっぱい与え

ていたかどうかです。 

 もし充分に愛情を与えていたならば、現在、娘さんがどのような状態にいて

も、不安はないはずです。安心しておられるはずです。娘さんを心から信じて

おられるはずです。そこをひとつ点検してみてください。 

 また親子といっても天上界では二人とも大人なのです。娘さんはお幾つです

か。 

 ・・・もう大学生なら、これからは親と子というより親友としての付き合い

をして行かれたら良いと思います。またそうすることによってお嬢様もお母様

から種々学んでいけることと思います」 

 と心温まるご指導をいただきました。 

 

 

【1997-7 月】Ｐ024 

【伝道だより】 

 女性の方より先生にご質問がありました。 

 『私の子供が水着を買いに行くというので、六千円手渡しました。そして夕

方子供が水着を買ってきたよ、ということで私にその水着を見せました。その

時二千円の正札がちらりと見えたのです。そこで子供に、いくらかかったの？

と質問したら、なかなか自分の部屋に入って出て来ないのです。そしてしばら

くしてから出てきて、一円や十円玉をぱらぱらとテーブルの上に置いたのです。 

 私はカッと来たのですが、法を思いだし、冷静になってどうしてなの、と聞

くと、バス代やら、何やらで水着代は三千円以上になっているのです。私は一

緒に子供と店までいって同じ品物を正札を見せて念を押そうかとも思ったので

すが、法の「許す」ということを思いだし、深くは追求しませんでした。先生

こんな時はどうしたら良いのでしょうか』 

 それに対して先生は、「そのお子さんのおこづかいは現在足りているのでし

ょうか。足りていないとすれば、どこからか、補充しようとするようになるで

しょう」との最初のお言葉でした。 

 それに対して質問者の方から、『しかし、息子は最近カード集めに熱中して

こづかいをもらったら全部カードを購入してしまうのです』とのご返事でした。 

 その言葉に対して先生は、 
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 「私も子供の頃は無線の組立に熱中していました。もう授業中も無線のこと

しか頭になかったものです。しかしそのようなものはいずれ冷めてしまうもの

です。それよりも現在お子さん位の年齢の子供はいくらぐらいおこづかいをも

らっているのか、そのお子さんに尋ねてみることが大事ではないでしょうか。

そして出来ればおこづかいを検討し直してみられるといいかと思います。 

 そしてお子さんにはどうしても購入したい物があった時には、お父さんにお

願いしてあげるからね、と言ってどうしても購入したい物は買ってあげること

です。そうすることによってお父さんを尊敬する心を植えつけるのも大事です

ね。 

 そしてお父さんもお母さんもお金は大事なものだから、一カ月このおこづか

いで大事に使うのよ、とよく言い聞かせてお金を渡すことが大事ではないでし

ょうか。そしてやはり子供の失敗は許すことです」 

 と慈愛のこもったご指導をされました。 

 

 

【1997-8 月】Ｐ034 

【伝道だより】 

 ノイローゼといわれるような精神病、また最近多発しているような犯罪の多

くは、幼い頃のお母さんによる愛情不足が、ほとんどの原因です。その一例と

して、ある姉弟の兄弟のうち、姉が養女として育ち、成長した後に、心ない人

と結婚し、生家の財産を全て奪っていってしまったというのもすべて、お母さ

んから愛情を頂けなかったという恨みによる、寂しい結果です。 

 このように、子供に対する母親の愛情は、なによりも大切なものであり、必

ず、仕事はやめ自分のお子さんに、精一杯の愛情を与える努力をして下さい。

子供を産んだから、もうお母さんになれたのではなく、お子さんの一生を通し

て、どれだけ、愛を与えることが出来たかということを通じ、母親にならせて

頂く修行の機会をいただいているのです。 

 にもかかわらず、最近のお母さんは、自分の子供を幼いころから保育園に預

け、お金を中心の考えのもと、自分は未だに独身気分で、仕事を続けている方

が余りにも多いのです。そのような環境のもとで育つお子さんは、愛情不足の

ため将来、粗暴な人間か、ノイローゼ等精神病になる可能性が、余りにも多い

のです。 

 

 

【1997-11 月】Ｐ028 

【伝道だより】 

 まず三歳までに与える両親の調和された愛により、その子供の人生の三分の

二迄の運命を作ってしまう。次は十歳迄の愛情が大切であると主よりお教えい

ただいています。 

 三歳を過ぎてしまっていたら、三歳から今までの分を、お母様が法のもと、
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出来るだけスキンシップされ工夫して愛情を与えて下さい。また、お母様とお

父様が一段と調和された豊かな愛を補給するよう努力して下さい。 

 愛を与えるとは、可愛がるということではありません。自分自身の心を正法

によって愛豊かな心作りをして育児に当たることが大事です。お子様の心は、

両親の調和された愛情により空気が一杯入ったような弾んだボールのようにな

ります。 

 また、『怒る』と『叱る』は違います。『怒る』は感情が入ることです。『叱

る』とは感情が入らないことです。ですから、子供に注意するときは『叱る』

やり方で注意することが大事です。また相手のいいところを常に褒め讃えてあ

げることも大事です。 

 

 

【1998-8 月】Ｐ037 

【伝導だより】 

 初めてご参加された、身体の不自由なお子様をお持ちの方から「現在、自分

の身の回りに様々な事が起こる原因があるのかも知れませんが、それを追究し、

原因を取り除くことよりも、その事実を受け止め、明日のことや将来のことを

長い目で見据えて、子供が一日も早く自立出来ることを中心に考えていきたい

と思います」とお話しされました。 

 それに対し先生は 

 「お子様が自立するために一番大切なことは心です。正しい心を持ち、正し

く生きることが何よりも大切です。お金や物を残すことよりも愛豊かな、心豊

かな生き方をすることが一番幸せなことだと思います。それこそがお子様にと

って一番の財産だと思います。それをお母様が勉強され、お子様に伝えること

が必要です。 

 お子様は今後、一般の人と比べてどうして私はこんなに厳しい環境にいるの

だろうと必ず思うに違いありません。だからこそ必ず正しい道を教えてあげる

べきです。それが出来たならば、必ずお子様は幸せを見い出すことが出来るで

しょう」 

 と心温まるご指導をされました。 

 

 

【1998-9 月】Ｐ030 

【伝道だより】 

 ある方は、子供さんを公立の幼稚園、キリスト教系の幼稚園のどちらに入れ

る方がよいかをご相談されました。 

 先生は、「自分中心で選ぶのではなく、お子さんの立場になって考えて選ぶ

ことです。本当にお子さんが幸せで心を大事にして生きるにはどちらがよいか

を考えることです。キリスト教の幼稚園には神という物差しがあり、常に神の

存在を教えています。神を信じる心があるかないかで、その後、そのお子さん
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の人生が大きく違ってくるのです。いつかその答えをお子さんがあなたに教え

てくれるでしょう。キリスト教の幼稚園に入れてよかったと思う時が、必ず来

るはずです」とご指導されました。 

 

 

【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。 

 

 

【1999-1 月】Ｐ036 

【伝導だより】 

 この頃、生まれたての赤ちゃんで難病の方が多いようです。現代医学では、

その治療だけでその原因が何処にあるのか、その原因を除去する指導がありま

せん。 

 高橋信次先生のお導きでは、赤ちゃんはお母さんのお腹に十月十日いる間、

両親の円満な愛情によるエネルギーにより、肉体細胞が正常に分裂する。しか

し、夫婦が円満でないと赤ちゃんの肉体の細胞分裂もまた不調和となる、とお

教え頂いています。 

 また、三つ子の魂百までの諺があるように、子供の三才までの間に両親の調

和された愛情が与えられる度合により、その子供の運命の三分の二迄が決まる

とお教え頂いています。 

 与えられた愛情により子供の魂が丸く豊かなものとなるか、それとも歪んで

行くかにより、肉体的、精神的に調和されていくか、それとも病気がちになる

か、精神的に不安定な子供になるか決定されるのだとお教え頂いています。 

 病気の殆どは、心に原因があり、またその多くは、両親の円満な愛情による

ものとのことであります。 

 特に母親が、子供に対して愛情を十分に与えたか、それとも与えなかったか

により、その子供が母親になった時、貰えなかった分、その子たちに対しても

また与えられないのです。 

 

 

【1999-5 月】Ｐ028 

【伝導だより】 

 愛情不足の子は呼吸が上手に出来ません。白血病の原因は、愛情不足と両親

の不調和が原因です。夫婦円満が何より大切であり、妊娠中によい音楽を聴く

とか、そういうことではないのです。夫婦が愛し合い、尊敬し合っているかと

いうことがもっとも大事なことなのです。 
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【1999-5 月】Ｐ034 

【伝導だより】 

 『あなたは花粉症ですか』 

 「はい」 

 『小さいときから花粉症だったのですか』 

 「小さいときはそうではなかったのですが、金沢に嫁いだころから急に花粉

症になりました」 

 『ではどうして花粉症になったのか分かりますか』 

 「……分かりません」 

 『あなたは三才頃までお母さんが何時も側におられましたか。お母さんの子

守歌を聞いたことを覚えておられますか。それともおばあちゃんに育てられた

のですか』 

 「祖母に育ててもらいました。祖母自身も自分が育てた、と回りの人にいつ

も言っていました。母親よりも祖母は強く、父親は何を相談するにも何を決め

るにも母親ではなく祖母に話をしていました。それを見ていて母親では頼りな

いと思い、自分も母親ではなく祖母に何でも相談して来ました」と話されまし

た。 

 先生は『お母さんがかわいそうですね。おばあちゃんではだめなのです、お

母さんでないとだめなのです。おばあちゃんに育ててもらっても愛情はもらえ

ないのです。お母さんに愛情いっぱいで育ててもらわないとだめなのです。小

さいときからお母さんの愛情をいっぱいもらっていたら、貴方は、お母さんが

愛しくて愛しくて、遠い金沢にお嫁に来るようなことをしないでお母さんの近

くにいたはずです。お母さんを愛しいと思えないから、好きな人ができたから

といって、お母さんのいる輪島からポーイと遠い金沢に嫁いでしまったんです

よ。あなたが花粉症になったのもそこに原因があるのではないですか』とご指

導下さいました。 

 

 

【1999-12 月】Ｐ038 

【伝導だより】 

 私が学生の頃、特別な勉強は何もしないと言いながら、非常に成績優秀な友

人がいました。或る時私は彼が家に帰って猛勉強をしているのだろうと思い聞

きましたところ、本当に何も勉強していないと言いますので、本当かなと内心

疑っていました。 

 しかし今から考えますと、彼は授業中は他のことを考えないで意識を集中し

て、先生の講義を聞いていたからではないかと思うようになりました。このよ

うな聞き方をすれは後で必要な時にいつでも心に入っている話を正しく思い出

すことが出来ます。あれこれ理解することは、それから行えば良いのです。 
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【1999-12 月】Ｐ041 

【伝導だより】 

 ある方が、『六歳の娘とはツーカーの話が出来ていると思っていましたが、

ある時「お母さんは私のことを解ってくれない。もう話さん」と話を切られて

しまいました。私は（解って欲しかったら、解るように話せば良いのに）と一

瞬思ったのですが、私の方こそ子供の心が解っていませんでした』とお話しさ

れたところ、先生は 

 「お子さんの心を解ろうとすることは、もう頭を使っているのです。貰って

返すという会話の機織りの中で、お互いの心はどんどん開き、智慧が出てきて、

何を話そうかと頭で考えなくても自分の思っていることが次から次へと話せる

ようになり、解ろうとしなくても相手の心が自然と心で理解出来るようになる

のです。心は無限ですから、心の話は形の話と違って何時までも尽きることが

ないのです。 

 子供の心は清らかなため親以上に敏感ですから、子供と話す時は特に心を全

開し、集中して話すことが大事です。他のことを考えながら相手に心を集中し

ないで話したら、ツーカーの話が出来ないことになり、やがては子供から尊敬

されなくなり親子の断絶が始まります。 

 家庭の中で正法を実践する機会は沢山あります。それをしないで、学修の場

に来て『心行』を上げ法を実践をしますと誓っていることは神に対して嘘をつ

いていることになりますし、やがては心は退化いたします。正法を実践する不

断の努力を積み重ねていく中で、心は豊かになっていくのです」 

 とご指導くださいました。 

 

 

【2000-5 月】Ｐ025 

【伝導だより】 

 ・・・子供さんの問題はあなたと、ご主人が高橋信次先生のご著書を拝読さ

れ反省されて、自分を正しくする努力をして行かれたら、子供さんは変わって

こられます。だってあなたとご主人の間にできた子供なのです。あなた方が変

わることによって、子供さんは必ず変わって行かれますよ。 

 

 

【2000-6 月】Ｐ044 

【伝導だより】  

 日常、特に夫婦の調和に努め、ケンカはちょっとだけでも絶対だめです。 

 お腹の赤ちゃんはお母さんだけが育てるのでなく、お父さんとお母さんの調

和された愛情のエネルギーによって、赤ちゃんの肉体細胞は正常に分裂してい

くのです。そこでケンカすると、その度に赤ちゃんの心身に、さっとナイフで

傷を付けていると思ってください。両親がキーッとなった瞬間、赤ちゃんをナ

イフでさっと切りつけているんですよ。お医者さんも妊娠中は風邪を引いては
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いけないと言うでしょう、それと同じです。 

 ですからケンカしそうになったら、その原因を止観し、思いを正しく切り替

え『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』と何度も祈りなさい。心が落ち着くまで、必死に神仏に光を求めて

一時も早く心を平安にすることです。そして後に、どうして感情が高ぶったの

か、ケンカしそうになったのかその原因を反省によってしっかり突き止めて、

ケンカの原因を取り除く反省をしてください。 

 

 

【2000-6 月】Ｐ047 

【伝導だより】 

 人の子の魂というものは、三才までの両親の愛情の度合いにより、その子の

一生の運命の三分の二迄が決まってしまうのです。 

 子供と父および母は過去においても縁の深い魂であります。そしてあの世で

はお互いに調和された親子になることを神仏に約束をして、まず父と母がこの

世に生まれます。父と母は神仏のお計らいを頂きこの世で約束通り出会うよう

になっており、結婚しやがて約束した子供が生まれます。 

 この子供はお母さんのお腹に肉体が宿ると同時に魂が入り、即ち受胎と同時

に細胞分裂を始めますが、この細胞分裂のエネルギーは、夫婦が愛豊かで円満

である調和度に応じ与えられるのです。正常な細胞分裂は、決して良い音楽を

聞くことではなく、夫婦がお互いに思いやり愛し合い、正しい思い行いをする

ことにより、必要なエネルギーが与えられるのです。 

 さらに子供が生まれた後も、両親が益々円満で常時子供から離れないで、限

りない愛情を与えることにより、子供はすくすくと正常に育っていくのです。

お母さんから愛をもらえなかった子供は、やがて自分の子供に愛を与えること

を知りません。 

 また幼い年代の養子をもらうことは、その子供を不幸にすることになります。

養子をもらおうとする理由は何か考えてください。自己保存の思いではないで

しょうか。 

 子供に夜も寝ずに乳を与え、病気になれば看病したり、子供に無償の愛情を

与えることで初めてお母さんに、またお父さんにならせていただくのです。 

 

 

【2000-6 月】Ｐ048 

【伝導だより】 

 ・・・あなたは子供を教育しなくてはならないと思っておられませんか。 

 そうではなく子供とあなたはお互いに生かし合うためにあるのです。 

 この世では子供でもあの世では立派な大人であり、子供はあなたがお母さん

としての修行をするために協力しているのです。 

 子供が何時も事あるごとにすぐに素直に親に謝るのを見て、あなたは自分に
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はこのような素直さがないと思われるならば、あなたはその子によって素直に

謝る謙虚な思い行いを実践することを子供を通して教えて頂いているのです。 

 

 

【2000-6 月】Ｐ053 

【伝導だより】 

 自分が今まで生きてきた体験をすべて包み隠さず子供につぶさに語ってあげ

ることが子供の心を豊かにするのです。親が生きてきた経過を聞いて子供は親

をいとしいと思うようになるのです。それが何よりも子供への財産（心の宝）

となり、成長のための栄養となるのです。一万円のものよりも一○万円のもの

を買ってあげることが愛情ではないのです。 

 また、親の苦労は子供に見せないことが正しい事ではありません。苦労した

体験を話さないと、子供は親に手を振ればお金が出てくると思うのです。それ

では感謝のない人間になってしまうのです。 

 

 

【2000-8 月】Ｐ028 

【伝導だより】 

 最近各地で起きている少年による凶悪犯罪は、教育と親と家庭に原因がある

のです。子供に対していかに愛情を与えてきたかということです。結婚したか

らといって、子供を産んだからといって、誰もが直ぐにお父さんやお母さんに

なれる訳ではないのです。子供によって、母親に、父親にならせて頂く修行の

機会を頂いているのです。 

 学校の先生も既に先生という立場で、子供を見ているのです。子供たちによ

って先生にならせて頂く修行の機会を頂いているのです。 

 神の子人間の心の精進努力は、すべて平等に、その機会をお与え頂いている

のです。子供であろうが、その上に自分を置いてはならないのです。親はどう

したら子供に愛情を与えられるかと言うことが分かっていないのです。 

 赤ちゃんは産まれると直ぐオッパイに吸い付きます。過去世に経験があるか

ら吸うのです。赤ちゃんが母乳を吸うのに要する時間は、一回が平均一五分で、

初めの五分間で必要量の半分を一気に飲んでしまうそうです。次の五分間で腹

八分目になり、最後の五分間はおなかも一杯になり、顎もくたびれてくるので

しょう、やがて一五分後には満足しきって乳首を離し眠ってしまいます。 

 母乳を飲むとき赤ちゃんは下顎を前後に動かしてお乳を乳房からしごき出す

ようにして、たった一五分間に千回以上も汗まみれになってくりかえすのです

から、一秒間に一回以上のテンポということです。運動が赤ちゃん自身の発育

に、歯列に大きな役割を果たしているから、乱杭歯など無いとお教えいただき

ました。 

 母親は赤ちゃんの顔を見ながら、夜も寝ずにオッパイをあげながら『かわい

い、かわいい』と思いながら育てることによって、肉体的精神的に益々母性本
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能が大きく目覚めるのかも知れません。 

 両親が円満で仲良く、限りない無償の愛情を与えながら育てる事により、子

供はスクスクと正常に育っていくのです。 

 

 

【2000-8 月】Ｐ038 

【伝導だより】 

 赤ちゃんが母乳を吸うのに要する時間は、一回が平均一五分ですが、始めの

五分間で、必要量の半分を一気に飲んでしまいます。次の五分間で腹八分目に

なり、最後の五分間は、おなかもいっぱいになるし、顎もくたびれてくるので

しょう、休みや休みですが、ときどき薄目をあけては、にっこり笑ったりしな

がら、一五分後には満足しきって乳首を離し、眠ってしまいます。 

 この最初の五分間をみていると、赤ちゃんは鼻の頭から、おでこはもちろん、

髪の毛のなかまでびっしょり汗をかいて、息つく間ももどかしいほど、真剣に

乳房にすがりついています。私達大人が、ご飯を食べたりするときに、これほ

ど真剣に食べることがあるでしょうか。母乳を飲むとき、赤ちゃんは下顎を前

後に動かして、お乳を乳房からしごき出すようにしています。 

 たった一五分間（九百秒）に千回以上も汗まみれになって、これを繰り返す

のですから、一秒間に一回以上のテンポです。この運動が、赤ちゃんの顔面や

顎、とくに歯列の発育に、どんなに大きな役割を果たしているかしれません。

顎のマラソンがジョギングを三時間ごとにやって鍛えているのです。 

 それに比べると、哺乳瓶のゴムの乳首をくわえている赤ちゃんの顎の動きは、

どうでしょう。その運動は、ストローでジュースを吸うときのように、ただ口

のなかを陰圧にするだけのもので、しぼり出すような激しい運動はあまり必要

としないのです。 

 母親の乳房とゴムの乳首との違い……それは本物の花とホンコン？フラワー

のように違います。あの温かくふくよかな乳房に、赤ちゃんは自分の顔を押し

あてて、さぞ気持ちがいいことでしょう。乳首を口に含んだとき、それが唇や

上顎に触れる感じも、本物と偽物とは大きく違うはずです。乳首の先端に開い

ている穴の口径にしても、自然が創ったものは、母と子のオーダーメードのよ

うにぴったりあっているでしょうし、それを工場で作ることなど考えられませ

ん。 

 人工栄養がなぜ始まったかといえば、母親が亡くなったときとか、伝染性の

危険な病気にかかったとき、その赤ちゃんを救うためのものでした。哺乳瓶は

ウシの角の先に穴をあけ、そこに革手袋の指の部分を切ってはめたのが始まり

といわれています。現在の哺乳瓶はそれに比べれば、見た目にも衛生の面でも

よくなってはいますが、スキンシップひとつ考えてみても本物とは比較になら

ぬ本質的欠陥をもっています。 

 成長発育の時期というのは、人生に二度とはないわけです。その段階のスタ

ートで、母親の乳房に直接触れ、額に汗しながら、それを一日に何回も夢中で
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吸うことこそ、顎の発育や、美しい歯並びのためにはもちろん、精神面の円満

な発達にも、欠かせないものだと思います。 

 母乳を飲んでいる赤ちゃんは、人工栄養児に比べて、生後一年前後は、いろ

いろな病気にかかりにくいのです。母親自身が持っているいろいろな免疫グロ

ブリンが、母乳を介して赤ちゃんに引き継がれるのです。しかしウシの免疫グ

ロブリンは、人間の赤ちゃんにはほとんど役立ちません。 

 このような免疫物質は、分娩後四、五日間分泌される初乳には、とくに大量

に含まれていますし、そのあとも常に分泌されて、赤ちゃんを守っています。 

 今一つ、母乳栄養の大きな特徴は、赤ちゃんとお母さんとの、肌と肌との触

れ合いです。これはゴムの乳首や粉のミルクが、代役を勤められるものではあ

りません。毎日何回も繰り返されるこのスキンシップを、生理学的にみると、

自然がいかにうまく仕組まれているかに驚かされます。 

 赤ちゃんが母親の乳首に吸いつくと、その刺激で脳下垂体から二種類のホル

モンが分泌されます。一つは催乳ホルモン……プロラクチンで、これが乳汁の

生産を活発に進めるのです。いま一つがオキシトシンで、これは、ブドウの房

のような線組織を包んでいる筋上皮細胞を収縮させる働きをもっています。 

 スキンシップの利点は、そればかりではありません。お乳を飲ませている間

に、母親が赤ちゃんに話しかけたり笑ったり、頬に触れたりする回数も、母乳

栄養のほうが、人工栄養に比べて多いのが普通です。そのような働きかけは、

まだ言葉も知らない赤ちゃんなのに、それなりの積極的な反応を引き出してい

きますし、これは精神面の発達にとっても大事なことです。 

 乳癌は母乳を与えた人に比べ、結婚しなかった人や、妊娠しなかった人、さ

らには赤ちゃんに恵まれても母乳を与えなかった人たちのほうが、かかりやす

いのです。 

 

 

【2000-9 月】Ｐ027 

【伝導だより】 

 人は結婚して子供が出来ると、お父さんお母さんと言われますが、子供が出

来ただけで人間が完成するものでしょうか。お互いに若い者同志が結婚して子

供が出来ても、自分は昨日までと一緒の自分なのに、子供に対しては、お父さ

んお母さんになった思いで、しかも自分中心の未熟な心で、怒ったり愚痴った

りするため、そこには親としての愛のかけらもないため、子供の心は傷つき、

苦しみ、悲しむのです。 

 現在の一七歳の少年の事件もそこに問題があるのです。世の親たちは、子供

をお与え頂いたことによって、自分はお父さんお母さんにならせて頂く修行の

機会をお与え頂いているんだということに気付いていないのです。子供と遊ぶ

ときは自分も子供の次元に降りて共に楽しく遊ぶことが大事です。 

 しかし、お父さんお母さんにまでなっていない自分中心のわがままな心で子

供と遊んでも、親たちはすぐ様『もう疲れた。こうして何時までもあなたとば
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かり付き合ってはおられない』という愚痴が口から出るようになります。でも

親にならせて頂くための愛による、思いや行いについて精進努力している人な

らば、子供の次元に降りて、子供と一緒に愛一杯で遊んだときは疲れることは

ありません。自我がないからです。 

 このようにして一歩一歩親にならせて頂く愛の修行を積み重ねることにより、

親子の信頼と愛情が育まれていくのです。 

 

 

【2000-11 月】Ｐ029 

【伝導だより】 

 子供はお母さんの心が一番分かるのです。お母さんの心が明るくなると、子

供さんも嬉しくなり明るくなるのです。あなたが頭の中で言葉を考えて言うの

ではなく、子供と目線を合わせて常にニコニコ顔で、心の底から自分の良心に

ウソのない話をする。そうすると必ず真心は子供に通じます。 

 

 

【2001-1 月】Ｐ029 

【伝導だより】 

 うちの孫もよく学校で友達から疎外されるということが起きていました。私

は最近、孫の韓国への修学旅行の写真を見た時、その本当の理由が分かったの

です。写真を見た時、友達の殆どが愛情不足の顔をしているのに驚いてしまい

ました。 

 原因はここにあったことが分かり、孫に対して次のように話しました。 

 「友達が誰一人あなたの周りに集まってこなくても、少しも気にしなくても

いいよ。それは一方に光がありもう一方に光がないと、どうしても類は類同士

が集まることになるんよ。決してその人達はあなたをわざと疎外しようといっ

た思いではなく、その人同士が集まっていると心が安らぐからなのよ。 

 あなたもあの子達と一緒にいてもあまり楽しくない、と言っていることと同

じことなのよ。それは、生まれてから今日までの間、ご両親から愛情をいっぱ

いいただいて育った子と、どうしてもお母さんが外に出て働いている場合は、

帰宅してもお母さんがいないとどうしても甘えたりして愛情を頂くことが出来

ないため、次第に愛情不足となり心が満たされないためイライラしたり、幸せ

な子を見るといじめたくなったり、またはひがみっぽくなったりしてしまうの

よ。だから悩みが一緒だったりする者同士が集まるようになるのです」 

 また担任の先生も、自分自身の子供をカギっ子にして愛情を与えることを知

らないため、子供を教育する正しい愛の物差しを知らず、さらには豊かな愛に

よって子供たちの心を調和させることが解らないため、何か物事がある都度、

好きな子、嫌いな子、または問題が起きそうな子に対しては、何か起きると大

変だから、その子の心に合わせるような処置をしてしまうなど、その間違いが

心の美しい子たちの目に写るために、先生に対する信頼と尊敬が次第に失われ
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ていることが原因であることを十分に分かるように話をいたしましたところ、

それからは孫は元気を取り戻し、いくら疎外されても動じなくなりました。 

 

 

【2001-4 月】Ｐ017 

【伝道だより】  

 両親が円満で調和した生活をしている中で、神から新しい生命が与えられた

なら、丸く豊かな心を持った子供が生まれるのですが、両親が不調和であった

ら、生まれて来る新しい生命の心は歪んでいます。このように人の心は、お母

さんのお腹の中にいるときの両親の調和が大切なのです。 

 ですから夫婦は、常に法により円満であり、調和していることが最も大事な

のです。今生縁によりお互いに出会ったことを悦び、神仏に対する、両親に対

する感謝を高め、『心の発見』等のご著書を拝読して、その中の一つでも実行

して行くことが永遠の幸せへの道なのです。 

 例えば、早く帰って来られたご主人に対し、「今日は早く帰って来たな」と

思うより、『おつかれ様、早く帰って来てくれて嬉しいわ』と心から言えたな

ら、益々お互いに悦びは大きくなり、心から幸せだと思うようになるでしょう。

このような生活を毎日積み重ねて行くことにより、真の正法者になれるのです。 

 

 

【2001-5 月】Ｐ087 

【伝道だより】 

 ある方は、先月先生より登校拒否の子供さんは愛情不足が原因だから、今か

らでももっと抱きしめてあげるようにご指導頂かれたのですが、「子供が階段

から降りてきた時に少し照れくさかつたけれど、抱きしめることが出来ました」

とお話しされたところ、先生は、  

 「抱きしめる前にあなたはしなくてはいけない事があるはずです。それは、

お母さんが同じ年頃にどんなことを思っていたのか、親とどんな話をしたか、

良いことも悪いこともまた、嬉しかったこと悲しかったことなどすべて包み隠

さず、子供に自分の経験を話してあげることが大事なのです。 

 すると、子供はお母さんも矢張子供の時があったのかと安心し、またお母さ

んに親しみが持てるようになる等、子供の心が満たされて行くのです。またお

母さんに親しみが持てるようになる筈です。それの積み重ねによって、子供は

お母さんに何でも話してくれるようになるのです」 

 とご指導されました。 

 

 

【2001-6 月】Ｐ066 

【伝道だより】 

 ある方が・・・離婚され、子供がおられることを聞かれると、子供への反省
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の仕方を具体的に次のようにご指導くださいました。 

 「子供さんは、貴方様とあの世から約束してこの世に生まれて来るのです。

ご主人様と別れると言う計算は、天上界で約束していないのです。被害を受け

たのは子供なのです。 

 子供は、『三つ子の魂百まで』と言う諺があるように、お腹にいる一○月一

○日も含めて三歳までに両親から貰う愛情、それで人間形成の基本をつくるの

です。 

 だから三歳までの愛情を、両親からどれだけ貰ったかという度合いが、百歳

までも続いていくのです。百歳までも愛豊かな人生を生きられる。人に対して

思いやりが深い、イライラしない人生を生きられるのです。 

 愛情を貰わないと、風船玉の空気が抜けたような魂となるのです。愛情を一

杯貰っている人は、風船玉はボンボン膨れ上がって、ポーンと上に上がってい

きます。空気の抜けた風船は下に止まります。愛の溢れた子供の魂というもの

は、常に悦び一杯でウキウキ弾んでいます。 

 今からでも遅くありません．例えば二○歳になっていようが、『今日から三

歳までの愛情を差し上げましょう。次の一ヶ月は四歳までの愛情を差し上げま

しょう』と、実践されたら良いのです。取り返さなければ、その子供に申しわ

けないのです。 

 貴方様もそうなのです。繰り返します。自分も三歳までは、愛情を十分に貰

えなかった。お母さんが悪い、お父さんが悪いんだと言うんじゃなくて、自分

がその環境を選んで生まれて来たのです。神仏も悪くないし、周りの誰も悪く

ないのです。だから、自分が選んだ環境に、自分が一生懸命にやれば良いので

す。でも神仏には、慈悲を与えています。それが反省です。遅くないのです。

実践してください。 

 

 

【2001-11 月】Ｐ036 

【伝導だより】 

 学校の先生は、子供にものを教えるという職業柄、とかく自分というものを

横に置いて、先生という立場に立って話をされますから、子供の心と調和出来

ないのです。先生も多数の子達により一歩一歩先生にならせて頂くのです。 

 ・・・今日、子供の犯罪が非常に多くなっていますが、教師自身、まず人間

として生まれてから今日までの心を反省調和し、一人の人間として教育者とし

て正しい人間であるかどうかについて点検修正しなければならないのです。 

 それが大学の教育学部を卒業、国家試験に合格したから先生になったんだと

いうことは、形式上のことで、心の次元はまた別のものであって、その面につ

いては、日々心が悩み苦しむことになるのです。そしてこの世を去ってあの世

に帰った時、正しかったかどうかについて問われるのです。 

 まず目の前の子供の心は自分より間違いなくきれいです。汚れていません。

ですから、先生の心を見抜いてしまいます。うちの孫は、『今日、先生はとて
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も機嫌が悪かったけれど家で奥さんとけんかをしたのかな』などと言います。

子供の方がよっぽど洞察力があります。 

 ですから私達は、子供によって、父親、母親にまたは先生にならせて頂く修

行の機会を神仏よりお与え頂いているのです。『子供を教えるには、行為で示

せ』とは、子供の目線に立って話し、抱きしめること、心からウソのない心で

理解し合えるよう話し合うことが大切です。充分愛情を与えられて育った子供

は、目が生き生きとし、根気があり、物事を途中で投げ出したりしません。 

 このように先生と生徒、親と子供というように、人間に上下はありません、

皆、平等です。しかし人間は上下を作り、地位、名誉のある人はとかく威張っ

ていますが、その分、償いをせねばなりません。 

 

 

【2001-11 月】Ｐ040 

【伝道だより】 

 ある方は、子供さんが夜になると外に出かけて行き、帰りが非常に遅くなる

ことで悩んでおられる話をされました。先生は「夜になると活動を始めるのは、

心が健全ではないからです。貴方様は何人兄弟ですか」とお尋ねになると、そ

の方が「三人兄弟の真ん中です」と答えられました。先生は、 

 「そこに一つの原因がありますね。貴方様はサンドイッチのような兄弟の中

で育ち、お母さんから充分抱っこしてもらえなかったので、自分の子供にも愛

情の与え方が分からなかったのではないでしょうか。 

 子供さんに対して、自分が同じ年齢の頃、お父さん、お母さんとどんな生活

をしていたか、どんな思い方をし、どんな行いをして来たかについて、心を裸

にして何でも話してあげることが大事です。そうすることによって、子供さん

の心が満たされますし、子供さんは親を尊敬し信頼するようになります。そし

て親しい兄弟のような気持ちでいろいろと相談をしてくるようになりますよ。 

 親も心を裸にしてウソの無い自分を語ることが大事なのです。自分の都合の

悪いことは隠して、子供の悪いところは叱るようなことをして行くと、信頼が

なくなり親子の調和が出来ません。まず、自分を語ることです。子供と同じ目

線で平等の立場で話をするようにしてください。そして、心が大分通い合って

来た時点で、『あなたはね、親の苦労を考えたことある？ あなたを怒りたく

はないけど、お父さんもお母さんも生活を切りつめて大変なのよ』と子供の浪

費について親の苦労を話してあげたらいいですよ」 

 とお話しくださいました。 

 

 

【2002-1 月】Ｐ072 

【伝道だより】 

 赤ん坊は、お母さんのお腹の中で細胞分裂して、一○月一○日して産まれて

来ます。世の中のお母様方、産婦人科のお医者さんは、お腹の中の赤ちゃんの
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成長のエネルギーは栄養を摂ることだと思っていますが、そうではないのです。

夫婦が、より調和された豊かな愛の心でお互いに思いやり合う愛というエネル

ギーによって胎児の正常な細胞分裂が進むのです。 

 調和された愛情が十分与えられないときは、細胞分裂が正常に行われず、子

供の肉体が不調和になることをお導き頂いています。心の底からお互いに愛し

合うことが最も大切なのです。 

 

 

【2002-2 月】Ｐ040 

【伝道だより】 

 子供については、五体、五官が正常に生まれてくるかどうかが、その子の幸

不幸を左右するようになるでしょう。 

 とかく私達は、子供を宿した人に、栄養のある食べ物をたくさん摂るように

勧めますが、それは肉体的な栄養であって、もっと大切なのは、夫婦が真に愛

し合うことにより与えられる意識のエネルギー、豊かな心的エネルギーが子供

の細胞分裂を正常に促進させていくのです。そこに、父母となる人の結婚から

今日までの心の調和度が問われるのです。 

 今まで正しい生き方をして来たか、親を恨まなかったか、親不孝をしなかっ

たか、人に迷惑をかけて来なかったか、夫婦は心から大好きで結婚したか、心

から愛し合ってきたか、これが最も大切なのです。そして夫婦が愛し合うとい

う調和の度合いに応じて、神仏より細胞分裂のエネルギーが頂けるのです。 

 ですから、出産という出来事を通しても、これまでの自分の思い、行いの結

果が、そこに現れるのです。 

 愛情不足で育った子供は、顔の表情、五官を見ればすぐに分かります。こん

な狭い面積の中に、両親の調和された愛情を充分頂いて来たかどうか、すべて

が現れているのです。 

 

 

【2002-4 月】Ｐ036 

【伝導だより】 

 ある方が「最近二人の子供（四歳と二歳）が風邪をひいてしまいました。早

く治って欲しいと思い、薬を飲ませようと色々と工夫しているのですが、嫌が

り吐き出してしまいます。このような時、どう接したらいいのでしょうか」と

のご質問に対して先生は「貴方様は、正法的にはどのように対処されましたか」

とお尋ねになりました。「薬を飲ませるということばかりにとらわれ、特に何

もしませんでした」とのお応えに 

 「それでは、二人のお子様の生まれる前後、奥様の妊娠前後のご夫婦の調和

度は如何でしたか。円満でしたか。また、ご夫婦各自の心の調和度はどうでし

たか。お子様の三歳までに充分に愛を与えられたかどうか、点検してみてくだ

さい。そして、反省してみて出来ていなかったら、心から何回も悔い改める反
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省をし、神に謝罪をしてください。 

 毎晩、床に就く前に、『心行・祈願文』・『健康祈願文』・『心行（三回)』

を声に出して拝読してください。心の修業の世界は、一回止めたら今までやっ

てこられたことが、全部駄目になると思われ実行するよう努力してください。

一○年続けても、一回止めたらゼロにもどってしまうと、己に厳しい精進努力

が大事です。 

 高橋信次先生には、何十年も命をかけてご精進をされお悟りになられたこと

を想起し、私たちも命がけでやることが大事です。自分があったら駄目です」 

 と・・・指導されました。 

 

 

【2002-4 月】Ｐ057 

【伝導だより】 

 子供の病気は両親に対する警告であるとお導き頂いています。薬だけに頼る

のではなく、両親が出来る限りの愛情を与えることが大事です。それにはまず

夫婦が本音で話し合うことです。ご主人様は婿養子さんで他人ですが、貴方様

は同居しているお母様とは親子なので、どうしても話がし易いお母さんとの繋

がりが太くなっているのではないでしょうか。 

 そこを反省され、ご主人様と本音で話し合う機会を沢山作り、より夫婦が調

和し、またご主人様は、常に父親の自覚を持たれるよう努力され、お父さんに

ならせて頂くのです。そして息子さんを交えて、親子が十分に話す時間を沢山

作るようにされることが大事です。 

 生活に波風が立たないことが幸せではなく、困難があるほど幸せなのです。

苦労して困難を乗り越えて行くことで、塊の成長があり、家族の調和も進んで

行くのです。 

 

 

【2002-4 月】Ｐ062 

【伝導だより】 

 ・・・その奥様が、 

 「私はいつも頭で考える癖があります。ある日、娘が学校から帰ってくる時

におもらしをしてしまったようで、下着は洗濯機に入っておりました。『ちょ

っとではなくて全部出ちゃったの？』と聞きましたら『うん』と言いまして、

『学校の前の道だったけれど、濡れていたので自分でティッシュで拭いてきた

よ。でも全部ふき取れなかった』と言うのです。 

 その時に私は「偉かったね」と抱きしめてあげれば良かったのに、そこまで

の心がなかったのです。娘のことをいとおしく思ったのですが、つい私は『雨

が降ったら流れるからそのままでも良かったのに。他にお友達が見ていなかっ

たの。お友達にいじめられるから気を付けなければいけないよ』と言ってしま

ったのです。 
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 そのように言った自分の言葉に引っかかって自分で反省した時に、私は何を

考えているのだと思いました。神の体である地面を拭こうとした娘の偉大な心

と、自分自身の心との大きさの違いに気付き、これでは心ある母親にはなれな

いということに気付かせて頂きました」 

 とお話しされました。 

 先生は「本当にいいお話だと思います。頭で考える癖が出たときには、心で

考えようと自分の心に言い聞かすことです。今日、家に帰られたら心を裸にし

て、お母さんも失敗した話をしてあげてください。そして『これを機会に、ど

こへ行くときも少し位遅れてもいいから、必ずトイレをちゃんとすませてから

行くようにしなさいね。 

 だけどお母さんは貴方を偉いと思ったのよ。お母さんの出来なかったことを

貴方は出来たんよ。あの時、そう思ったけれど、貴方を抱き締めることが出来

なかったお母さんは、貴方より恥ずかしい心だったね』と言ってあげることに

よって、お嬢さんの心は元に戻り、健全になっていかれると思います。親子の

素晴らしい学修だと思います」と、ご指導くださりました。 

 

 

【2002-5 月】Ｐ059 

【伝道だより】 

 ・・・貴方様は法に触れられたとき、『父親が早くに亡くなったため、母親

は大変に苦労し、一時は里子に出されたこともありました。そんな環境に育っ

たので、両親が揃った中で、両親の調和された愛が欲しいと思って来ました』

と言われました。 

 親の愛情について苦しんで来られたのです。そこが貴方様が法を求めて来ら

れた原点ではないかと思います。 

 ですから私は貴方様が結婚され、お子さんを持たれてからも仕事を続けてお

られるのを聞いて、その儘ですとお子さんは愛情不足になるし、ご主人様とは

調和し難くなると思い、仕事を辞めるように勧めたのです。自分が苦しんで来

た道を家族にも歩ますことのないよう、原点に戻った目的を持つことが大事だ

と思います。 

 まずお子さんのために夫婦が仲良く、共に健康で長生きしなくてはならない

でしょう。そのためにはご主人様を大事にしなくてはならないでしょうし、法

のもと今という一瞬一瞬を大切に生きなくてはならないでしょう。 

 

 

【2002-6 月】Ｐ069 

【伝導だより】 

 子供の心は両親が結婚して受胎するまでの心の在り方に影響されます。結婚

するときに、お互いが純粋に心から好きであったかどうか、もし打算が働いて

いたとしたらその分、影響するのです。それは神仏のみ心から外れているから
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です。 

 両親の間に純粋な愛があれば、胎児は神の光を一杯頂き、円く調和された魂

の儘生まれ、育つのです。間違った宗教に関わっている人や、思想的な人には、

亡くなった肉体先祖で迷っている魂が代々（長くても三○○年位）悪霊となっ

て憑依している場合が多く、悪霊は自分が苦しいから救って欲しくて人に救い

を求めるのです。 

 胎児はお母さんのお腹の中で一○月一○日、お母さんからは肉体的エネルギ

ーを、また、神仏からは心的エネルギーを頂いて成長するのですが、両親のど

ちらかに悪霊が憑依していると、悪霊は調和を嫌い、不調和を悦ぶため、円く

豊かな魂にならないのです。それが顕著に現れるのが、新生児の肉体的な不調

和のように思います。 

 調和とは神仏のみ心に適った、即ち愛豊かであり、円満ということです。愛

豊かで円満な心の人は、法を正しく学習することにより正しい判断が出来るよ

うになるのです。 

 

 

【2002-6 月】Ｐ078 

【伝導だより】 

 ある方が「私の子供はアトピーがひどくて悩んでおります」とご相談をされ、

先生は、 

 「貴方様がお子様を宿された時に、夫婦が円満であったかどうか、ご主人様

に不平、不満を持っていなかったかどうか、点検をしてみてください。恋愛結

婚のようですが一時不調和なことがなかったかどうか。愛情があってもその質

が問題です。 

 ご主人様がどうも自分の思っていた理想とは違っていたのか、それとも、父

親を乗り越える存在になるであろうことを想像していたのに、いざ結婚してみ

たら父親とそう変わらなかったと思われたのではないですか。 

 貴方様がお子様を宿された時の心を反省してみてください。もしもそういっ

た不調和なことが思い出されましたら、今日から一週間、ご主人の、そしてお

子様の魂にお詫びをしてください。 

 なぜならアトピーとは心に原因がある病気だからです。お子様にお詫びをさ

れ、毎朝頬ずりをし、抱きしめてあげて下さい。きっとよくなられると思いま

す」 

 とご指導くださいました。 

 

 

【2002-7 月】Ｐ038 

【伝道だより】 

 例えば、自分の親が非常に憐み深い方であれば、自分も憐み深い人間に育っ

ていくのです。私は『憐れみ』という事は非常に大切なことだと思います。特
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に女の子は憐れみを持たないと自分の子供を大事に育てることが出来ないと思

います。 

 私達は自分の心の中で全てを知って、前世もその前もこの地上界に出させて

頂いておりますが、赤ちゃんとしてこの世に生まれる時、お母さんの子宮の中

で肉体が宿った時から、お父さん、お母さんの影響を受けるのです。 

 お父さん、お母さんが本当に円満で、お父さん、お母さんが共に大好き、と

いう環境で生まれた子供は円満なのです。物の価値観により決めた（打算的な）

結婚は上手くいきません。息子さん、娘さんの結婚は相互に大好きな方を選ぶ

ことが大切だと思います。 

 そのためには、好きになる人を正しく選別出来る心作りを小さい頃から教え

てあげることが大切です。『憐み深い人はいいよ』、『思いやりのある人がい

いよ』ということを一言いい聞かせていれば、子供がおかしくなる筈がありま

せん。 

 『常に大好き、大事な宝だよ』と言い聞かせた子供が悪くなる筈がありませ

ん。ですが、それを聞かされていない子供、親に抱っこをして貰えない子供は、

心が貧しくなります。どうしても自分の親はこの人ではないと思うようになっ

てしまいがちです。 

 しかし自分が選んだ両親ほど素晴らしい人はいない筈です。親を愛しいと思

える心作りが大事ではないかと思います。 

 

 

【2002－9 月】Ｐ053 

【伝道だより】 

 以前から五歳の長男のことで悩んでおられるある方が、「先月先生から、子

供がお片づけをしなくても、しつこく言わないで、甘えて来たら充分甘えさせ

て、しっかりと抱きしめるようにとご指導頂いたので、その通りしていたので

すが、何故か日が経ってくると段々イライラして来るのですが……」と尋ねら

れました。 

 すると先生は「何故でしょうか？ イライラするのは、貴方のお母さんにな

りきっていない心がイライラするのです。貴方はそのお子さんをお腹に身ごも

った時、ご主人様とは調和しておられなかったのではないでしょうか。その結

果、お母さんの心が不安定な時、その魂を頂かれたのではないでしょうか。ま

た、空気を吸う力が弱い。深く吸えない、早いはずです。違いませんか」と言

われますと、その方は即座に「はい、そうです端息です」と答えられました。 

 「そうですね。そうなります。そしてまだ十分にお母さんになりきれていな

いお心は、貴方のお父さんとお母さんにも関係があるように思います。偉大な

高橋信次先生のご著書を拝読されたら反省をして、神のみ心から、自分の思い、

行いが外れていた部分を修正する。そういう行為を繰り返すことによって、貴

方のイライラはなくなると思います。 

 『悪かった』これは反省ではありません。『これからは法により、こんな風
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にやっていきます』と誓いの言葉がないと駄目です。悔い改めることを反省と

言います。後悔して『ああ悪かつた、失敗した』これは反省ではありません」 

 とご指導くださいました。 

 続けてその方が「最近、子供が聞かなくても良いようなことを聞いてくるの

ですが……」と質問されました。すると先生は、 

 「貴方は聞き返すと良いのです。『何でそう思ったの、どんなこと思ったと

き、そう思ったの』と聞き返すのです。それが貴方がお母さんにならせて頂く

修行の機会なのです。何故飲み込んでしまうのですか。何故聞き返さないで自

分の心の中に納めるのですか。 

 それは、貴方もお母さんに対して聞き返すことが出来なかったのではないで

すか。お母さんに一方的に言われたことを飲み込まないで、お母さんに『どう

して』と質問することが出来なかった……これは何故か。お母さんに、心が非

常に満たされていなかったためではないですか。満たされなかった結果がそう

いうところに現れるのです。今の子供と一緒の関係です。 

 もっともっと子供を抱きしめてあげることが大事です。『この子に愛を与え

る事によって私がお母さんにならせて頂くんだ』と、そういう思いで、何回で

も何十回でもそれを惜しまないことです。愛とは与え尽くす、捧げ尽くすもの

とお導き頂いています。二人のお子さんを修行台にしてやらなければならない

のです。私が申し上げた通りやって行かれたら、貴方もお子さまも元気になり

ます。その為にはご著書を拝読しないと実行出来ません。ご著書に書かれてあ

る通りに実行することです」 

 と温かいお言葉で分かりやすくご指導くださいました。 

 

 

【2002-10 月】Ｐ035 

【伝道だより】 

 子供と親との関係は、子供がお母様のお腹にいる時から大変重要になってく

るのです。それは、お母様の思いや行いそして、心の愛念が子供に伝わります。

その中で子供の心身が育つのですから、例えば、目が見えない、股関節脱臼、

声が出ない等、肉体的に不調和な子供が生まれてきたり、また、カッとする子、

イライラする子等、心の不調和な子供が生まれてきたりいたします。ですから、

母親の生き様と夫婦の心の調和がとても大事になってくるわけです。 

 両親の心の調和度によって、天よりお守り頂く、頂けないということがある

と思います。 

 

 

【2002-10 月】Ｐ046 

【伝道だより】 

 ・・・私が申し上げたい正しさは、いつも笑い声で、笑いながら話すお母さ
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んになられることにより、心からの愛という正しさが分かられるのではないか

と思います。 

 正しいということは愛です。思いやる・許し合う・かばい合う・助け合うこ

とです。 

 お子様は一人前ではないのですから、お母さんから色々な事を教えて頂いて

成長していくのです。特に男の子はお母さんから愛情を一杯頂かなければいけ

ないのです。それも生真面目な顔をして話すのではなく、冗談を言いながら、

自分自身も吹き出すような楽しい話をしながらお子様に接する、ご主人様に接

することが、楽しく明るい家庭づくりの根本だと思います。 

 お母さんに笑いが無かったらダメです。笑っておられる方はいつも目が笑っ

ています。普段でも目が笑っておられるのです。それは常日頃からそのような

心がけで自分を作り変える努力をすればなれるのです。それには常に、ひっく

り返って笑い転げるような自分づくりが大切だと思います。 

 ・・・貴方様はもっと笑う訓練をされたら良いと思います。努力されれば必

ずなれると思います。笑うという事は温もりであり、また優しさであり、思い

やりであります。いつでもこぼれるような笑顔をたたえている女性こそ美しい

女性だと思います。 

 

 

【2002-10 月】Ｐ055 

【伝道だより】 

 ・・・子供さんの前では決して口論しないことです。子供さんにとって両親

の言い争いほど悲しいものはありません。非常に悲しまれますよ。貴方も子供

の時経験されたでしょう。絶対しないことです。 

 ……負けるが勝ち……です。いいですか、この事をよーく覚えておいてくだ

さい。ケンカ、口論では負けるが勝ちです。負けた方が心が痛まないのです。 

 

 

【2002-11 月】Ｐ037 

【伝道だより】 

 生まれてくる子供の心の形成は、誕生以前の夫婦の調和が最も重要です。夫

婦は、互いに心から愛し合い、尊敬し合えるようでなければなりません。その

調和のエネルギーによって心身共に健全な赤ちゃんが誕生するのです。 

 胎児は、母体から肉体的な栄養を吸収すると共に、夫婦が調和し、愛し合っ

ている心的エネルギーを吸収し、正常な細胞分裂により健全な五体が形成され

ます。そして各機能が発達し、調和されたエネルギーによって育まれた健全な

赤ちゃんが誕生します。 

 母乳を飲むとき、赤ちゃんは下顎を前後に動かしてお乳を乳房からしごき出

すようにしています。たった一五分間（九百秒）に千回以上も汗まみれになっ

てこれを繰り返すため、鼻の頭から、おでこは勿論、背中、髪の毛の中までび
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っしょり汗をかいて、息つく間ももどかしい程真剣に乳房にすがりついていま

す。 

 私たち大人がご飯を食べたりするときに、これ程真剣に食べることがあるで

しょうか。母乳を飲むときに下顎を前後に動かす運動が、顔面や顎、特に歯列

の発育にどんなに大きな役割を果たしているか知れません。 

 しかし、不調和な両親に育てられた子供は、お腹にいる時から両親の心の波

動が伝わりますから、細胞分裂がうまくいかず、指が四本しかない、生まれる

なり目が見えない、心の病、難病等の子供が生まれてきます。原因に相応した

結果が生まれるのです。 

 十数年前、高橋信次先生のご著書を読まれ、私のところに訪ねてこられたご

婦人がおられましたが、その背中におんぶされた子供を見て大変驚いてしまい

ました。生まれて三、四才ぐらいの子供でしたが、顔が三、四○歳ぐらいに老

けて見え、まともに歩けない状態でした。 

 そのご婦人は、『私は子供の時から優雅な環境で育ったため、何でも当たり

前と思い、少しも感謝の気持ちがありませんでした。親の地位、名誉、お金と

いう次元で人を見下した生活をして来ました。その結果、私の愚かな思い、行

いを気付くようにと、有り難いお慈悲を頂き、今このような子供をお与え頂い

たのだと思います。自分が死ぬ日まで一生かけて、この子をこうして背負って

いかなければいけないと覚悟を決めています。正法から見てどのような原因で

このような子供を授かったのかお教えください』と、尋ねられたことがありま

した。この若いお母様を拝見し、そのご立派なお心に涙が流れました。 

 人間は、間違いを犯したら絶対許されないのかというと『許される』と、偉

大な主・高橋信次先生にはおっしゃられています。それは、正しい反省をして、

神仏に対して、またその子供に対して、心からお許し頂くまで謝罪し続けるこ

とです。正法しか世を救うものはありません。正法は愛です。人間は互いに未

熟で万全ではないのですから、相手を思いやり、生かし合い、助け合い、許し

合い、かばい合い、補い合う等、より温かい愛の心を持って、心から相手を思

いやることにより、より愛の心が豊かで円満になって行くものと思います。両

親の円満な愛で子供は心豊かに育つのです。 

 

 

【2002-11 月】Ｐ040 

【伝導だより】 

 ・・・『上手く言えない』ということは、貴方様がご両親から愛を頂いてい

ない証拠です。口が上手い、下手というのではなく、正しく話せないのは両親

の愛情と関係があるのです。心を固く閉じて生きて来たから、自分の思うこと

を正しく相手に伝えることが出来ないのです。 

 子供が親に対して愛しいと思えない人は、自分が親から愛情を貰わなかった

からです。愛情を貰っていなかったため、自分自身も本当の愛を与えることを

知らなかったのです。両親から愛情を一杯頂いて育った子は、誰もが全て心か
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ら親を愛しいと思います。 

 

 

【2002-11 月】Ｐ040 

【伝導だより】 

 「六月から両親の家を出て一人暮らしを始めました」と話された若い独身女

性の方に対して先生は、 

 「貴方様が家を出られてご両親様がどんなに心配されているか、今の貴方様

にはお分かりにならないでしょうが、将来親になった時、初めて、子供から貴

方様が親に対して行った事と同じことをされるのです。 

 原因があるから、その原因に等しい結果が与えられるのです。決して親が悲

しむような原因を作るような生き方をされないことです。ご両親様に『勝手な

ことをして申し訳ありませんでした』とお詫びされることです」 

 とご指導されました。 

 

 

【2002-11 月】Ｐ056 

【伝道だより】 

 精神異常者による殺人事件がよく起きておりますが、その本人は、自分に憑

いている者（悪霊）から『こうしなさい』と命令されて事件が起きたのです。 

 ですから、現在の警察官や検察官や裁判官のように、法律だけ学んでいても、

まずその憑いている悪霊を確認することが出来なくては、正しく処罰すること

は出来ないのです。正法を学び心の眼で、その後ろにいる悪霊とその人間の心

の状態を、法により正しく確認出来るようにならなければ、これらの犯罪を防

止したり、あるいは根絶する方策を確立することは出来ないのです。 

 人を殺したからと言って、刑務所に入れても、その人間の心は正しくはなら

ないのです。 

 その原因は、両親の殆どの不調和と愛情不足により、母親の胎内にいた時か

ら心が歪み、悪霊に支配されるようになったのです。その治療は、まずご家族

がご著書『心の発見』を拝読したうえ入会し、指導を受けることが大事です。 

 昔から『三つ子の魂百まで』と言うことわざがありますが、身ごもって三歳

までの間、両親が円満であるか、心から愛し合っているか、その調和度により

子供の能力が違ってくるのです。三歳までの両親の調和された愛情のエネルギ

ーがとても大切なのです。 

 お母さんのお腹に宿った時から、両親の心の波動が子供の心に伝わります。

両親が不調和ならば、そのまま子供の魂に伝わり、肉体の細胞分裂に影響しま

す。 

 赤ちゃんは十月十日（とつきとおか）お母さんのお腹の中にいるのですが、

現代医学ではお母さんが栄養を摂ることによって立派な赤ちゃんが産まれると

言われています。肉体細胞は両親から頂き、お母さんの栄養によって成長する
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ほか、細胞分裂により成長するのです。例えば手や耳などが出来てくるのです。 

 その細胞分裂のエネルギーは、心的エネルギーによるものとお導き頂きまし

た。妊娠中両親が円満であるか、お母さんの心が平安であるかどうかが特に大

事とお導き頂きました。子供の心も、お母さんの心も、すべて神仏に直接通じ

ていることを知らねばならないのです。 

 

 

【2002-12 月】Ｐ058 

【伝導だより】 

 ・・・子供さんの肉体の不調和は母親の愛情ひとつでどうにでもなります。

必ず治るものです。 

 

 

【2003-2 月】Ｐ059 

【伝道だより】 

 ・・・その方が、 

 「先生に、『子供の要求することは何でも聞いてあげなさい』と言われたの

でそうしていたのですが、一向に何ごとも自分でしようとしないので、イライ

ラして、仕方なくやっているのですが……」 

 と言われました。すると先生は、 

 「三歳までの間に、貴方はこの子に充分愛情を与えたと思いますか。そうで

なかったら、五歳のこの子が、『して欲しい、して欲しい』と言うならば精々

してあげることです。満ち足りてないから言うのです。文句を言わないで、抱

きしめてあげて、頬ずりをして、精一杯その子の欲求を満たしてあげることで

す。 

 人間は、愛が満たされることによって自分からやる気が出るようになります。

お母さんである貴方の心がイライラしていたら駄目ですよ。『お母さんも一緒

にするから、一緒にやろうね』と言いながら、根気よく粘り強く、励ましなが

らやることです。カーッとなったらお母さんの資格なしです。 

 今貴方は大事な時なのです。今はお母さんの言うことを聞きますが、愛情を

与えなかったら、青年期になると聞かなくなります。手に負えなくなりますよ。

貴方は子供によってお母さんにならせて頂くのです」 

 と、・・・お教えくださいました。 

 

 

【2003-4 月】Ｐ048 

【伝道だより】 

 同じ温かい言葉を掛けて頂いても、取る人によって受け止め方はそれぞれ違

います。それを温かく返す人もいれば、冷たく返す人もいます。何故このよう

な違いが出てくるのか、お導き頂いたことを申し上げますと、母親のお腹に宿
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った時から、三歳までの生まれ育った家庭の環境、思想、習慣によっておおよ

その人格が決まり、子はその両親の影響を受けて育ちます。 

 特に、子を宿した時から三歳になるまでの夫婦の調和はどうであったか、そ

の夫婦の調和度によって、お腹の中での肉体細胞が形成されていきます。夫婦

が円満で調和されていると、細胞分裂が円満に行き、五体満足な子供が一○月

一○日で生まれます。逆に、夫婦が喧嘩ばかりをしていて不調和な場合は、そ

の次元に応じた魔が入り込みやすくなり、細胞分裂が邪魔され、不調和となる

場合があります。 

 また、お腹の中にいる間も子供は、親の思いや行動をすべて知っています。

『お腹の中にいるのだから分かりっこない。子供だから何を話していても、ど

うせ分からないだろう』と思っているとしたら、それは大間違いです。 

 あの世（天上界）にいるときは、九○％の表面意識であり、その意識で母親

のお腹に入る訳ですから、殆ど分かっているのです。この世（地上界）に生ま

れてからは、九○％の意識は潜在しますから忘れてしまいますが、一○％の表

面意識で理解出来なくても、潜在意識である魂、心は通じているのです。 

 両親の仲が良かったか悪かったか。喧嘩ばかりしている親の子供は、同じく

気の短い子供が生まれることでしょう。ウソつきの親からはウソつきの子供が

育つといったように、子は親の心を敏感に感じて育ち、必ず影響を受けるので

す。両親は魔に魅入られない明るく円満な家庭を築くことが最も大事なのです。 

 

 

【2003-4 月】Ｐ059 

【伝道だより】 

 近頃、子供さんの事故が非常に多いようです。子供が怪我をしたり病気をし

たりして一番悲しむのは両親です。ということはそれを裏返しますと、神様は

その子供を通して両親に警告しておられるのです。『あなた方の思い方、行い

方が法から外れていませんか。あの世を出る時、親子が約束したことを思い出

しなさい』と叫んでおられるのです。 

 子供に愛情を持たないお母さんが多いようです。昨日まで『娘さん』だった

人が、子供が生まれたからすぐに『お母さん』になれるかというと、そんなに

うまくいくはずはないと思います。  

 寝ないでオムツを代えたり、おっぱいを上げたり、一生懸命、命懸けで育て

る事によって、段々愛情が出てくるのです。赤ちゃんを通して、一歩一歩本当

の母親にならせて頂くのです。一人の立派な女性にならせて頂くための修行の

機会を頂いているのです。 

 

 

【2003-5 月】Ｐ039 

【伝道だより】 

 ・・・精々、親孝行をされることです。その分だけ子供にも愛を与えること
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が出来るようになります。お母様を愛しいと思えることが、どんなに大きな悟

りであるかを学んで頂きたいと思います。 

 

 

【2003－6 月】Ｐ063 

【伝道だより】 

 ある方にお目にかからせて頂いた時、その方からお母様を恨んでいる波動が

出ているように思いましたので、そのことをお尋ね申し上げましたが、思い当

たる節がないと言われました。しかし、その方のお母様はいつもその娘さんに

「ごめんな、ごめんな」と謝っておられたそうです。 

 どうしていつも謝るのか不思議に思っておられたそうですが、ある時、お母

様からその方がお腹にいるとき、既に多くの子供を産んだため、今後の生活面

で困ると思い、何とか流産しないかといろいろやってみたけれど、とうとう生

まれてしまった子供だったことを聞かされたそうです。 

 赤ちゃんであっても意識ではすべて分かりますから、お母さんの思い行いが

全部分かってしまいます。お母様は自分が生まれることを望まず、流産させて

何とか殺そう殺そうとしていたことを、お腹の中にいて全部知っていたのです。

そのため『お母さんって、何てひどいひどい』といつも恨んでいたのですが、

生まれてしまうと皆忘れてしまったので、『何故、どうして何時も、泣きなが

ら謝るんだろうか』と思って来たというのです。 

 このように、お母さんのお腹の中にいる時から、お母さんの思いと行いの影

響を心に受けて生まれるようです。この事を通しても、夫婦の思い、行いのす

べてについて、調和がいかに大切かお分かりになると思います。 

 

 

【2003-11 月】Ｐ042 

【伝道だより】 

 まず、夫婦が家庭でウソのない生活をすることです。ウソがないと家庭が明

るくなります。ウソをついて丸め込もうとしても、ウソは何時かバレて大きな

喧嘩になります。喧嘩ばかりしている両親のもとで育った子供は、心が変形し

ていきます。心が丸く豊かでない、変形するということは、正しく思うこと、

正しく行うことが出来ないのです。 

 一番大切なことは、独身時代、正しい生き方をして来たか、結婚して夫婦と

してお互いに愛し合っていたかということです。本当にお互いに尊敬し、愛し

合っていなかったなら、夫婦生活の中の妊娠という子供を宿す、そこに不調和

が生まれるように思います。 

 妊娠する前後ご主人に対して非難する心がなかったか、ご主人を排他的に、

嫌だなと思わなかったか。両親の心の波動が子供の心にそのまま伝わります。

妊娠した瞬間から子供の細胞分裂に影響します。 

 正しくない思い行いについて、心から反省をすることにより、細胞分裂が正
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常になることをお導き頂いています。 

 ・・・現在ただ今在るということは、原因があってその結果を今頂いている

のです。今悪いことがあるとしたら、何か必ず悪い原因を作っているのです。

結婚されて、お子様が、生まれつき眼が見えにくいとか難病であるとか、色ん

なお子様を持たれた方もおられると思いますが、始めからそれを望んでおられ

る方は一人もいないと思います。みんな円満で、身心とも健全な子供であって

欲しいと思っておられるに違いないのです。 

 残念乍ら現代医学では、正しい心の原因が分かってはいません。しかしこれ

は身ごもった瞬間、これは両親の心の不調和がそこに出ているのです。夫婦が

円満だったら、絶対そういうことはないのです。 

 

 

【2003-12 月】Ｐ038 

【伝道だより】 

 「偉大な主のお言葉」からの抜粋、『子どもの心は白紙であり、赤にも青に

も染まってゆく。染めてゆく者は、ほかならぬ両親の生き様であり、大人たち

の考えや行動にある』 

 特に、お母さんの生まれてから今日までの思ったこと、行ったことが、生ま

れて来る子供の心に対して、非常に重大な影響を及ぼすとお導き頂いています。

子どもの五官を始め心身に障害が発生する原点は、お母さんの心です。 

 生まれてから結婚するまでの心の悩みを始め、両親や主人に対する不平不満、

義理のお父さんお母さんに対する不平不満、自分のいびつな心が周囲から受け

る様々な思いで煮えくり返っている、そのような心とつながっている母の胎内

に大切な子どもを宿しているのです。 

 そのような暗い思いの結果、胎内では胎児の細胞分裂が正常に進まず、胎児

の心身に障害が発生するのです。あるいは、胎児の心に悪影響を与え、精神異

常に育ってしまうことにもなります。女性は、すべてこのような重大な使命を

頂いているのです。 

 

 

【2003-12 月】Ｐ047 

【伝道だより】 

 ・・・子供のことで悩み、具合が悪くなっている子供のことを話された、あ

る若いお母さんに、「子供さんが帰って来るとき貴方は子供に対してどうされ

ていますか」と尋ねられました。その方は、「すぐ『お帰りなさい』と言って、

先生に教えて頂いたように出来るだけ抱きしめるようにしています」と言われ

ました。すると、 

 「家に子供が入ってから『お帰りなさい』と言っているのですね。子供さん

か帰る時刻に玄関の前に出ていないのですか。必ず玄関の外に出て待ってあげ

たら、次第に治ると思いますよ。帰ってきたら、すぐ抱きしめて、オデコとオ
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デコをくっつけ合って、『お母さんはねー、ずーっと待っていたのよ』と愛一

杯の言葉を工夫して出すよう努力する、そういうことによって愛の心が、思い

やり、補い合い、許し合い、生かし合いという行為となって出来るようになる

のです。 

 もっともっと貴方がお母さんにして貰わなかったことを、考えて、喜ぶこと

をしてあげたら良いのです。自分がして貰わなかったからと言ってしなかった

ら、貴方は益々愛情を与えることが分からなくなります。またこの子も、今度

親になった時、愛情を与えることが分かりませんよ」 

 とお話しくださり、「ところで、そのお子さんの歯並びは続麗ですか」と質

問されました。 

 その方は、「矯正をするように言われています」とお答えになられました。

「歯並び悪いのは何故か。それは愛情不足の結果なのです。バックナンバーの

『ひかり』誌にみんな書いてあります。歯列矯正しなければならない子供は、

お母さんのお腹の中にいるときからのお母さんを始め、お父さんとの心の調和

度が出ているのです。きっとそのお子さんは、おっぱいに吸い付いても、強く

吸えなかったのではないかと思います」 

 「出なかったのでミルクでした」 

 「そうでしょう、赤ちゃんはお母さんのおっぱいの乳首にギューッと吸い付

くことよって、赤ちゃんの顎や歯が発達し成長するのです。人工の哺乳瓶の口

は、ドボーと出るので、何も努力する必要がないから、歯の肉体細胞の成長が

円満じゃなくなるのです。 

 一生懸命汗をかきながら約一五分程吸い付くによって、肉体ばかりか知性を

始め心の各機能も正常に発達するとお導き頂いています」 

 

 

【2004-4 月】Ｐ060 

【伝道だより】 

 抱っこというのは、心と心の愛のエネルギーが高まり、同時に肉体的エネル

ギーも一段と調和するように思います。 

 最近の若いお母様はお子様を抱っこすることの大切さを知らない人が多いよ

うに思います。また、お産に際して自然分娩でなく帝王切開するケースが大変

増えているようです。それは、赤ちゃんの首に臍の緒が巻き付いている場合や

お子様の位置が悪い場合、医学では帝王切開しているようですが、正法では、

そうなるにはなる原因があっての結果だと思います。 

 その心の原因を見てみますと、結婚する以前、他の男性との交渉があったこ

とに起因している場合が多いように思います。 

 新しい生命と両親は、先に天上界において予め約束をして母の胎内に宿る精

妙なことを考えますと、母親の胎内は最も調和された神仏の聖域ではないでし

ょうか。 

 そこで、まず神仏に対して、お母さん自身の今日までの心の間違いを心から
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お詫びさせて頂き、同時に、胎児に対しても同様に、心から深く何回も何百回

もお詫びすることが大事と思います。そして、お母さんの意識と調和するよう

お願いされることです。さらに母親の六○兆から成る肉体細胞に対しても深く

お詫び申し上げてください。 

 やがてお許し頂き、正常な分娩が始まると思います。また、つわりもおさま

るでしょう。その結果、帝王切開しなくても済むようになるでしょう。但し、

正法に帰依された正しい学修と精進をされている方に限ります。 

 また、子供を抱っこしておでことおでこをくっつけるのが、母親の子供に対

する最高の愛情の表現であること、歯並びの悪い子、視力の弱い子、呼吸の浅

い子等は、夫婦の不調和によるものか、母親の愛情不足が原因の場合が多いよ

うです。愛情の与え方について、妊娠している人の心の在り方について、これ

から結婚される人は、日々法を大切に生きることについて、書物による知識で

はなく、すべて法に帰依され、実践して体験された間違いない真実が、これま

での『ひかり』誌に多数掲載されています。 

 

 

【2004-4 月】Ｐ062 

【伝道だより】  

 「・・・現在、遠方に下宿している息子が、お金を送ってほしいと言って来

ました。主人は、『お金を送るな、言うままにお金をやると子供をダメにする。

送るなら、親子といえども、ちゃんと返してもらえ』と言うのです」とここま

で話されますと、先生は、 

 「送ってあげたらいいです。ご主人様が『送るな』と言われてもお母様は、

『ハイハイ』と言って送ればいいんです。息子さんにあげたお金は返してもら

う必要はありません。もっともっと息子さんに優しく優しくしてあげてくださ

い。 

 ご主人様が厳しい分だけ、もっともっとお母さんは優しくしてあげることが

大事です。もっともっと温かい言葉を手紙や電話でどんどんかけてあげてくだ

さい。息子さんを立ち直らせるのは、お母さんの愛情ひとつですよ」 

 とご指導くださいました。 

 

 

【2004-4 月】Ｐ079 

【伝道だより】  

 ある方が「幼稚園ではいい子なのに、家に帰ると下の子をいじめたり、我儘

になる娘に対し、精一杯抱きしめてあげるようとにご指導頂きましたが、形ば

かりで心から出来ませんでした。あるとき○○様の体験談を読ませて頂き、私

は自分も休みたいとか、娘の我儘な姿は見たくないという思いがあったために、

幼稚園で精一杯頑張って来た娘の気持ちを思いやれず、両手を広げて受け入れ

てあげることが出来なかったことに気付かせて頂き……」とお話しされると、 
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 先生は「かつて、貴方様はどんなお子さんでしたか」と尋ねられ、「私も外

ではおとなしい子でしたが、家で暴れるようなことはなかったと思います」と

答えられました。 

 すると先生は「そうしたら他に問題があるのではないでしょうか。まずご夫

婦の間で、お互いに対する思いを点検され、十分に話し合うことが一番大事で

す。子供の心は汚れていない分、敏感です。両親のことが気に掛かって伸び伸

び出来ないと、不平不満が溜まって行くのです」とご指導され、 

 「夫婦でなかなか会話のキャッチボールが出来ないのです」とお話しされる

と、先生は「貴方様はご主人様を出来上がった一人の夫として見ておられませ

んか。ご主人様にも足りない所があるのです。そこを見抜かれ、何時も妻、妻

ではなく、時にはお母さんになって、補って差し上げることが大事です。○○

様はそれをされておられるのです」とお話しされました。 

 

 

【2005-2 月】Ｐ069 

【伝道だより】  

 ・・・娘さんが家を出て独立し、一人暮らしをしたいと言い出され、すぐ感

情的になられる娘さんについて 

 「心が大切だと思います。自分の家にいても楽しくないから、人との楽しさ

に引かれて、出て行きたいと思うのです。家を楽しく、ご夫婦で力合わせて正

しい愛情を子どもに与える事が一番大切だと思います。大事な事をぬいて、形

に走っても、その娘さんは出て行きます。 

 娘さんの言う事に合わせたら、その子の我儘を通してあげる事にもなります。

話し合わないで、ごちゃごちゃ考えても仕方ないし、みんなで、ご著書をしっ

かり拝読されて、家族愛・家族の調和をうまくもっていく努力をなさったら、

おかしくなるはずはありません。 

 何か、お二人がしり込みをして、破れた袋を繕おうとしているように見えま

す。恐れる必要はない、かといってケンカする必要もありません。 

 すぐ感情的になる様に育たれたという事ならば、生まれてから三歳までの反

省をすることです。本当に愛情を与えられたかどうか、反省し、悔い改めて、

こんな事しか出来ていませんでした、と神仏に対して、心からお詫びをして行

かれる事により、お許し頂けるのです。 

 そういう努力をされて、その反省した心で、子どもに接して行けば、調和し

て行きます。お父さんもお母さんも、一生懸命育ててくれて有り難う、いとし

い、嬉しいということになります。堂々と、『いけない事はいけない、ダメで

す』と話されたらよろしい。 

 『出て行ったらお母さんは悲しいわ、お父さんもお母さんもとても心配して

いるんや、あなたが幸せになる事ならいいけれども、若いんだから、もう少し、

自重し、自分を大切にして、しっかりした段階で好きな人が出来たら、結婚し

たらいいよ、なんでも反対しているのではないのよ、今一生懸命に正しく生き
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る、そういう努力をする年頃なんだから、そこをお母さんも協力する、家が楽

しくなる様に、一生懸命に力を合わせて努力しよう、お父さんやお母さんの悪

かった所、足りなかった所は、これから直していくし、あなたもいい娘になる

ように努力をしてね』と話をなさる事も大切です。 

 お父さんからも話してください。女の子はむしろお父さんの話を聞くかもし

れません。全部自分が引き受けるのではなく、相手にも責任を持ってもらって

相互に楽しい家庭を築きあげていく事が大切です。 

 常に必ず、「健康祈願文」をあげて下さい。神仏にお願いして、不可能はな

いのです」 

 と、多くの事をご指導くださいました。 

 

 

【2005-8 月】Ｐ066 

【伝道だより】 

 テレビを見ていましたら、幼児に、今の環境を聞いている番組がありました。 

 私から見て、一人として母親から溢れる程愛情を頂いている方がいないよう

に思いました。そのため、子供達の五官が正しく成長していないようで、眼は

近視で、鼻も正常でない子供が殆どのように思いました。また、質問に対して、

ハキハキ答えている子供は、たった一人位でした。狭い顔の中に心の状態がす

べて現れているように思いました。 

 子供は、お腹に入って母親と魂の調和を計り、十月十日、母親のお腹の中で

成長し産まれるとお導き頂いています。夫婦喧嘩が絶えなくて、心をイライラ

させておられた母親のお腹にいたらどんな影響が出ているかは、想像しても恐

ろしいことです。子供はその中に生きているのです。どんなに苦しい、悲しい

ことでしょうか。夫婦の不調和の中での出産は、順調ではないと思います。 

 生まれてくる子供は、お母さんの両親との調和、夫婦の調和、家庭環境の調

和等のお母さんの心と肉体の調和を経て産まれてくるのです。生まれてくる赤

ちゃんは、十月十日、その過程にあるお母さんの心の悩み、苦しみを受け、心

に歪みを一杯持って産まれてくるのです。そのためか、母親が出産時に、痛み、

苦しむ人もおられます。 

 

 

【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。 
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 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

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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【3．「ひかり」誌抜粋-2：丸山先生のご指導・・・夫婦の調和】 

【1994-2 月】Ｐ042【伝導だより】 

 「・・・妻の場合は一番がご主人、ご主人の場合は一番が奥さんです。そし

て二番が子供なのです。」 

 ・・・日々の生活の中で、主人は大人だから分かっているだろうとか、こん

な事ぐらい出来るだろうと思い、つい子供の方に心をかけてしまいがちです。

先ず夫婦が調和をしなければ子供にその結果が出る。夫婦が調和をすれば子供

には特にしつけをしなくても、しっかりと育っていくということを、この法を

学んで初めて知る事が出来ました。 

 

 

【1994－8 月】Ｐ044【伝導だより】 

 「今日から感謝を持ちましょう。神の計らい・主の計らいに対して感謝して

生きて下さい。生爪を剥がす事より自分の人生のカルマを修正する事の方が難

しいのです。 

 感謝が無いと人を見下します。それは自分中心に自分の方がちょっと上だか

らと見るからです。 

 ご主人に対して感謝しているかどうか点検しましょう。感謝がないから愚痴

不満が出るのです。ご主人様の立場で修業をしないかぎり解りません。 

 ご主人の良いところに感謝し、悪い所は己の姿と見る事です。感謝の深い人

は健全です。 

 法の始めから終わりまで感謝であります。 

 自分の心が満ちたりないのは他に与えていないのです。いただいた以上に他

に与えないと、いただくばかりでは心は重くなります。 

 感謝を大きくするには悦びを忘れず、無所得の愛の奉仕をする事です」 

 ・・・ある方は「師のお話をお聞きし、主人を裁いていたと思いました。今

日帰って主人に手を付いて謝ります」とお話をされました。 

 師は「それは止めた方が良いです。相手にそれを理解する心があるかないか

しっかり見て謝る事です。何でも謝ればいいというものではありません。却っ

てやっぱり自分の方が正しいんだと思い上がらせることにもなりご主人様を生

かさないことともなります。ご主人の気根を知る事です」とご指導されました。 

 

 

【1996-03 月】Ｐ032【伝道だより】 

 ・・・その方は『子供のしつけのことで主人と話し合ったことで心に引っか

かっているものがあります。それは子供が三才になって我が出始め、我儘にな

ってきて言いたいことを言うようになり、おはようという挨拶もわざとしなく

なったのを見て、主人や両親から、この四月から幼稚園に入るのだから挨拶は

きちんとしなくてはいけない、また子供に対して甘やかし過ぎると言われてい
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たので、私はそうかなとは思うのですが、また、子供が悪いことをした時は、

子供と良く話し合いをするようにやって来たのですが、特に二、三日前に、そ

んなことでは駄目、挨拶は何事にも基本だから出来なければ怒ってでもきちん

と言えるようにしつけることが大事ではないかと言われました、そのことが心

にあります』と話されました。 

 先生は 

 『ご主人様は何処かからそういう考えを聞かれたのでしょう。いわばそれは

ご主人様の一つの考えです。貴方は正法の通りだと思っていますか。ご主人の

通りにしなくてはいけないからと、心で抵抗しているのではないでしょうか。

それも苦しみ悩みになっています。ご主人様の言われる通りにすると、子供の

心を傷つけることにもなります。 

 正法は「愛」ということを学んでいるのでしょう。正法によって貴方が愛豊

かなお母さんに、またご主人様も愛豊かなお父さんとなるよう、ご夫婦がより

円満に思いやり合って生きるようにすることです。 

 そしてそのお二人が調和された愛を一杯、子供さんに差し上げるようにされ

れば、子供は放っておいても円満な愛豊かな子供に育って行くのです。 

 夫婦の円満は、波風が立たないことが調和していると思っていませんか。貴

方は法を学んでおられるのですから、ご主人様の考えや主張に傾いていけば、

必ずや心は苦しくなります。 

 ご主人であれ、正しくない考え、つまり思想に合わすことは決して調和では

ないのです。常に相手が言うことに対して、法という物差しに照らしてみる点

検が大事です。 

 自分を大切に生きることです』 

 とご指導されました。 

 

 

【1996-6 月】Ｐ039【伝道だより】 

 人と人との対話が充分に出来ない人は、すぐに一人合点や早合点をして行動

してしまうことが多い。これは子供の時から両親と充分な対話をして来なかっ

たことに原因があります。例えば、鉛筆一本買うにしても、母親が一緒につい

て行って『これにしようかね、あれにしようかね』と親子で楽しく語り合いな

がら成長して来た子は、大人になってからもどんな人とも臆せず心を尽くして

の話が出来ます。 

 ところが子供の時に両親と充分な対話をしてこなかった人は、自分が家庭を

持った時にも、どうしても夫婦、親子の間で対話がスムーズに出来ません。何

を話したら良いか解らないのです。また職場においても、とかく自分一人で事

を決めたり、頼まれた仕事等も一人で仕上げないと気が済まないといった傾向

があり、他の人の意見を広く聞く、お互い話し合うという過程を疎かにしてし

まいがちです。 
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 そこでです。今日から夫婦いっしょにスーパーヘ行き一本の大根を買ってく

ださい。そして『お父さん、こちらの大根の葉っぱが青々していて新鮮そうだ

よ』『でもね、お母さん、こちらの大根もなかなか太くていいよ』というふう

に一本の大根をめぐっていろいろ智慧をしぼって話し合って見て下さい。 

 そこから話し合いが如何に心が満たされ楽しいか、またその結果、夫婦、親

子間が如何にきめ細かなものとなるか実践してみてください。そうしたことか

ら始めて行って、ひとつひとつレンガを積み重ねて行くように、また機で布を

織り上げて行くように、きめ細かな夫婦、親子の対話を進めて行くようにして

ください。そうすれば次第にどんな人とでも心を割って話し合えるようになり

ます。 

 正法実践の要はここにあるのだと思います。 

 

 

【1996-6 月】Ｐ044【伝道だより】 

 奥さんのお買い物について行くにも、ただ、車の中で待っている人、車を降

りて一緒に荷物を持って上げる人、それぞれあります。本当に奥さんをいとお

しく思うなら、重い荷物を持ってあげたいと思うでしょう。そして、いろいろ

話し合いながら買うと、お買い物ももっと楽しいものとなり、品物も生かされ、

買う人間も生かされ、さらには食べる人もまた生かされることになるでしょう。 

 

 

【1996-11 月】Ｐ045【伝道だより】 

 ある女性の方が 

 『私はユーモアのある、人を引きつける話が出来れば家の中がもっと明るく

なるのにと思います。 

 以前先生より、落語を聞いたりして、とにかく楽しく出来る勉強をされたら

良いですね、といわれていろいろやってはみるのですが、娘からもお母さんの

話って面白くないと言われてしまい、なかなかユーモアとか人を楽しくさせる

という事は私にはとても難しいと思います。 

 また、今日、ある方のご指導の中で真の夫婦になる為に会社経営をしている

のですよ、とお聞きしたとたん私は何か叩かれた様な気がしました。私は主人

と朝も昼も夜も四六時中ずっと、どうして一緒にいなければいけないのだろう

という思いがあって、店にいても家にいてもいつも仕事の話ばかりで新鮮味が

無く、なかなか調和が出来ず、きっと私はお店に出るのを辞めて家に居たら、

もっと明るい感じで主人に接しられるかもしれないという思いを持っていたの

ですが、そうではなく、私はまだまだ真の夫婦になれていないから家庭だけで

は不十分なので、会社経営を通してもっと夫婦になる為の修業をさせて戴いて

いるのだと解らせて戴き、何かすっきりと心の思いが取れて嬉しくなりました。

長年こんな思いをしていた事を反省し、帰ったら主人にお詫びをしなくてはと

思いました』 
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 という発表をされました。先生は 

 『お詫びをするのは待った方が良いですね。今ここで話を聞いてさっと掴ん

だ事はシャボン玉の様なものです。それはただ、形だけの上辺で思っただけで

貴女の心が納得していません。もっとしっかりと心を見詰め自分のものにして

反省をしてから、お詫びをされたら良いのです。本当に自分達夫婦の修業が大

事だという事をしっかり喰いついて心に落とす努力をされたら良いと思います。 

 また、お嬢さんがお母さんおもしろくないわといわれるのなら、面白い奥さ

んなり女性になったら良いのです。その娘さんの言葉もただじゃないと思いま

す。私はいつも家内と話をするのですが、正法の方だけでなく、いつもいろい

ろな方に会う機会がありますが、あの人の話は聞きたくないなと思う人と、あ

の人の話は聞きたいなと思う人がおられます。 

 なぜその人の話がおもしろいか、それはその人の心が明るいからです。だか

ら暗い話でもその人の心に入ったら皆明るくクリーニングされて、明るい話に

なって飛び出して来ます。明るいものが飛び込んで来ても心が暗かったら、明

るい話もみな暗いものになってしまうのです。要は心が根本なのです。心を明

るく楽しくすれば良いのです。 

 その心を明るくするには貴女の場合だったら結婚して今の自分は暗いな、う

まくいかないなと思っているとしたら生まれた環境、そこが暗かったらそこを

引きずっていないか、そこからの自分を明るく切り換える反省をして、一言話

しても楽しい話の出来る自分になろうと努力をして下さい。 

 自分の事は自分では解っている様で何も解らないものです。自分の嫌な所を

人に言って戴いて、その悪い所を取り去る努力をしていって始めて丸くなれる

のです。だから言ってくれる心の友がいるということは、有り難い事なのです。

ご著書にも書いてありますが正法は一人では修業出来ない、自分よりも上の人

を選んで修業しなさい。法友を持ちなさいと。だからこの場に出て来る事は有

り難い事なのです。人の話を聞いて学ぶのです。 

 それぞれ自分の思いで話していると思っておられますが、これも皆天上から

の計いで話をさせられているのです。だから貴女の話も皆さんに共通する課題

なのです。今日から人が楽しく聞いてくれる、楽しく明るい話が出来る人間に

なろうと努力して下さい。そうすればご主人も子供も身を乗り出して、それで、

それでと聞いてくれる様になるでしょう。自分の思っている事を何でもしゃべ

る事は正しい事ではなく、相手に勇気と希望を持って立ち上がれる言葉を出す

事が大事です。嬉しいな、よーしがんばるぞと思うような言葉をあげるのがお

母さんであり、お父さんであるべきです』 

 とご指導をされました。 

 

 

【1997-3 月】Ｐ037【伝導だより】 

 ・・・ご養子さんと結婚し、自分や母はご主人の家にはいろいろと心使いを
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しているが、ご主人の実家からは何も付届けがない事に実母が不満を抱き、そ

の間に立って悩んでおられる方のお話がありました。 

 先生は 

 『これはこの方だけの問題だけではなく、皆様の中にもよく似た環境の方が

おられると思います。そこで、私の家の実態をお話ししましょう。私の家も養

子縁組をしております。いつも私と家内が話す事は、「大学まで仕込んだ大切

な息子さんを養子に下さったご両親様に対して、どんなに感謝しても足りない

ね」と、付届けをして貰ったらその倍以上にしてお返しをしています。そして

向こうのご両親様を尊敬し非常に親しくさせて戴き、親戚の間でいざこざとか

おかしな事は微塵もありません。 

 男と女というものを区別する訳ではないけれど、特に男性を戴いている立場

として、これ以上有難く幸せな事はないと思います。大事な大事なお子様を下

さっているのに何をそれ以上欲しいのでしょうか。 

 また、次女はお嫁に行っていますが、その家のご両親も非常に尊敬し付き合

っております。長女と次女の二人の旦那様は非常に品行方正で思いやりの豊か

な人でいつも感謝しております。私達夫婦に、もしも男の子が授かってもこの

ような立派な人に育つ事は出来なかっただろうね、と何時も感謝しながら悦ん

でおります。 

 儀礼上の事はお互いにしますが、なくても別によいのです。貴女がお母さん

のものの考え方を変えなくてはいけません。立派な一人の人間を後継ぎに戴い

ているため、貴女もお母さんもどれだけ寄りかからせて戴いていることか、こ

んな幸せな事はないではありませんか。そこを反省し、話し合う事です。 

 正法に叶ったお母さんの意識革命、貴女の意識改革をしなくては神からお与

え戴いたご養子さんやお嫁さんを貰う資格はないのではないでしょうか。お嫁

さんであろうがご養子さんであろうが、お互いに尊敬しあい讃えながら付き合

う事が大切です。 

 付届けなどでその人を秤に掛けている様では非常に悲しいことです。人間の

命、魂というのはそんなものではなく尊厳なものなのです。我々ごとき者のと

ころへようこそ来て戴けたと感謝をどんなにしても足りないくらいだと思いま

す。ここに根本があり、原点がある。それを知って下さい』 

 とご指導をされました。  

 

 

【1997-7 月】Ｐ016【伝導だより】 

 ・・・夫婦は寝室を別にしただけでも心が通じなくなるものです。 

 

 

【1997-12 月】Ｐ046【伝導だより】 

 ある方が「うちの主人は非常に怒りっぽい性格で、何かと落ち度を私のせい

にしますので、家のことは一切合切、何でも私がしなければなりません」と話
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されたのに対し、 

 『ご主人様は何人兄弟ですか』 

 「七人兄弟の四番目です。母親は主人が十七歳の時に亡くなりました」 

 『やはりそこに原因があると思います。ご主人様の幼い頃、お母さんは次の

赤ちゃんに意識を向けなければならないため、充分愛情を与えることが出来な

いまま、特急列車で通り過ぎて行かれたのではないかと思います。溢れるほど

の愛情をお母さんからいただくことが出来なかったため、心が満たされず、今

でも常にイライラしておられるのです。 

 三歳までにお母さんから充分な愛情をいただいたかどうかによってその人の

運命の三分の二が決まります。愛情によって心が満たされていないとどうして

も心が暗く、しかも小さくなってしまうので、自分を守ろうとして自己中心的

になってしまいます。 

 ご主人様の魂の一部は今でも三歳、四歳の時のまま成長しておられないので

す。そんな所が出た時は、母となって、その次元にまでおりてあげ、愛情を与

えてあげることが大事です。 

 何時も妻として主人に求めてばかりではなく、ある時は、母として、またあ

る時は一人の女性として精進することが大切です。この世では精々愛を与える

修行のために出させていただいている訳ですから、精々与え尽くす努力をして

ください。それによって心は豊かになっていきます。 

 特に、女性は“清濁併せ飲む”広い心を持つことが大事とお導きいただいて

おります。 

 

 

【1999-4 月】Ｐ022【伝導だより】 

 ご主人が朝出勤されますとき、「行ってらっしゃい」と言われますか。 

 明日からはその後に、「早く帰ってきてね、待っているからネー」と言うよ

うにしてください。そうしますと、ご主人は寄り道をしないで、真直ぐ家に帰

って来られますよ。 

 

 

【1999-7 月】Ｐ043【伝導だより】 

 旦那様はびくびくおどおどする自信のない奥さんは嫌いです。いつもその家

の妻として、母として常に堂々としていればいいのです。そうすることによっ

て家庭が調和し、家族が安心するのです。しかも、自分の旦那様なんですから、

何も怖いことはありません。 

 自分の手のひらの上で旦那様を好きなように踊らせてあげれば良いのです。

男性というのは子供みたいな時もあったり、また父親みたいな時もあるのです。

女性は、時には母親になったり、また妻になったり、女性になったりと色々状

況に応じて変化することが大事です。女性は謙虚で、明るく、そして堂々とし

ているものなのです。 
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【2000-1 月】Ｐ038【伝道だより】 

 ・・・夫婦間でもこれは相手に言わなくてもいいなとか、これは隠しておこ

う等と、お互いが相手に見せない自分だけの世界を持っているとしたら、この

ような夫婦は表面上かみ合っているかに見えても実はとても不調和なんです。

しかし、お互いに心を裸にし、とことん話し合っている夫婦は、がっちりとか

み合っているため容易に崩れることはありません。 

 夫婦の話し合いは、生まれてから今まで、特にお互いの子供の頃からのこと

等について自分はどうであったか心を裸にし、正法の物差しによって語り合う

ことが大切なのです。そして、正法の最も基本は常に嘘のない生活をすること

なのです。 

 今日からは自分に嘘のない生活、一秒一秒の思い行いに嘘のない生活を実践

してください。自分の良心（潜在意識）に相談し、良心に忠実に嘘のない生活

を実践したならば、今以上に高橋信次先生の偉大さが分かって来る筈です。 

 高橋信次先生には、決して嘘を言ってはおられません。正法に嘘はありませ

ん。ですから、実践された結果は、高橋信次先生の言われた通りになるのです。 

 

 

【2000-7 月】Ｐ048【伝道だより】 

 ・・・家庭において奥さんは家庭の太陽でなければなりません。朝から晩ま

で笑い声の絶えない家庭をつくってください。それには、夫婦はお互いをよく

知らなければなりません。お互いが包み隠さず、心を裸にしてすべてを話し合

うようにしてください。一方的に話を聞くイエスマンになってはいけません。

常に謙虚に、時には意見を言うことも大事です。お互いに生かしあうことです。 

 夫婦が円満になれば、お子さんの心もまた円満となり、両親を尊敬するよう

になります。お子さんの心も調和されます。そして、お子さんに対しては親が

訓示するよりも、自分自身の今日まで体験した良いことも悪いことも、苦労し

たことも包み隠さず、すべてを話してあげてください。心のそこにあるものを

与えてください。 

 子供をお与え頂いたから親にならせていただけるのです。今日から一年生に

なったつもりで、実践してください。 

 

 

【2000-7 月】Ｐ050【伝道だより】 

 ・・・調和とか自我我欲とか、そんな正法言葉ではなしに、仲が円満かとい

う事です。夫婦が円満で、朝から晩まで笑い声の絶えない夫婦、そういう夫婦

で無いところに、いろいろと問題がおきるのです。 

 正しいとは愛であり、調和という事なのです。『心の発見』をはじめご著書

には全て、調和と言う事が書かれてあるのです。 
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【2001-5 月】Ｐ092【伝道だより】 

 ご主人様が何か言ってきても、直ちに自分の思いを止観して『あっ、いかん

いかん』と自分自身の思いを修正することです。心を静めて深く深呼吸して、

心を丸く調和するように努力することです。 

 『お父さん何？』じゃなく、『お父さんなぁに？』というように優しく言う

ように努力することです。すると心はいつも平安です。それは訓練です。 

 

 

【2002-3 月】Ｐ034【伝道だより】 

 夫婦の能力は、夫が○・五、妻が○・五であり、夫が如何に一人で頑張って

も一・○にはなりません。夫婦が共に心を調和し、正法に帰依し精進努力して

初めて、○・五プラス○・五で一・○の能力を発揮することが可能となるので

す。 

 そして、どちらかが死を迎えたとき、残された方が『引導文』を読んで差し

上げることで亡くなられた方は肉体から離れ、地獄に堕ちずに済むのです。そ

のためにも夫婦で正法に帰依することはとても重大なことなのです。 

 

 

【2002-6 月】Ｐ044【伝道だより】 

 「・・・また私が丸山先生の元で学ばせて頂いていることに対して、妻が大

変失礼なことを言ったものですから、ついカッとして言い合いになってしまい

ました」と発表された方に対して、先生は『その原因はどこに在ると思われま

すか』とお尋ねになりました。 

 その方は「人の上に自分を置いてはいけないというお話がありましたが、私

は妻に対して自分を上に置いて、物を言っているからだと思います」と答えら

れますと、すかさず先生は 

 『奥様を大好きで愛しておられるかどうかです。それが根本です。よりお互

いを思いやることです。奥さんをもっと愛して頂きたいのです。夫婦が大好き

で結婚しなかったら、不調和な子供が生まれます。相思相愛の夫婦の間では、

妊娠してもお母さんのお腹の中で子供は心身共に円満に育ちますが、そうでな

ければ細胞分裂が順調に進まず、肉体に欠陥のある子供が生まれて来る場合が

あります。夫婦は、お互いに愛し合い、敬いあう関係であることが大切です。 

 正法については、一方の人が正法に熱心だと、どうしても不熱心な方からい

ろいろと言われるものです。 

 ・・・でも、原因の根本は貴方の奥様に対する愛情ですから、是非もっと愛

してあげてください。そのためにも貴方は、もっと己に厳しく正法に沿った実

践をされることです。正法は万能です。正法によって解決しない問題はありま

せん』 

 と、慈愛に満ちた温かいご指導をされました。 
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【2002-7 月】Ｐ058【伝道だより】 

 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ツブツ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。 

 

 

【2002-9 月】Ｐ072【京都・春の研修会ルポ】 

 ・・・ご主人様との調和が難しい、逃げ出したいという思いは、神という存

在を忘れた思いなのです。特に大好きでもなく、尊敬しているわけでもなくと

いう思いは、神の存在を払いのけた思いです。夫婦にならせて頂くのは、神と

の約束事なのです。神に自ら願い出て許され、ご主人様と貴方様と、神との契

約のもとに夫婦にならせて頂いたのです。 

 ですから、必死になってご自分の思いを変えて、今生一刻も早く、ご主人様

を大好きになってあの世に帰ることが大事です。そうした時に貴方様は、今の

ご主人様を卒業出来るのです、ご夫婦の卒業式です。しかし、今の思いのまま

では、来世、またやり直しになるかも知れません。 

 ご主人様の、もっと良い所、素晴らしい所を見つけてください、不満な点が

見えてきたら、自分自身はどうかな、同じ所がないかなと点検して見てくださ

い。貴方様が見ていたら、相手も貴方様を見ているのです。 

 『私にどこか不満がある？』とお話し合いをしてください。話し合えないと

いうことは、『私はあなたのこういうところが不満だ』と、もし、ご主人様に

言われたとしたら、自分も答えなくてはいけない、だから話し辛いのではない

でしょうか。ご主人様から見られて、ご自分にも欠点があるということを承知

しておられるからではないでしょうか。 

 ご夫婦の調和は、そういう点も含めて、反省、ご精進されることが大切だと

思います。 

【2002-10 月】Ｐ049【伝道だより】 

 あなたはご主人様とお話しされるとき、笑顔で話されていますか。お互いに

愛し合っていますか。暗い心では夫婦の調和は望めません。まず、奥さんであ

るあなたが、常に笑顔でおられることにより、夫婦の調和、家庭の調和が出来

るのです。 
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 私ごとで恐縮ですが、私の家内は結婚したときからいつも笑顔でいます。一

日中笑顔いっぱい人間です。子供や孫たちから預かっているぬいぐるみが沢山

置いてあるのですが、家に来る前、夫々の家の隅の方に置いてあったようなぬ

いぐるみに対しては、何時も何時も『隅っこの方にいてかわいそうやったね』

と頭を撫でながら話しかけているため、いつのまにか皆表情が明るくなりまし

た。 

 あなたの家族の中で一番若いあなたが何時も笑顔で、ご主人様を始めご両親

に接することにより、笑い声の絶えない明るい家庭になるとは間違いありませ

ん。しかし、そのために生まれてからこれまでの反省が大切です。 

 

 

【2002-11 月】Ｐ061【伝道だより】 

 ・・・例えば今生うまくいかないで別れるでしょう。すると、来世また別れ

た相手を選んで出させて頂くのです。この世に出させて頂くことは、神との約

束なのです。神との約束を破棄した人は、何回でも約束を全うするまでやらせ

られるのです。すべて神との契約のもとにあります。お互いに生かし合い、許

し合い、助け合い、補い合う、『愛』の実践による自己確立の修行のためと、

約束した人々に法を伝道するため、結婚する人を選んで出て来ているのです。 

 

 

【2003-1 月】Ｐ063【伝道だより】 

 ご主人様のご両親様に対しては、前世で実の親の場合が殆どとお教え頂いて

いますので、自分の親のように甘えることが大事です。 

 ご主人様に対しては貴方様が謙虚になればなるほど、今まで分からなかった

ご主人様の愛の大きさがお分かりになられるでしょうし、ご主人様もまたより

大きな愛を現されるでしょう。 

 ・・・自分の親のようにご両親様と接して行かれることが、ご主人様にとっ

て一番嬉しいことであり、貴方様もまた嬉しくなるのです。 

 

 

【2003-3 月】Ｐ052【伝道だより】 

 ・・・親元を離れて遠くの大学に行く若者が増えていますが、その人はそれ

だけ親から愛情を頂く時間が少ないし、常に親の側にいて親を思いやり、話し

合い、常識、礼儀について教えて頂き、親の貴重な体験から学ぶことも少ない。 

 また自分自身も親に対して報恩感謝の行いを捧げる、また親を愛おしむ（親

孝行する）時間が少ないので、どうしても心が萎み、愛の心が豊かにならない

のです。 

 夫婦の調和についても、両親の姿から良い点、悪い点を学ばせて頂き、その

親から学んだ体験を自分たち夫婦で常に語り合い、お互いの両親を褒め讃え合

い、共に感謝し合い、明るく生きることにより、両親を超えた素晴しい夫婦の
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調和が築けるようになり、やがて、両親も生かされ、自分たち夫婦も生かされ、

また愛する子たちも生かされるのです。 

 

 

2003-5 月 Ｐ066【伝道だより】 

 結婚する前に何人かと交際することがあるものですが、前にお付き合いして

いた人に対する思いを反省しないで結婚してしまった場合、その母親の混乱し

た思念が、生まれる子供の細胞分裂に影響してしまうことにより、細胞分裂が

正常に進まないため、例えば心臓に穴が開いているなど、肉体等に異常を持っ

た子供が生まれているように思います。きっと現代医学では不明のことと思い

ます。 

 最近、特に欠陥を持った子供が多く生まれているようですが、そのほとんど

が、母親の過去における人に対する、そういった思いが原因ではなかろうかと

思います。ですから結婚する時、以前にお付き合いした人に対する反省を正し

く実践しないと、何時までも、以前交際した人に対する思念を心から完全に抜

くことが出来ないため、苦悩することになります。 

 この事は、夫婦がより調和するためには、特に大事なことです。年頃の娘さ

んや息子さんを持っている人は、是非、この事をお話ししてあげて頂きたいと

思います。 

 

 

【2003-7 月】Ｐ046【伝道だより】 

 ・・・もっと奥様と心を裸にして話し合って、悦び、お互いを称え合い、感

謝し合って生きることです。まだ心からの話し合いが足りないのではないかと

思います。これからは奥様と共にどんどん話し合って、互いに心が向上するよ

う努力されることです。 

 今日からは奥様の言葉の中に悦びの言葉がないか、探してみてください。『こ

んなことを言って貰って元気が出たよー』と言って、悦び、誉めてあげてくだ

さい。貴方様は神仏を信じておられますから絶対に大丈夫です。 

 本当に有り難うございました。 
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【4．「ひかり」誌抜粋-3：丸山先生のご指導・・・いじめ】 

【1986-02 月】Ｐ005【正しい道】丸山弘先生 

 この頃、校内暴力とかいじめ事件についての記事やニュースをよく見聞

する。 

 そのために、政治家や学識経験者等が集って議論をしたり、また諸外国

にまで出掛けて、教育のあり方について視察をしている人もいるようであ

る。 

 また、ある大学では、全国の一般社会人から講師を募集して、人生経験

から学生に学ばそうとしている。講師の中には、女性の有名タレントまで

選ばれたということである。 

 また、この春から開校される、ある高校でも前記の大学のようなやり方

で、一部の教師を一般人に委嘱するような方向にあることを聞いた。 

 我々が所属している商工会議所や組合・業界の団体等でも、研修と称し

て各界各層からの有名人を招いて講演を聞かせている。 

 ある宗教団体でも一般の信者とのつながりを強化するために、月に何回

かの日曜日に早朝参拝と称して、有名人の講演を聞く集いを開いている。 

 ある宗教では、諸宗教の長所をとって、それを一つの宗教のように組み

たてて自分の宗教としているものもあるようである。 

 このように教育の場である学校を始め、政治・経済・宗教等の各界にお

いて、いま、何が正しいのか、人間として知らなければならない「正しい

道」が、わからなくなっているように思われてならない。 

 神とか仏、あるいはキリストといったら、もういやがる人もいる。宗教

は誰も知らない所で自分だけこっそりやるものといったふうに思っている

人も、少なくないようである。 

 ここで、人間誰しもが「神の子」であるといったら抵抗のある向きも、

多々あるかもしれないが、しかし、誰しもが、夜になると睡眠をとること

は事実である。眠っているときは、肉体から魂が抜け出て、あの世にゆき

エネルギーをいただいているときである。また人間誰しもが、他人には嘘

をつけるが、自分に嘘をつけないことが、「神の子」の証しである。 

 すべての人間の心は神に直結している。神のもとに人間は皆兄弟である、

と高橋信次先生は説かれている。 

 先生が叫ばれている「神理」を先ず学習することが最も大切なことであ

って、各界各層の人生経験の豊かな人の話をいくら多く聞いても、真の心

の「かて」とはならないのではなかろうか。外に向けて求めるのではなく

て、自分の内なる心に求める道こそ正しいものである。 

 「神理」という人間に共通した場を基本としての、実践体験を聞き学ぶ

ことであれば人間の魂は進化向上してゆくものであるが、神理を離れた、
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神理を知らない自我我欲に汚れた人達の話を聞いても、参考にはなっても

心の中にいただくものは少ないのではないだろうか。 

 人間は子供といわず大人といわず、誰もの心が神と直結している。その

心が、人間としての正しいあり方を知っているのである。世の中のすべて

の人々は、先ず、不偏的な神理を学習して、人生の目的と使命を知り、自

分の置かれている「いま」という大切な現実を知らなくてはならない。他

に求めるものではなく、己の心に求めるものである。己の内なる心の叫び

に心の耳を傾け、一秒一秒を正しく歩まねばならない。 

 いまという「とき」は、二度と帰ってこない。一刻一刻この地上界を卒

業する日が近づいている。立派に安らいで卒業する道は、いまというこの

一ときを、命がけで、法を学び、実践することにつきるのである。 

 人間として最も大切なことは、神の子としての生きる道を、正しく学び、

実行していったとき、一人一人の心は、神の光に満たされ、家庭は調和さ

れ、いじめ問題や校内暴力・政治・経済・社会の混乱等の暗い様相は消え

去り、始めて日本が調和され、世界のリーダーとして、人類をすべて神の

心の方向へ向け、大調和への使命を果すことができるのである。 

 先ず、己から、夫婦・家族・職場・地域社会へと、善なる光の輪を拡げ

よう。 

 その根本は、報恩感謝の実践にあると思う、感謝のない人は悦びがない。

どんなことにも感謝し報恩の行為をしている人は、にこやかで、明るく、

あたたかい。心はなごやかでみずみずしい。眼は輝き、生き生きしている。

したがって、心も身体も健康で軽やかである。さわやかである悦びに燃え、

声もはずみ高らかである。 

 求めよ、さらば与えられん。尋ねよ、さらば見出さん。門をたたけ、さ

らば開かれん 

 狭き門より入れ、滅びにいたる門は大きく 

 その道は広く、これより入る者多し。 

 生命にいたる門は狭く、その路は細く、これを見出す者少なし 

 いま、悲しみの人よ、苦しみの人よ、歎きの人よ、汝は救はれん （聖

書より） 

 高橋信次先生に感謝と悦びを捧げて 
 

 

【1996-02 月】Ｐ040【伝道だより】 

 最近、新聞やテレビでは、『いじめ』の間題が盛んに報道されていますが、

それを見ていますと、いじめた子が悪い、先生が悪いと、いじめによって

死んだ子供を基準にして──いじめられた子供が正しいという観点から─

─周囲の人を裁いているように思われます。確かに先生やいじめた子供に

も落ち度はあるでしょう。 
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 しかし、いじめられる子供にも必ず原因があると思います。いじめにあ

う子は周囲から受けるものを何でも強く受けてしまって、それを跳ね返す

心の気力に欠けるのです。ゴム毬に譬えますと、両親の愛情を充分に受け

て育った子供の心は、空気をいっぱい入れて弾んだゴム毬のようです。周

囲のちょっとしたいじめや悪意も跳ね返す気力（弾力性）があるのです。 

 ところが愛情不足のため心が丸く豊かに膨らんでいないと、空気の抜け

たゴム毬のように、外からの圧力を跳ね返すことができず歪んでしまいま

す。ですから、いじめられる子供の側の両親も、果たして我が子の三歳迄

に、両親の調和された愛情を充分与えて、豊かな円満な心を持った子供に

育ててきたかどうかを振り返ってみることが大切だと思います。 

 そしてもし我が子が学校でいじめにあうようなことがあれば、先生や親

しい友達に会って、我が子の学校での友人との付き合いや、友達のために

進んでお世話をする子かどうか、などについて聞いてみることが大切だと

思います。とかく親は自分の子供を中心にものを見たり思いがちですが、

こうすることによって公平な立場から我が子の姿が見られるようになると

思います。 

 すると目然に対処の方法も分かってくるでしょう。そして家庭では両親

が反省をされて、これまで子供に与えていなかった愛情を二歳、三歳、四

歳と十歳迄の分を、充分に与えるように努力工夫をされたらよいと思いま

す。 
 

 

【1996-04 月】Ｐ044【正しく聞く、語る、思う】丸山弘先生 

 今日世情でとかく大問題となっています、いじめっ子問題、子供の自殺

問題等、子供の問題が悲しく伝えられていますが、これらも親子の関係が

小さい時から調和された円満な関係であれば、まずそのような問題は発生

しないと思います。 

 報道や裁判等では、受けた人間を中心とした結果だけを見ての、法律に

よる、または人の考えで判断し、心の面でのそれまでに至る問題が見落と

されていることは、非常に重大なことと言わねばならないと思います。 

 両親の調和された愛情によって成長した子たちは、心が円満で健全です

から、如何なることに遭遇しようとも、簡単に自分の命を断つなど、神仏

との約束を冒涜するようなことはしないでしょう。 
 

 

【1996-06 月】Ｐ037【伝道だより】 

 四才の自閉症の子供さんをもつ母親が、何故、私だけがこんな不幸な人

生を送らなければならないのだろうかと涙ながらに訴えて、私も皆様のよ

うに奇跡が欲しいと話されました。 
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 これに対し丸山先生は、まずご著書を拝読され、いつも明るい心を持つ

ことと、子供に愛をもって抱きしめて、常にスキンシップを与えて下さい

と言われ、必ずよくなります。とご指導されました。 

 又、ある母親は子供さんが中学に入学され、一学期は楽しく通学し、こ

んなに中学生活が楽しいものだと家族に話していた男の子が二学期に入り、

集団によるいじめにあい、本人は肉体的に異常を訴え登校拒否を訴えてい

るにもかかわらず、両親は高校進学の事を考え、無理に毎日学校へ送り迎

えをした結果、子供が自宅から外出しなくなりましたという苦しみを話さ

れました。 

 これに対し、丸山先生はまず、ご著書を拝読され、夫婦が調和し、母親

は家庭内でやさしい心で愛を持って接しなさいとご指導されました。 
 

 

【2001-01 月】Ｐ029【伝道だより】 

 うちの孫もよく学校で友達から疎外されるということが起きていました。

私は最近、孫の韓国への修学旅行の写真を見た時、その本当の理由が分か

ったのです。写真を見た時、友達の殆どが愛情不足の顔をしているのに驚

いてしまいました。 

 原因はここにあったことが分かり、孫に対して次のように話しました。 

 「友達が誰一人あなたの周りに集まってこなくても、少しも気にしなく

てもいいよ。それは一方に光があり、もう一方に光がないと、どうしても

類は類同士が集まることになるんよ。決してその人達はあなたをわざと疎

外しようといった思いではなく、その人同士が集まっていると心が安らぐ

からなのよ。 

 あなたもあの子達と一緒にいてもあまり楽しくない、と言っていること

と同じことなのよ。それは、生まれてから今日までの間、ご両親から愛情

をいっぱいいただいて育った子と、どうしてもお母さんが外に出て働いて

いる場合は、帰宅してもお母さんがいないとどうしても甘えたりして愛情

を頂くことが出来ないため、次第に愛情不足となり、心が満たされないた

めイライラしたり、幸せな子を見るといじめたくなったり、またはひがみ

っぽくなったりしてしまうのよ。だから悩みが一緒だったりする者同士が

集まるようになるのです」 

 また担任の先生も、自分自身の子供をカギっ子にして愛情を与えること

を知らないため、子供を教育する正しい愛の物差しを知らず、さらには豊

かな愛によって子供たちの心を調和させることが解らないため、何か物事

がある都度、好きな子、嫌いな子、または問題が起きそうな子に対しては、

何か起きると大変だから、その子の心に合わせるような処置をしてしまう

など、その間違いが心の美しい子たちの目に写るために、先生に対する信

頼と尊敬が次第に失われていることが原因であることを、十分に分かるよ
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うに話をいたしましたところ、それからは孫は元気を取り戻し、いくら疎

外されても動じなくなりました。 
 

 

【2001-05 月】Ｐ087【伝道だより】 

 ある方は、先月先生より登校拒否の子供さんは愛情不足が原因だから、

今からでももっと抱きしめてあげるようにご指導頂かれたのですが、「子供

が階段から降りてきた時に少し照れくさかつたけれど、抱きしめることが

出来ました」とお話しされたところ、先生は、 

 「抱きしめる前にあなたはしなくてはいけない事があるはずです。それ

は、お母さんが同じ年頃にどんなことを思っていたのか、親とどんな話を

したか、良いことも悪いこともまた、嬉しかったこと悲しかったことなど

すべて包み隠さず、子供に自分の経験を話してあげることが大事なのです。 

 すると、子供はお母さんも矢張子供の時があったのかと安心し、またお

母さんに親しみが持てるようになる等、子供の心が満たされて行くのです。

またお母さんに親しみが持てるようになる筈です。それの積み重ねによっ

て、子供はお母さんに何でも話してくれるようになるのです」 

 と、ご指導されました。 
 

 

【2003-09 月】Ｐ045【伝道だより】 

 ・・・離婚をされたあるご婦人が、高校生の長男が担任の先生から、二

年生になってから授業態度が横着と言うか、ふてくされた態度になってい

ると言われ悩んでおられました。先生は、 

 「僕ちゃんは、親から溢れるほど愛情を頂いていないので、周りの人に

対して、温かくとか、やさしくなどといった思い方や態度が出来なかった。

そういった心に接して来なかったので、心が愛で満たされることなく、む

しろ何事にも反抗して来たものと思います。 

 貴方はお父さんと別居をされた。お父さんとの不調和による、僕ちゃん

は最も大きな被害者だということに気付いておられないのです。貴方とお

父さんによって、この子の一生がめちゃめちゃになったのです。だから貴

方とお父さんは僕ちゃんに対して、心から謝罪をしなければならないので

す。 

 せめて、貴方様だけでも、今後日々もっともっと愛情をあげる努力をし

なければならないと思います。毎日毎日時間を作って、貴方様も心を裸に

して、また、僕ちゃんも心を裸にしてお母さんと楽しい話し合いをされる

ことが大事と思います。そうした努力の中で、次第にこの子の心が母親の

温かい愛情によって満たされて行くものと思います」 

 とご指導くださいました。 
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 またその方が、長男にチョッカイを出してくる子がいて、いじめに遭っ

ていることも相談されました。直ぐさま先生は、 

 「チョッカイを出してくるその子にも問題があると思いますが、僕ちゃ

んの心も暗く、その子の心にひっかかるものがあり、類は類同志が集まり、

相反発するのです。その原因は、両親との調和、両親の子供に対する愛情

の与え方に問題があるのです。愛により心が満たされないため寂しいし、

自分の心を満たしようがないのです。 

 貴方がお母さんとして今一番やらなければならないことは、僕ちゃんの

心の悩み、心の内を常に聞いてあげることが大事です。それには常に、ご

著書をしっかりと拝読して、反省され愛豊かな心づくりをされ、心を出来

るだけ埋めてあげる努力をしてあげることが大事です。チョッカイを出さ

れた、どうした、そんなことは関係ないのです。チョッカイを出されよう

が、何をされようが常にニコニコ笑える僕ちゃんにしてあげなければなら

ないのです」 

 とお話しくださいました。 
 

 

【2004-02 月】Ｐ059【伝道だより】 

 小学生の娘さんを持つ女性の方は、娘さんのクラスに、クラスメートに

対し順番にいじめをする子がいて、現在、娘さんがその子のいじめの対象

になっていることについてお話しされたところ、先生は、 

 「いじめは、いじめをする相手ばかりが悪いという見方では、自他とも

に生かされません。自分の子が何故その子にいじめられるのか、その原因

が自分の子にもないかどうかを見ることも大事です。 

 自分では気付かない部分で、何か相手を傷つけたり、妬まれたりするよ

うなことはしていないかどうか、お子さんには、そのような見方をするよ

うお話をしてあげることが大切であり、また、お子さんもそうすることに

よって、より生かされるかも知れません。 

 また、いじめをする子に対しては、周りのお母さん方や生徒が批判する

中で、貴方様はその子に、どれだけの愛を差し上げることが出来たか、そ

の子を通して、貴方様はイエス様の愛を実践する機会を頂いているものと

思います。愛とは、その子の心の次元まで降り、その子の悲しみや苦しみ、

痛みを聞いて上げて、そっと手を差し伸べて上げることです。 

 また、先生は両者の間に入って、平等に扱うことが正しいことです」 

 と、お話しくださいました。 

 

 

【2004-04 月】Ｐ069【伝道だより】 

 ・・・苦しみの中で法に触れられ、子育て等様々な問題を抱えながら、
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学修会で毎回先生に頂くきめ細かいご指導を、素直に実践して来られたあ

る若いお母さんが、 

 「先生！今日はとても嬉しいことがありました。子供のクラスで、一人

の子供に対してクラス全体の子供が関わるいじめが半年に渡ってあったこ

とを聞き、『あなたはどうしているの』と聞くと、『僕は、うわさを聞いた

時は嫌だと思ったけど、見たわけじゃないし仲良くしているよ。その子に

本を見せて貰ったりするので感謝しているよ』と言ったのです。 

 担任の先生からも、『今まで一切態度を変えずに接して来たのは、女の子

と○○君の二人だけだった』ということをお聞きし、本当に嬉しく思いま

した。 

 いじめにあったお母さんからも、『有り難うこさいました。一人でもそん

な人がいてくれて、うちの子もここまで頑張れました。○○さん良い子育

てしておられますね』と言われたので、正法のお陰様と思って、その方に

もご著書を渡そうと思っております。 

 そういう子供に育ってくれたことが嬉しくて、子供に対して、『偉いね』

と抱きしめてあげました。もう有り難くて嬉しくて……」 

 と、当時の厳しい環境を思い出され、感動で溢れ出る悦びの涙でお声を

詰まらせながらお話しくださいました。 

 先生は、「これまでの厳しい経験がなかったら、そんな素晴しい生き方は

出来なかったかも知れませんね。ご主人との問題、僕ちゃんとの問題、色々

な問題を体験したからこそ、このように正しく生きることが出来たのです。

自分の心を磨くための良い材料を神様がお与えくださったのです。原因を

うまく生かしたのですね」と、その方のご精進を愛一杯に讃えられました。 
 

 

【2004-04 月】Ｐ079【伝道だより】 

 ・・・ある方が「幼稚園ではいい子なのに、家に帰ると下の子をいじめ

たり、我侭になる娘に対し、精一杯抱きしめてあげるようとにご指導頂き

ましたが、形ばかりで心から出来ませんでした。あるとき○○様の体験談

を読ませて頂き、私は自分も休みたいとか、娘の我侭な姿は見たくないと

いう思いがあったために、幼稚園で精一杯頑張って来た娘の気持ちを思い

やれず、両手を広げて受け入れてあげることが出来なかったことに気付か

せて頂き……」とお話しされると、 

 先生は「かつて、貴方様はどんなお子さんでしたか」と尋ねられ、「私も

外ではおとなしい子でしたが、家で暴れるようなことはなかったと思いま

す」と答えられました。 

 すると先生は「そうしたら他に問題があるのではないでしょうか。まず

ご夫婦の間で、お互いに対する思いを点検され、十分に話し合うことが一

番大事です。子供の心は汚れていない分、敏感です。両親のことが気に掛
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かって伸び伸び出来ないと、不平不満が溜まって行くのです」とご指導さ

れ、 

 「夫婦でなかなか会話のキャッチボールが出来ないのです」とお話しさ

れると、先生は 

 「貴方様はご主人様を出来上がった一人の夫として見ておられませんか。

ご主人様にも足りない所があるのです。そこを見抜かれ、何時も妻、妻で

はなく、時にはお母さんになって、補って差し上げることが大事です。○

○様はそれをされておられるのです」とお話しされました。 
 

 

【2006-03 月】Ｐ078【伝道だより】 

 あるお母さんが、小学六年生の男の子が叩かれたり蹴られたりというい

じめに遭い、先生にご相談されたところ、剣道を習うようにとのご指導を

頂き、その通り実践されたところ、子供が精神的に強くなり、今日では、

いじめを跳ね返す勇気が出るようになってきたという体験を、「子供がいじ

めに遭い、登校出来ない日があったので、先生にご相談しましたら、『剣道

を習った方が良いと思います』という御指導を頂き、子供に話したところ、

始めは、全く受け入れてくれませんでした。 

 神様は正しいことをしている人を必ずお守りくださるということを言い

続け、話し合いました。しかし、学校に出かけると、やはりいじめに遭う

ようでした。やはり、もう剣道に行かせて頂くしか道はないと思い、正法

で教えて頂いていることは大丈夫ということを話しましたところ、大分か

かってどうにか『じゃあ剣道に行ってみる』ということで、……」 

 そこまで話されると、先生は、 

 「剣道はどこでもやっています。しかし私は、お母様にもっと細かく申

し上げたはずです。きっと僕ちゃんに対して、お母さんの思いも入って、

自分流に掻い摘んで話されたのでしょう？ 如何ですか。私から貰った通

り、その侭を話すことが大事です。それを私意（自分の思い）が入ってい

る、と言うのです。私意とは、自分中心の考えを言います。 

 決して、あなたを叱っているのではありません。私がお話ししたことを、

お母さんの思いを入れてお話しされたのでしょう。だから僕ちゃんは、『ヨ

ーシ、剣道習おう』という決意が一時遅れたのです。 

 『丸山からこの様に聞いた』と、聞いたことをそのままお話しするよう

にされることが大事なのです。自分の思いを所々入れて話してはいけない

のです。貴方が作ったお話では、この場合、僕ちゃんは勇気を持つはずも

ないし、立ち上がる気力も湧きません。 

 そこにも、平素あなたは僕ちゃんに対して、お母さんが噛んで食べて、『こ

のようにすると美味しいよ』という法による愛の心でお話ししておられな

かったのではないでしょうか。正法により愛の心を学んでおられたが、お
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母さん流の思い方になっていたのでしょう。 

 正しいということは、自分の考え、私意を入れたらいけないのです。私

意が入ったら、○○教になったり、○○さん流になり、心がなくなるので

す。己を生かし他を生かす愛の心がないと、勇気と希望と悦びを頂くこと

が出来ないため、立ち上がれなかったのです。 

 私意を入れないということは、自分中心の思い、考えでなく、愛を中心

に、正しく語りなさい、ということです。自分の考えでなく、正法の実践

による愛の心でお話し申し上げたら、どんな人の心にも勇気と希望と悦び

が頂けるのです。人間の心は誰もがすべて神仏様と結ばれていますから心

で分かるのです。『あーそうか、やろう－』となるのです。ここが、特に大

事なところです。 

 偉大な主・高橋信次先生の法を生活に生かし、日々精進努力することが

大事です」 

 と、先生は・・・お話しくださいました。 
 

 

【2006-04 月】Ｐ079【伝道だより】 

 いじめや登校拒否などに遭遇し、子育てに悩んでおられたある母子家庭

のお母様が、「子供に良かれと思い言ってきた事が、逆に子供の心を潰し、

悦び一杯になるのではなく、悦びを消すようなことばかりしてきた。思い

やり、愛が小さいため、子供の心の次元に下りることが出来ないことを、

今回いやという程分からせて頂きました」とご発表されました。 

 先生には、 

 「愛する子供だから、一生懸命言ってあげよう、言ってあげようと思う

けれども、心が豊かでないため、子供の心が分かっているつもりでも何一

つ母らしいことが出来ないと、次第に『何よ、何で分からないかねー』等

と、我慢して口には出さないけれども、心の中に燃えるような思いが出て

来るようになり、これが、子供の心にも伝わり益々不調和になるのです。 

 それでは、思いばかりが先を行くようになり、法を精進努力することが

ついて行かなくなり、遂に思いの世界で、自分よりも子供を責めるように

なられたのではないでしょうか。 

 法によって自分の心が豊かになり、人に対する思いやり等、愛が心から

溢れるようになれば、子供が分からないときは直ぐさま、『自分自身、心が

出来ていないんだなあ。私自身、もっともっと愛豊かな母にならないとい

けないんだなあ』等と自戒できるようになるのですが、ここまで出来ない

人は逆に、子供を責めるのです。 

 子供はすぐに察知しますから、『なんや、お母さん、怒ってばかりいて…

…』と、こうなるわけです」と先生が申されると、直ぐさまお母様は、「そ

の通りです」と答えられました。 
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 続いて先生が「自分自身の愛の心作りが正しく分かっていなかったので

す。精進努力が追い付いて行かなかったのです。お母さんはこんなに愛情

持って、こんなに愛しているのにと、思いだけは持っていたのですが、自

分中心の感情が大きくなり、愛の心・精進が未熟だったからです。私のよ

うな心の通訳がいないと、最愛の親子でも、心の話し合いが出来ず、不調

和な状態になるのです」とお話しされますと、お母様は、 

 「その通りでした。先生からお電話を頂いてから、子供に『お母さんは

良かれと思って言って来たけれども、お母さんの気持ちばかり言ってきた

ことゴメンナサイ』と謝まりました」と答えたら、更に先生は、 

 「子供も生かされ、お母さん自身も生かされる調和した悦び、愛がなか

ったら、お子様がいくら愛しくても、立ち上がれないのです。親が法から

外れた自分中心の思いを話すと、親子は不調和になります。 

 良い子でいて欲しいと思うその前に、愛豊かなお母様になることが大事

なのです。お母様自身が出来ていない分、自分中心の思いが強くなるので

す。 

 調和するようになると、笑っているだけで、力を入れなくても、心と心

が伝わり合い、うまく行くようになるのです。 

 お母様にとってお子様は、ある時は子供であり、ある時は先生です。親

にならせていただくための修行を、我が子によってさせて頂いているので

す。 

 三歳までの魂の次元を、一生持ち続けるのです。 

 三歳までに親からどれだけ愛情を一杯貰ったかどうかによって、その人

の愛の心の次元が決まる、とお導き頂いています。だから、『三つ子の魂百

まで』と言うのです。 

 ですから、我が子の三歳までに、精一杯愛情を与えないといけないので

す。両親が円満で、夫々法により心を精進努力しないと、精一杯愛情を上

げようとしても、愛情を与えることは出来ないのです。そのための学修教

科書は、偉大な主・高橋信次先生のご著書『心の発見 神理・科学・現証

篇』です。 

 まずご著書を、当会の学修テキストにより正しく拝読することが大事で

す」 

 と、正しい子育てについて、具体的に大変分かりやすくお話しください

ました。 

 

 

【2006-11 月】Ｐ072【伝道だより】 

 『現在、国内では、『いじめ』を始め『ひきこもり』等、子供や老人に対

しての不穏な事件が多発する中、教育、医学、警察関係者は、結果につい

ては対応しておりますが、何故多発するようになったのか、その原因の究
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明については、まだ十分掴めていないようです。しかし、当会では、約二

○年前から、偉大な主のみ教えにより、原因は親の愛にあると大きく叫ひ

続けて来ました。 

 両親が常に愛し合い、尊敬し合う環境の中で生まれた子供ならば、日々

温かい愛情に満たされた環境で、深い愛情により育てられれば、心身共に

健全な子供に成長した筈です。しかし、その親自身も十分両親から愛情を

頂かなかったため、何代も不調和が続き、益々その不調和が大きくなり、

結果もまた比例して大きくなり、個人的な問題として処理出来ない大きな

社会問題として、さらに大きな事件となって、一斉に各地で火の手を上げ

るような事態となっているのが現状です。 

 しかも、その原因については、未だに発表されていない状態の侭であり

ます。当会が、いち早く『愛の問題』として取り上げたのが、去る七月九

日七時のＮＨＫの放送以来ですから、もう既に二ヶ月が過ぎました。 

 平成一二年、小渕内閣発足当時、当会では『教育改革に関する意見書』

公募に際し、『意見書』を提出いたしました。一人でも多くの心在る方が、

偉大な主・高橋信次先生のご著書を拝読され、学修して頂ければ、心も政

治・経済も安定し、生活に困る人も少なくなるであろうし、難病等の病に

苦しむ人も少なくなるであろうとの悲願のもと提出いたしました。 

 偉大な主・高橋信次先生には、国政を司る人の心得の第一は「愛」であ

り、すべて自分の善なる心に素直であれと、お説き下さいました。常に無

所得のもと、国民の中にあって、国民と共に生き、国民の悦びを悦びとし、

国民の悲しみを悲しみとする「心在る人」が政治家となり、大宇宙大神霊・

仏様のもと、その御心を心として、調和した社会を築かねばならない。 

 今日、私たち法に生きるものすべてが、 

 「何故、偉大な主・高橋信次先生が日本にお出ましになられたのか」、今

こそご著書をしっかりと拝読され、その尊いご意志をこの地球上に具現す

ることこそ、私たち法に帰依した心在る魂の重大な使命であることに気付

かねばならないのです。そして一時も早く立ち上がらねばならないのです』 

 とご指導下さり、私たちが神の子として自覚し、その目的と果たす唯一

の道は、伝道に奮起することである、と強く思わせて頂きました。 
 

 

【2006-12 月】Ｐ055【この世から『いじめ』を無くすために】 

 医師の方とその奥様の連名での投稿 

 最近、「いじめ」を苦にした子供達の自殺が相次ぎ、過日、「文部科学大

臣からのお願い・未来のあるきみたちへ」という異例の呼びかけが発表さ

れました。 

 私たち「高橋信次先生の法を学ぶ会」では、お導きを頂き、「いじめ」の

原因は、『愛』の不足にあることを、広く皆様に知って頂きたいと思います。 
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 『愛』については、偉大な主・高橋信次先生には、数々のご著書の中で

お説きくださっています。私たちは、偉大な主・高橋信次先生のみ教えを

学ばせて頂き、いじめについては、「いじめる子供も、いじめられる子供も、

共に親の愛情を十分に頂いていないこと」また、「親から、人に対する思い

やりの大切なことについて、教えて頂けなかったこと」が原因であること

をお導き頂きました。 

 偉大な主・高橋信次先生は、「親の愛」について、ご著書の中で次のよう

にお導きくださっています。 

 『人々は良く自分達にできなかったことを子供に託してその希望を果た

そうとする教育や虚栄心による子供への束縛を原因として不調和になる場

合がある。 

 肉体舟は確かに与えたものだろう。しかしそうした場合、その魂まで両

親の独占物だと考えていることに誤りがあるということを知らなくてはい

けない。 

 全くの親子であっても、魂は個の生命であって、自ら相違があるのだ。 

 なぜなら、魂も親が与えたものであり、親の分霊だと思うなら、その思

考性や行為のすべては同じでなくてはならないだろう。 

 残念なことに、親のいうことを利かない子供が多い事実を考えなくては

ならないのが現実なのである 

 従って親達の、子供の環境や教育についての育成は、溺愛でなく、家柄

や自己保存的な考えを捨てた純粋な心からの愛でなくてはならないという

ことだ。 

 子供が自分の思った通りの道を歩くと、世間の両親の中には「あんなに

可愛がって育てたのに、親の恩を忘れて、親不孝をしている」などと嘆く

者達がいる。 

 しかしこれも親のエゴイズムであろう。報いのみを求める、そんな心だ

から子供達は自分達の真実の道を求めて去って行くのだ。 

 親子相互の対話の不足を考え、子供の人格を認めてやることも親の愛と

いうものだ。対話のない家庭の中には孤独な子供達が育ってしまう、これ

が現実だ。 

 だから両親は、子供の魂の乗り船は、互いに約束して与えたのだという

ことを忘れてはならない。 

 与えた、と思う心があるから、親の尺度ですべてを計り、子供に注意な

どをする。 

 親の意志に反したことをすれば、きびしく叱り、肉体はおろかその心ま

で束縛してしまう。 

 私達は、こうしたことを良く考えて、子供達を指導することが必要であ

ろう。 
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 最も自由自在の中で、良く心の在り方を教え人間としての道を教え、感

謝と報恩の意味をさとし、両親が実践模範を示した生活環境を造り出すこ

とが先決なのである。 

 純真な子供心を素直に育ててやることが、より良い豊かな心を大きく育

てる道、これが本当の愛情というものだ。 

 きびしく叱ることも、正しい中道の判断によれば、その真実が子供心に

ひびくことなのである。 

 子供と親の対話、日々の行動が、心の交渉が、愛の心をより豊かに育て

て行く。子供の心もそこで広く人々のなかに調和され、自分自身の魂を磨

いて行き、円満な人格を作って行くのである。 

 親が子を放任し、正しい道をその愛情によって示さない生活の中で育て

られた子供達は、気の毒といわざるをえない。 

 たとえば学校の成績ばかりを気にしている親達の心は、自己慢心にしか

すぎないということだ。 

 心の中の智性の領域だけが発達しても、心にゆとりがなく情緒のない人

間は、人生での正しい判断すら決定することはできない。 

 知性は、人生をいかに正しく生きるかという、調和した生活をするため

の早道であって、自己保存、自我我欲の道具ではない。 

 智策、智に溺れるの愚を犯してはならないのである。 

 知性と理性、本能と感情、そして想念の領域が調和された、円満な人間

に成長することが神理である。 

 試験、試験の人生は、自己保存的な、かたよった人格を造り出し、人間

本然の心を失ってしまう結果にもなってしまう。 

 また本能的な領域だけが発達しても、不調和な人格を造ってしまうもの

である。 

 いずれにしても心の不調和が、想念に曇りを造り出し、神仏の慈悲と愛

の光をさえぎり、ノイローゼの原因を造り出してしまうというわけである。 

 その暗い想念意識は、不調和な霊によって憑依され、人生を灰色と化し

てしまう。不調和な満ち足りぬ心の病いは、神理を悟った生活以外、修正

することは不可能である』 

（ご著書「心の発見・科学篇」一八四頁～一八七頁より抜粋させて頂きま

した） 

 

 当会代表の丸山弘先生は、「母の愛」について、次のようにお話しくださ

っています。 

 『公園などで、子供達だけが遊んでいて、親が離れてベンチに座ってい

るような光景をよく目にします。お子さんがお母さんを呼んでも、子供達

と一緒に遊ぼうとされない、そのようなお母さん方が大変多いように思い
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ます。 

 それは、どうしてでしょうか。 

 如何なる母も、我が子を愛さない母はおられないはずです。どの方も溢

れるほどの愛を差し上げたいとお思いになっておられるに違いないのです。

しかし愛は、思った通り限り無く降る星のように差し上げることはできな

いのです。 

 何故でしょうか。 

 それは、お母さんにも「自我」という意識があるからです。「自分中心」

という心が、しっかりと心の中に居座っているからなのです。この幼い時

からの「自我」という心（自分中心の思い）が、年とともに大きく成長し、

善なる心（良心）を押しつぶそうとするのです。 

 母として、子供を抱きしめたいと「善我」なる心が思っても、もう一方

の「自我」という「偽我」の心が、貴方よりもお母さんこそ疲れたわ、私

こそ誰かに抱きしめて欲しいわ。慰めて欲しい、等と叫ぶのです。 

 そしてこの二つの心の衝突により、善なる心が偽我に負けてしまい、つ

いついその溢れるほどの愛を我が愛する子に差し上げたいという思いが消

え去っていくのです。 

 その母の心が未熟で幼い限り、その子は、母の愛をいただくことはでき

ません。そしてその子は苦しい一生を過ごしていくのです。やがて、その

子も母親となり、やはり愛する我が子に愛を差し上げることが出来ない侭、

またその子も苦しんでいくのです』 

（「自我・我欲」については、ご著書「心の発見・神理篇」一三四頁最終行

～一三五頁一三行目及び、一六五頁五行目～一六八頁四行目、「心の発見・

科学篇」四六頁七行目～四七頁三行目にお導きくださっています） 

 

 また、当会「ひかり」誌「二○○○年八月号二八頁、北九州地区伝道だ

より」の中で、「母乳を飲むことが子供の発育や歯並びに、大切な役割を果

たしている」ということについて、次のようにお話しくださっています。 

 『赤ちゃんは産まれると直ぐにオッパイに吸い付きますが、それは過去

世で経験があるからです。 

 赤ちゃんが母乳を吸うのに要する時間は、一回が平均十五分ですが、母

乳を飲むとき、その十五分の間に、赤ちゃんは下顎を前後になんと千回以

上も動かして、汗まみれになってお乳を飲むのです。 

 そしてそのことが、赤ちゃん自身の発育に、そして歯列の形成に大きな

役割を果たし、乱杭歯（らんぐいば）などができないのです。そして母親

は赤ちゃんの顔を見ながら、夜も寝ずにオッパイをあげ、「かわいい、かわ

いい」と愛情一杯の心で育てることにより、肉体的にも精神的にも母親に

ならせて頂き、母性本能が益々大きく目覚め、同時に赤ちゃんの心身も、
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母親の愛情の分、成長していくのです』 

 

 さらに、「いじめ」、「親子の愛」について、丸山先生は次のようにお話し

くださっています。 

 『母親の愛情が不足すると、子供の心はしぼんだ風船のようになり、心

が満たされることなく、それを満たそうと思い、次第に年とともに心が強

く自分中心の思い、行いに向かうようになります。そして、次第に「いじ

め」という思い、行いにより、心の不満を解消しようとします。 

 しかし、それでも根本的な不満は解消しません。なぜならその不満はご

両親様、特にお母様の子供に対する愛情の不足から来ているからです。心

が母親の温かい愛情により満たされない限り、愛情不足という傷を心に持

ったまま成長し、やがて結婚しても、夫婦の思い、行いが不調和となり、

常に自分中心の「幸せでない、満たされない」等の思いが大きくなって、

愛を夫にも、妻にも、子供達にも与えることを知らないため、欲しがって

ばかりの人間が世に溢れるようになっているのです。 

 したがって、いじめられる子も、やはり親から愛情が十分頂けなかった

ため、何事にもめげずに乗り越えていくという自力が足りないのです。両

親、特に母親の愛情を一杯頂いて育った子供は、常に目が輝き、口元には

ほほえみがあります。常に、心が満ち足りているからです。そのような子

供は、常に勇気があります。そして、周りのお友達の面倒も、進んで見る

ようになります。それは常に心が温かく、心にゆとりがあり、心身共に健

全だからです。 

 自分の子供に対して、これまでこのような溢れる愛情を一杯差し上げて

来られたか、もう一度振り返って、ご著書をお読みになり十分反省してみ

てください。結婚したからといって、子供を産んだからといって、誰もが

直ぐに優しく、温かいお母さんや、お父さんになれる訳ではないのです。 

 子供によって、母親に、父親にならせて頂く修行の機会を常に頂いてい

るのです。両親が円満で仲良く、限りない無償の愛情を与えながら子供を

育てることにより、子供の心は丸く豊かに成長していくのです。 

 まずは、お子様が生まれる前、お父様とお母様が調和された円満な夫婦

であったか、どうかを、振り返って反省してみてください。次に、お子様

が生まれてから三歳までの間にどれだけ調和された愛情を与えてきたか、

どうかについて考えてみてください。それには、夫婦が円満であったかど

うかが特に大事です。でないと、子供に対して、両親の調和された愛情を

与えることができないのです。 

 偉大な主・高橋信次先生には、「大人も子供も、その心はすべて、神仏の

み心と直結している。それ故、人間はすべて自分の良心にウソをつくこと

が出来ないのだ。すべて人間は、神の子であり、仏の子である。あらゆる



129 
 

地球上の人の心は、大人も子供も、女も男もすべてが神仏の元に一つであ

る」とお導きくださっています。 

 如何に小さな子供であろうと、親から愛情を頂いていないことが心で分

かるのです。そして、やがて恨むようになるのです。今日特に、その親自

身も、自分が小さいとき、親から愛情を十分に頂けなかった方が多いよう

です。そういう人は、人の親にはならせて頂いたけれど、自分の子供に温

かい愛情を十分与えることが出来ないのです。 

 ここが原因となって、親子のトラブルを始め、夫婦の不調和、世の中に

争い等の混乱が発生するようになり、社会が、国が、地球が混乱するよう

になっているのです。このように、両親の愛情、特に母親の愛情がどれだ

け子供の健全な心作りに重要かがお解りになられたことと思います。 

 このことは、偉大な、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださいました、

地球上唯一の「正法神理」を学ばなければ、知ることの出来ないことであ

り、そうしなければ、愛情不足の侭成長した人間が増え、益々争いや混乱

が増大して行くことになるのです。 

 それについて、ご著書の中で、次のようにお導き頂いています。 

 「子供達は、環境や親のしつけによっていろいろと精神面も発達して行

くのであるが、未だ煩悩の動きは小さい。やがて自己意識が発達し、親か

ら離れるようになると、神仏のことや感謝の念すら忘れ去って行く青少年

が多くなり、学校では学問の詰め込み主義、智のみ発達して心の教えを受

けることは無に等しい環境におかれ、神の子としての本性を忘却してしま

う。 

 年頃になると、恋愛、結婚、そして家庭、子供、隣人など、不調和な要

因はますます多くなり自ら苦しみの原因を人生の上で作るようになる。そ

して、エゴイスティックな生き方を多くするようになり、結果に対して責

任の希薄な人間と化して行く」 

（「心の発見・科学篇」二三二頁より抜粋させて頂きました） 

 

 今からでも遅くはありません。もし、我が子に対する愛情不足に気づか

れたら、ただ今すぐ、ご著書を拝読され、精一杯愛情を差し上げるよう努

力してください。 

 人間は、誰もがすべて心に愛情が満たされると、如何なる困難にも立ち

向かい、また一人でも多くの困っている人々に愛情を差し上げようと、神

の子として、神仏のみ心の侭に、我が命を捧げて尽くされることでしょう』 

 

 また偉大な主・高橋信次先生がお導きくださいました正法・神理を学ぶ

方が、地球上に多くなるにしたがい、次第にお導きにより、「仏国土ユート

ピア」が誕生するのです。このことを叫ぶために、私たち、正法者は、偉

大な主のお供をして、この地に出させて頂いたのです。 



130 
 

 さあ！！只今からご著書「心の発見 神理篇・科学篇・現証篇」を「は

じめての人に」により、根気よく毎日拝読しましょう。そして頂いた『愛』

という悦びを、地球上の一人でも多くの人に捧げましょう。 
 

 

【2007-01 月】Ｐ059 

【文部科学省に提出した「いじめ、ひきこもり等青少年問題の解決につい

ての提言」について】 

 最近、テレビニュースや新聞において、いじめに関する報道を見ない日

はありません。八正道によっていじめ問題を見ると、いじめる子供、いじ

められる子供、そしてそれぞれの両親などすべての人が、三歳までにお母

さんの豊かな『愛』を貰えず、心が満たされないままに育ったことが「い

じめ」の原因であることが分かります。 

 母親の愛情が不足すると、子供の心はしぼんだ風船のようになり、心が

満たされることなく、それを満たそうと思い、次第に年とともに心が強く

自分中心の思い、行いに向かうようになります。そして、次第に「いじめ」

という思い、行いにより、心の不満を解消しようとします。 

 また一方では、愛を貰えないまま成長したがために、自分に自信が持て

ずおどおどして、いじめられてしまうのです。 

 しかし、学校をはじめとする関係者の方々は、正法を知らないがために、

対症療法的な対応しかとれないのが実状であります。当会では、すべての

方が、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださった「正法」を学修して頂

き、いじめ問題を始めとする青少年問題、教育問題の解決につなげて頂き

たいと考え、まずは学校教育を所轄する文部科学省に対して、「いじめ、ひ

きこもり等青少年問題の解決についての提言」を送付させて頂きました。 

 今回は、紙面の都合上、提言本文ではなく、添状を掲載させて頂きます。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 拝啓時下益々ご清祥のこととお悦び申し上げます。 

 貴省におかれましては、日頃より教育行政の分野から、我々国民生活の

安寧のために心を砕いてくださり、心より感謝申し上げます。 

 さて、「いじめ」「いじめによる自殺」等の問題が連日報道されておりま

すが、それはもっぱら「いじめが起こるのは学校が悪い、学校教育の責任

だ」という批判が中心であるように見受けられます。そして、無礼である

ことを承知で申し上げますが、この問題に対する学校および貴省の対応は、

いじめの原因は何かということが分からないまま、対症療法に終始してお

られるように思います。 

 当会は、偉大な主・高橋信次先生という方がお説きになった「正法」を

日々勉強し、実践している会であります。そして、その「正法」の中に、

いじめ問題の原因と解決の道が示されていることを、広く皆様に知って頂
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き、平和な社会が実現することを願い、標記提言をまとめたものでありま

す。 

 偉大な主・高橋信次先生とは、世界で唯一、心と肉体との関係を科学的

に説き明かされた御方であられます。一九六八年、四一歳の時神理を悟ら

れ、コンピューター機器製作会社を経営されながら、無所得で全国各地を

講演されるなど、一九七六年六月、この世を去られるまで、人間の心の偉

大性をお説きくださいました。 

 偉大な主・高橋信次先生には、「慈悲」「愛」ということをお説きになっ

ておられます。「慈悲」を一言でいえば、なさけ、いつくしむ、思いやりと

いうこと。人の苦労を見て、なんとか助けてやりたい、苦労をとり除いて

やりたい、楽にしてやりたいという心です。また、「愛」とは、人間同士が

互いに、生かし合い、助け合い、補い合い、許し合うということです。 

 そして、偉大な主・高橋信次先生には、人間は誰もが「慈悲」と「愛」

の心を持っている、「慈悲」と「愛」が人間の本性であるとおっしゃってお

られます。したがって、すべての方が「正法」を学び実践し、自らの心の

中にある「慈悲」と「愛」を呼び覚ますことができれば、人をいじめたり

傷つけたりするはずがありません。 

 これは、「いじめ問題」だけでなく、ひきこもりや家庭内暴力を始めとす

るすべての青少年問題にも当てはまることであり、「正法」こそが全ての青

少年問題を解決する処方箋であります。 

 全ての基本は家庭にあります。いじめる子供、いじめられる子供その他

問題を起こす子供、そしてそれぞれの両親が、三歳までにお母さんの豊か

な『愛』を頂くことができず、心が満たされないままに育ったことが原因

であります。 

 何卒、貴省におかれましては、別添させて頂きました偉大な主・高橋信

次先生のご著書「心の発見」（神理・科学・現証篇）および本提言をお読み

頂き、これを始まりとして、「正法」を教育行政の基本に取り入れてくださ

ることを、強くお願い申し上げます。 

 そして、家庭教育から始まり、学校教育、社会教育、広く様々な場にお

いて、すべての人々が、正法を学修し、実践されれば、青少年問題にとど

まらず、すべての社会問題が解決することと信じてやみません。 

 最後になりましたが、当会のホームページ 

http://houwomanabukai.org/ も何卒ご高覧くださいますよう併せて

お願い申し上げます。 

 さらに、偉大な主・高橋信次先生のご著書、ご講演カセットならびに資

料の提供、または講師派遣等についてご要望がございましたら、ご下命く

ださいますようお待ち申し上げております。 

 全ての方々の心の平安をお祈り申し上げます。 
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                 敬具 

平成一八年一一月二七日 

                 高橋信次先生の法を学ぶ会 

                 代表  丸山 弘 

文部科学省初等中等教育局 

  局長  銭 谷 眞 美 殿 

 

添付図書・資料 

 偉大な主・高橋信次先生ご著書 

  「心の発見 神理篇」「心の発見 科学篇」「心の発見 現証篇」 

 資料 

 「いじめ、ひきこもり等青少年問題の解決についての提言」 

 高橋信次先生の法を学ぶ会発行小冊子 

 「第三一回偉大な主・高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」 

 「はじめての人に」 

 月刊「ひかり」誌一一月号 

                           以上 
 

 

 

【2007-02 月】Ｐ060【伝道だより】 

 ・・・今年になっていじめ問題が社会現象として取り上げられています。 

 政府は、この問題に対し、いろいろ解決策を考えているようですが、な

かなか核心的な話にならず、いじめの原因については誰も分からないのが

現状のようです。 

 正法では、いじめる側もいじめられる側も原因は夫々母親の愛情不足で

あることをお教え頂いています。母親がお腹に子供を宿した時から三歳ま

でに与える愛が、その子の心を作るとお教え頂いていますが、いじめをす

る子供達は、母親から十分な愛情を頂いていないし、また、その母も母か

ら十分な愛情を頂いていなかったがため、人に対する思いやりの心や感謝

の心を教えてもらっていないのです。 

 そうした愛情不足の子供達にいじめたり、いじめられたりすることが現

れているのです。 
 

 

【2007-03 月】Ｐ070【伝道だより】 

 ・・・いじめを始め親子の問題についても、独り、我が国のみでなく、

最近ドイツの新聞でも大きく取り上げられていましたが、その原因につい

ては、文部科学省を始めとした政府部内でも、未だ議論の域を抜けていな



133 
 

いようです。 

 偉大な主・高橋信次先生には、既に一九七五年当時から、その根本は母

の愛であり、愛情不足が原因である、とお導きくださっておられます。 

 要は、現在、お母様になっておられる方が、幼少時代（特に三歳までの

間）に、夫々お母様から愛情を十分頂くことが出来なかったことが原因で

あります。 

 何らかの理由で、お母様から愛情を頂くことが出来なかったため、お子

様の心が、ちょうど風船の空気が抜けたように、丸く豊かな状態でなくな

り、思いやる等、温かい愛の思いが出せなくなったことが大きな原因とな

り、弱者をいためつける、いじめに繋がるような心の人間になったのです。 

 お母様から愛情をたっぷりもらったお子様であれば、人様を傷つけたり、

まして、人様の命を奪うようなことは絶対にしませんし、むしろ、弱者を

いじめる、愛少なき子等に立ち向かって行くことでしょう。 

 それが選ばれた神の子であります。神のみ心と直結した熱き心の、恐れ

を知らない神の子なのであります。 
 

 

【2007-04 月】Ｐ026 

【NHK テレビ番組 日本のこれから「いじめ、どうすればなくせますか」

に対する提言】 男性の方の投稿 

 二○○七年三月三日の午後七時半より放送されました、貴局の番組、日

本のこれから「いじめ、どうすればなくせますか」を拝見させて頂きまし

た。私も、昨今におけるいじめの問題につきましては、かねてより心を痛

めている一人でございますが、貴局がこうして「どうしたらいじめをなく

せるか」というテーマを大きく取り上げられ、解決策を見いだそうと努力

されているそのご姿勢に大変感激致しております。 

 この度は、「いじめをどうすればなくせるか」という問題に対して私が頂

いておりますお導きを是非お伝えさせて頂きたく、筆を執らせて頂きまし

た。 

 さて、私ごとき者が、このような意見を申し上げるご無礼を、何卒お許

し頂きたいのですが、私が、ご出席者の方のご意見を拝聴して感じました

ことは、ある若い参加者の方も述べられていましたが、お互いを批判する

発言が多く、いじめの本質に目を向ける発言が少なかったことです。 

 貴局のホームページで事前に募集されていたアンケートにも書かせて頂

きましたが、いじめの根本的な原因は「親の子供に対する愛情不足」にあ

ります。これは、私一個人の意見ではありません。偉大な科学者で、お悟

りになられました高橋信次先生というお方がお説きになられた、正しい心

と行いの法則である「正法」によりお導き頂いたことです。 

 高橋信次先生は三一年前の一九七六年六月二五日に、自らの予言通りに
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四八歳でお亡くなりになられたのですが、四一歳で大悟されてからお亡く

なりになられるまでの七年間、全国各地をまわられ無所得で数多くのご講

演会をなされ、また一六冊にも及ぶご著書をお著しになられた偉大なお方

です。 

 そのご著書は、三○年以上経った今も、書店に並び、今尚沢山の方々に

「現代の聖書」として読み継がれています。その偉大な高橋信次先生のみ

教えによりますと、「いじめ」は、いじめる子もいじめられる子も、共に親

から溢れるほどの愛情を頂いていないことが原因であるとお導きくださっ

ています。 

 私はこの偉大な高橋信次先生がお説きくたさいました正法を「高橋信次

先生の法を学ふ会」という学修会で勉強させて頂いております。会の代表

であり、講師でいらっしゃいます丸山弘先生は、偉大な主・高橋信次先生

に師事され、三○年以上にわたり無所得で、高橋信次先生のみ教えを曲げ

ることなく正しく、多くの方にご指導されておられます。 

 現在八十三才で、金沢にお住まいです。数年前までは、北陸大学にて「人

間学」という心の講義をされておられた、愛情溢れる、心の清らかな、本

当に素晴らしいお方です。丸山弘先生がお書きくださいました小冊子「母

の愛」を、同封致しましたので、是非お読み頂ければと存じます。 

 その中で、親の愛情不足がどのように子供に影響するかを、解りやすく

お話しくださっています。また、会の月刊誌「ひかり」二○○六年一二月

号を同封させて頂きました。これには、「この世からいじめをなくすために」

という文章が載っております。この文章は高橋信次先生のみ教えと、丸山

弘先生から頂きましたご指導をまとめさせて頂いたものですが、お読み頂

ければ幸いに存じます。 

 丸山弘先生のご指導により、いじめだけでなく、登校拒否、引きこもり、

家庭内暴力等々、様々な問題を抱えておられた数多くの親子が、現実に救

われています。先生には、それらの原因は、すべて『親の愛情不足（特に、

生まれてから三歳迄の間に、お母さんから十分愛情を頂いてない方が多い）』

によるものとお導き頂いています。 

 「愛情不足で育った子供の心は、しぼんだ風船のようになり、心が満た

されることなく、それを満たそうとして心が強く自分中心の思い・行いに

向かうようになります。この愛情不足という傷を心に持ったまま成長する

と、大人になっても満たされない思いが強く、結婚しても愛を夫にも妻に

も子供達にも与えることを知らず、欲しがってばかりの人間が世の中に溢

れるようになってしまいます。そのことが、現在の社会の混乱を招いてい

る大きな原因と思います」と先生はご指導くださっています。 

 偉大な主・高橋信次先生には「日々正しい基準により、心と行いを正し、

恨み・妬み・謗り・怒り・愚痴・情欲や、足ることを知らぬ欲望を心から
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無くし、心が調和された状態になると、心のスモッグが晴れ、心が神の光

に満たされ、相手の心が見通せるようになる」と、お導き頂いています。 

 私達は、学修会において、丸山弘先生より貴重なご指導を頂き、苦悩か

ら開放させて頂ける道をお導きいただいております。苦悩の原因となって

いる本当の原因をお示しいただき、それを自らの努力によって取り除いて

行く方法を御教示頂けます。丸山弘先生には、「本当の指導というのは、相

手の方の心の状態が分からないと出来ません。相手の方のお顔を拝見する

だけで、その方がお生まれになってから三歳までに、親から溢れるほどの

愛情を頂いて育ってこられたかどうか、即分かるのです」と、お導き頂い

ています。 

 丸山弘先生には、この番組をご覧になり、次のようなお話を頂きました。 

 「討論会に出席されていた多くの方が、感情的になられており、愛の心

ではなく、感情的に他を責め、怒り、自己主張されていたように思いまし

た。まず、発表者で感情的になられた方は、殆ど母親の愛情不足の方のよ

うにお見受けいたしました。 

 偉大な主・高橋信次先生には、八つの正しい基準をお導き頂いています

が、その中で特に大事なことは、次の三つであります。即ち、『正しく見る、

正しく思う、正しく語る』です。『正しく見る』とは、肉眼と心眼の二つの

眼で見ることであり、『正しく語る』とは、相手の心の状態を眺めたら、相

手の立場に降りて、あるいは相手の立場に立って、常に感情的になること

なく、聞く人の心に温かい愛の心が伝わるように語る（自分の良心に素直

に述べる）ことであるとお導き頂いています。 

 今回のご出席者の多くは、自分の感情を相手にぶつけてしまうことが多

かったため、話された方々も、聞いておられた方々も、大変疲れてしまわ

れたように思いました。そこは、安らぎある、愛に満ちた話し合いの場で

はなく、感情的な自分中心のお話が多かったため、その心から出た毒に犯

されたのです。その原因は、皆様が夫々、愛の心で正しくお話をされてい

なかったからです。私は、皆様を責めようという気持ちは微塵もありませ

ん、心の尊厳と正しさを皆様に知って頂きたいと思ったからです。 

 人間には皆、すべて心かあります。但し、人によって心に段階がありま

す。正しい愛の心を中心に話されないと、相手に心から納得して頂けませ

んし、自分の心も満たされません。感情という物差しにより、『正しく見る』

『正しく思う』『正しく語る』ことなく、そのような感情のぶつけ合いの討

論を何十回されても、むしろ心が毒され、残念ながら何一つ感激や悦びも

望めないと思います。 

 この番組を見ておられた方の中には、ご発表された方々の不調和なお心

が、夫々その方のお顔に現れていることに気付かれた方も多くいらっしゃ

ったに違いありません。大変ご無礼ですが、私が拝見していましたら、出
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席された多くの方は、母の愛情を十分頂いておられないように思いました。

愛情不足の方ほど、口から泡を飛ばして感情的になり、自己中心的な話を

されているように思いました。きっと、幼い時、お母さんがお勤めか何か

でお忙しかったために、十分愛情を頂くことが出来なかった環境で成長さ

れたのではないかと思いました。故に、『愛』が分かっておられないのでは、

と思いました。このように、感情的に述べられるご意見は、正しい意見と

は言えないということを、深く知って頂きたいのです。 

 偉大な主・高橋信次先生のお導きによる、『人は、すべて神の子であり、

神のもと、すべて平等に無限の神の光を頂き、言語・皮膚の色に関係なく、

すべて平等に生かされている』ことを知らねばならないのです。お話し合

いをするときには、神の御光のもと、愛の心でお話し合いをするのが、神

の子人間としての正しい道なのです。その正しいお話し合いの中から、初

めて真に愛ある解答が頂けることをお導き頂いています。そのような愛に

満ちたお話し合いが、ＮＨＫを始め、すべての場においてなされる日が一

日も早く到来しますことを、心よりお祈り申し上げます」 

 

 丸山弘先生が代表をされています「高橋信次先生の法を学ぶ会」は、宗

教団体ではございません。偉大な主・高橋信次先生のお説きになられまし

た、正しい心と行いの法則である「正法」を、真摯に学ばせて頂いている

学修会です。会員一同「いじめをこの世からなくしたい」と心から願って

おります。 

 私達は、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださいました、真の心のみ

教えをすべての人が学び、各人が、自分の思い・行いを反省して心を正す

こと、そして、「人に愛を与えること、人を思いやること、互いに慈しみ合

うこと」を学び、実践していくことが、この世からいじめをなくすための、

根本的な問題解決の唯一の道であると確信しております。 

 偉大な主・高橋信次先生には、心について、次のようにお導きくださっ

ています。 

 「人間にはだれも善なる心（良心）があり、その善なる心はすべて神と

つながっているので、いかなる人も、他人には嘘がつけても、自分には嘘

がつけないのである。神とは人間が造り出したものではなく、この大宇宙

の意識のことであるが、この神とつながっている心（良心）に正直に生き

ることが、神の子人間として、唯一正しい道である。故に、何が正しいか

は、本来自分自身の心（良心）に問えば答えが出るはずである」 

 

 多くの神の子人間が、この心の偉大性を忘れてしまっている為に、いじ

めを始めとする様々な混乱が生じているとお導き頂いております。また、

教育の場では、まず教師自身が心の本質を知り、生徒に対し「私たち人間

にとって何より大事なのは心である」ということを教えることが大変重要
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であるとお導き頂いております。 

 偉大な主・高橋信次先生には、正しい学校教育・学問とは何かというこ

とについて、ご著書（心の発見現証篇二七～三八頁）の中で、次のように

お説きになっておられます。 

 『学問を教える最高指導者までが、混乱した世相の原因がよく解らない

という。教育者までが、人生の価値を忘れ去ってしまったのだ。 

 学校の教育は、語学や自然科学、人工科学のオートメ式教育で、点数さ

えとれば良いという規格人間の製造所になり果てている。 

 筆記試験が、その人の価値を決めてしまう。 

 豊かな心などどうでも良いという、試験さえ通れば式の社会に問題があ

ろう。 

 心の在り方や生活の在り方など、全く日常生活に関係がないといった方

法、人間の基本を忘れた教育が、社会の混乱を造り出しているのだ。 

 そこには、自己保存と自我我欲の塊りしかないのではなかろうか。自分

の地位や権力を、金や財産、家柄でつかもうとする点に問題があるのだ。 

 学問という知識でメッキされた人間であってはならないのである。 

 正しい基準を失ってしまった人々の集まりは、混乱と自滅への道を辿る

よりほかないだろう。 

 何のための学問であるか。 

 人間は根本を失っているのである。 

 学問は、より豊かな知性を磨き、品性と教養を高め、すべての諸現象を

通して片よりのない判断をするとともに、人類社会の大調和を目的とした

ものでなくてはならないのだ』 

 

 私は、熊本県で医師をさせて頂いておりますが、正法に出会わせて頂い

て初めて、「医療の面でも、肉体を中心に考えるのではなく、心を中心に考

えることが最も大切である」ということについてお導き頂きました。 

 医学の世界においても、現代はあまりにも肉体中心の考え方に偏ってし

まっており、心の存在がないがしろにされてしまっていることにつきまし

て、偉大な主・高橋信次先生には、ご著書（心の発見現証篇二三○～二三

六頁）の中で、「現代医学で生命の神秘が解けるか」という題で、次のよう

にお説きになっておられます。 

 （内容：省略） 

 

 貴重なお時間をお割き頂き、お読みくださいまして有り難うございまし

た。このように、偉大な主・高橋信次先生には、教育や医学の分野だけで

なく、この世のあらゆることについて（目に見えることだけでなく、見え

ない世界のことも）、お説きくださっておられます。 

 様々な問題の解決の為には、私達一人ひとりが、宇宙の神理である正法
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を学び、正しいとはどういうことであるのかを知ることが必要不可欠であ

るとお導き頂いています。 

 番組制作に関わられる皆様におかれましても、偉大な主・高橋信次先生

のご著書「心の発見 神理篇・科学篇・現証篇」をお読み頂き、国営放送

として頂かれている重要なご使命をお果たしになられますことを、心より

お祈り申し上げます。 
 

 

【2007-05 月】Ｐ034【伝道だより】 

 歯並びで、お母さんからどれだけ愛情を頂いたかが分かるのです。歯並

びの悪い方は、お母さんから十分愛情を頂けなかった方です。偉大な主・

高橋信次先生には、母親の愛情、その前に夫婦の調和が如何に子供の心身

に影郷を与えるかということを、お導きくださっておられます。 

 ・・・自殺の原因を、とかくいじめで片付けてしまっているケースが多

いようですが、それでは大変なことになります。お子さんが自殺した殆ど

の原因は、ご両親が調和することなく、家庭が混乱していたからではなか

ろうかと思います。 

 調和するには、ご夫婦が必ず正法を心の教科書とされて、毎日正しく精

進努力すること以外、他に道はないものと思います。 

 ・・・改めて、ご自分の歯並びとお子様の歯並びを点検して頂きたいと

思います。 
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【5．「ひかり」誌抜粋-4：体験レポート】 
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【1985-06 月】Ｐ027 

【感謝のことば】主婦の方の投稿 

 高橋信次先生の法に触れて早や三年になります。忘れもしない三年前の私は、

肉体も心も疲れ果てていました。その一年前まで主人と別居していたのです。

原因はいろいろあったのですが、主人の厳しさについていけず思い悩んでいた

のでした。身体はやせ細り、主人との会話は腹のさぐりあい、口からでてくる

言葉は、怒りと、ぐちと、ねたみと、そしりで、生き地獄の生活を送っていた

のです。主人は K 町で小さな店を経営しております。そこで私も手伝っていた
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のですが、店では平静を装い、一歩外へ出ると暗く沈んだ二重人格のような人

間でした。 

 家へ帰るのがいやだ、主人の顔を見るのもいやだ、と、重苦しい毎日でした。

もう死んでしまいたい！とさえ考えるようになっていました。こんなことして

いたら、主人も私もだめになってしまう、そうだ！子供二人を連れて家を出よ

う、そう決心して実家へ帰ったのです。その間十ケ月間、心は一日として休ま

る日はありませんでした。 

 毎日毎日家族会議、子供をめぐりどうしたらよいのか、そんなことばかり考

え、息をするのがやっと、というような状態でした。私には父がおりません。

小学一年の時他界しました。そのせいか、心がさけぶのです。子供を父なし子

にしていいのか、さみしい思いをさせていいのか、と、苦しみました。どうし

たらいいのかわかりません。主人の元には帰りたくないという心と、子供達は

どうなるのだ、という心と、いつもこの二つの心が戦っていました。 

 上の子供はその時小学六年生でした。「お母さん、お父さんいなくてもいいよ、

お母さんだけでいいよ、私いっぱいお母さんのお手伝いをするね。お父さんが

悪いんやから」といってくれるのです。心の中では、そうだ、主人が悪いのだ

と思っていたのですが、やはり子供には「そんなことはないよ、お母さんだっ

て悪いのよ。お父さんだけが悪いんじゃないの、ただお母さんのわがままなの

かもしれんね」子供は私にだきつき、首を横にふっているのでした。その年の

暮れに、上の子が高い熱をだしてうわごとをいうのです。 

 「お父さん助けて、迎えにきて」 

 私はこの言葉を聞いた時、後から頭を思いきり、殴られた思いをしました。

父親なんていなくてもいい、といっていた子が、あの言葉は私への思いやりで

あったことに気が付き、ショックでした。どうしたらいいのだろう。ますます

心は重くなっていきました。三月になり中学に入学する時期になっていました。

主人と話し合いをするのならこの時しかない、と思い、皆に相談を持ちかけた

のです。一度ヒビの入ったものはむずかしいよ、と言われ、よほどの覚悟がな

いとたいへんだとも言われました。母はただおろおろして、私や子供二人のこ

とを心配するのみでした。 

 子供達の為にもう一度やり直してみよう、と思い主人に話をしたところ、す

んなり受け入れてくれたのです。その頃、主人は高橋信次先生の法に触れ、丸

山先生の御指導を受けていたのでした。そして子供二人を連れて、金沢へ帰っ

てきました。 

 家には高橋信次先生の御著書が、何冊かおいてありました。読んでみるよう

に言われていたのですが、あまのじゃくの私は、主人のいない時にこっそり読

んでみたのです。心がさわぎました。今まで自分が知りたかったこと、死んだ

らどこへ行くのかということや、人間は何の為に生まれてきたのかということ、

自分の思いや行動のまちがいを、なぜ起こすかということなど、明快に書かれ

てありました。ぐんぐんと引き込まれていきました。そして自分のまちがいに

少し気が付いていったのです。 
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 自分も正しく生きなくてはいけない、そう思うようになり、丸山先生にお逢

いする機会を与えていただきました。高橋信次先生のお教えを、少しなりと実

践することにより、あんなにきびしかった主人がやさしい言葉をかけてくれた

り、台所に立ち、一緒におちゃわんを洗ってくれるのです。言葉にもトゲはな

く、子供達の話も真剣に聞いているのです。主人は別人のように変わりました。

病気ばかりしていた私も、とても健康になりました。子供達も明るくて、素直

なやさしい子になりました。 

 高橋信次先生の御著書を読ませていただくたびに、心が一番冷たかったのは

自分ではなかったかと思えてくるのです。自分の欠点を少しでも直し、できる

だけ明るく、思いやりのある人間になれるよう努力しているつもりです。まだ

まだ実践に欠ける私ですが、真の幸せを教えていただきました。 

 心の大切さを教えていただきました。 

 法の偉大性を学ばせていただきました。 

 地獄から救っていただき、生きる悦びを与えていただきました。 

 こうして金沢の地で、丸山先生の下で、仲間達と法を学べる、この幸せは何

物にもかえがたいものであります。 

 高橋信次先生、ほんとうにありがとうございました。 

 心から、心から感謝申し上げます。 

 

 

【1985-06 月】Ｐ028 

【悦びを感謝にかえて】自営業の方の投稿(前掲の方のご主人) 

 高橋信次先生の偉大な「法」に触れさせていただき、四年余になりますが、

この四年間にご著書により学び、また私たちの師より、事細かに教わって参り

ました。その間どう実践し、自分の欠点をどう修正したであろうと考えたとき、

その不精進のなさが恥ずかしくなります。 

 三年前は正法に触れ、救われた悦びでいっぱいでございした。時がたつにつ

れ、法がわかったような錯覚の上にいて、正法を行じているから私は救われて

いるだろうとの思いの中で、日々の生活を送っていました。救われた悦びも心

の隅に追いやり、苦悩の中にいても、それさえ気がつかずにいる愚かな自分で

ございます。 

 この十年目の感謝の会を機に、もう一度原点に戻り、法に触れた悦びを心い

っぱいにふくらませ、その悦びを叫んでいこうと思います。 

 自分の欠点は何処にあるだろうか、何時もそのことを考えておりますが、な

かなか掴めません。ある方から「あなたは非常に、＜きびしく＞＜きつい＞も

のを感じる」と言われ、自分では全く、そのことを考えてもいなかつたもので

すから、怒りと、戸惑いを感じました。 

 自分は、誰よりも柔和で、人の心を思ってやさしく接しているつもりでおり

ましたから。だがよくよく考えていきますと、そのことが今一番に修正しなけ

ればならないことに気付きました。 
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 約三年前、私共夫婦が永い間別居生活をしていたその原因が、其処にあった

のではないだろうか、自分の悪いことは棚に上げ、妻の欠点ばかりを言い、又

心の中で、その思いをドンドンとふくらませていくものですから、次に出すも

のが人の心を刺すような、きつい言葉となります。そんな言葉を、毎日聞いて

いたら、誰だって逃げだしたくなります。 

 妻はそんな内にあっても、永い間辛抱し、私に尽してくれていたのです。そ

れを良いことに、ますます事態をエスカレートさせるものですから、妻は二人

の子供を連れて、実家に帰ってしまいました。それでも自分の間違いに気が付

かず、世間体を気にして、もとに戻そうとしますが、お互いの話し合いが何時

でも相手を罵って別れるだけでした。 

 そうやっている時にある方から勧められて高橋信次先生のご著書の『心の原

点』と『心の指針』の二冊を読ませていただきました。そのうちに少しずつ、

ほんの少しずつ、今のままではいけない、子供達に対して取返しのつかないこ

とになってしまう、もう一度やり直せるものなら、と考えるようになりました。

だがその時はまだ、妻を許すことができません、暗い暗い処で苦しんでおりま

した。 

 そのうち○○さん宅での勉強会に出席させていただき、丸山先生にご指導を

いただけるようになりました。 

 先生から色々とご教示いただきますが、自分が正しい、相手が悪いとしか思

っていないものですから、先生の話しも上の空で聞いております。人様のお話

を素直な心で聞くことすらできない私でした。 

 「いやなものを見るとか、聞くということはすべて自分のことです。相手で

はありません。一日も早く奥さんや、お子さんを迎えに行くことです」と教わ

ってもなかなか実行できません。少しずつ自分の悪いところもわかってきまし

たが、自我で自分の非を認めることができずにいると、先生から《心の発見》

を読みなさい。神理篇、科学篇の順に読み、法に叶う正しさの基準《八正道》

をよく勉強し、心におとすことですといわれ、ご著書を読むのですが、良いこ

とが書いてあると感心しているだけでした。自分の問題との関連でとらえない

で、ただ読んでいたのです。 

 神理篇の中に「すべての不幸の原因は己自身にあり、生活の不調和がもたら

したものであり、責任は他にはない。その原因を追求し、その根本をとり去る

心の反省の中から前進があるものである」とあり、また「たとえ他人からそし

りを受けようと、打たれようと、石で殴られようと刃物で斬られようと感情的

になって怒りの心を起してはいけない。忍辱の心をもって一切の諸現象にとら

われない不動の心で、正しい生活をすることである。たとえ肉体を引き裂かれ

ようとも、怒りの心を持つようでは神理の生活を守ることはできない。心が正

法の悟りを得るためには、いかなる難事でもなし遂げ、良く忍び、施しがたい

ものでも良く施すこと。善行を施してもその報いを求めることなく、己にきび

しく他に寛大な心を常に持ち続け、心に道を求め精進を続けることである。そ

うすれば必ず人生の目的に達することができる。」と説いておられます。 
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 自分にはこの寛容の心がなかったのです。それを少しなりと自分の思いを修

正した時、始めて相手から、あたたかいものが返ってくるのがわかったのです。

自分を忘れて他にだけ求めている時には、そのあたたかいものが受けとめられ

なかったのだと思います。自分の思いを修正した分だけ、妻のやさしさが見え

てきます。 

 何時も私にやさしい、あたたかいものを与えていてくれたのです。 

 己自身の思いを変えることによって夫婦の調和、家庭の調和がとれてくるこ

とをお教えいただきました。己自身が夫婦や家庭の調和を乱し、自我の欲望を

満たそうとして、苦しみを創り出していたことがわかつてきました。 

 正法にめぐりあえなかったら、今の家庭、今の心の安らぎが得られなかった

と思うと心が震えます。 

 この悦びを永遠に忘れることなく、より調和への道を精進して参ります。 

 高橋信次先生ありがとうございます。 

 この悦びを感謝にかえて。 

 

 

【1986-11 月】Ｐ011 

【神への祈り】主婦の方の投稿 

 七ケ月の三女がこんこんと咳をし始めたのがちょうど八月八日の事でした。

翌日には私は夏休みを利用して里へ帰りましたので、子供の頃から診てもらっ

ていた医院で診察していただきました。「軽い風邪ですよ。」と言われ三日分お

薬をもらいました。それでもすっきりせず、今度は主人の里へ行ったので、そ

の時に、近くの小児科で診てもらったところ、これまた「軽い風邪」で心配は

いらないとの事でした。にもかかわらず十四日の夜三十八度の熱を出しました。

朝を待ってさっそく（近所の医院は皆お盆休みでしたので）総合病院へ連れて

行き、診てもらったら「気管支肺炎になりかかっています。要注意ですよ。」と

言われ、主人も私もびっくりしてしまいました。 

 そこで私は里に帰る前後の自分の心を反省してみました。すると伯母の言葉

が心にひっかかり、知らずのうちに伯母を裁いていた自分。それと自分勝手な

思いが先に立って主人の母に少々不満を抱いている自分に気づきました。さっ

そく思いを直して二人には心の中で謝り、気づかせていただいた事に感謝しま

した。翌日には熱も下がり、「思ったより良くなっていますよ。明日金沢へ帰っ

てもいいでしょう。」と言われ胸をなでおろしたものでした。 

 こちらへもどってからもすぐ、かかりつけの小児科で事情を話し診ていただ

きました。熱はなかったのですが、咳がすっきりと取れずにいたのです。一時

的に良くなったのかなと思ったとたん、夜中ひどく咳こむようになりミルクを

吐いてしまうほどになってきました。それも時間が決まっていて午前二時頃か

ら四時半位までが特にひどいのです。そしてだんだんと昼間でも咳こむ回数が

増え、ミルクを吐く回数も増えてきたのでした。私は咳のとんぷくをもらった

時には、これで今夜は咳で苦しむ事もないと思い込み、気持ちが楽になりまし
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た。以前長女が咳が止まらなかった時ピタリと止まったからです。 

 三女にも「今夜はぐっすりと眠れるよ。良かったね。」と声をかけそれを信じ

て飲ませました。ところが私の意図はみごとにはずれて、夜中にまた、ひどく

咳込みミルクを吐いてしまいました。不安な思いで朝を迎え、小児科医でとん

ぷくがまったく効かなかった事を伝え、大学病院での検査を希望しました。先

生も心良く受けて下さり、さっそく紹介状を持って病院を訪れました。待ち時

間の間、いろんな思いがわいてきましたが、なるようにしかならないと心を決

め診察に臨みました。結果、百日咳だと言われ、悪い病名でなかった事にほっ

とし、感謝しました。 

 医師からは「軽い方だけど、ちょうどひどくなりかけたところなので、これ

から一二週間位はこのような状態が続くでしょう。」と言われ、感謝した矢先に

今度は落ち込んでしまいました。今の状態でもとても可愛想でみてられないの

にこの先まだ続くなんて・・・。私には耐えられませんでした。 

 

 以前は名前の通り快復まで百日程かかったそうですが、現在は良いお薬があ

るので一ケ月程だそうです。でも小さい子ほど症状が重いらしく七ヶ月の我子

は飲んだミルクはガバガバと吐いてしまうし、咳こんでいる時にはこのまま息

が止まってしまい死んでしまうのでは・・・と思うこともいく度もありました。 

 私は苦しんでいる三女を目の前に見て、こうなったのも自分のせいなのだと

思い込み始めました。元来怠け者ゆえ、日頃の精進のなさを悔やみました。そ

して自分をいじめていじめていじめぬきました。でも、どれだけ自分をいじめ

てみても三女の苦しみは少しも軽くならないのです。何ら変わらないのです。

それをみて私は思いを変えてみました。四件のお医者様は風邪とか気管支炎の

診断だった。それ程、この子の症状は軽かったんだわ。大学病院でも小さい割

には軽い方だと言われた。ああ・・・。神に感謝しなくては・・・。 

 思いは一気に悦びに変わりました。私は心から神に感謝し、一途に神に祈り

ました。ただただ我子を少しでも楽にしてやりたい一心で祈り続けました。そ

して自分のわずかばかりの光でもどうぞ我子に届くようにとの思いでさするの

でした。翌日もミルクを飲んでからしばらくしてまた咳込みました。私はすぐ

タオルを当てがいながら神に祈りました。その時は吐きませんでした。 

 次にまた咳込んでもタラリと口から出しただけでガバガバと吐かないのです。

その次の時も同じように咳込んでいるのだけど不思議と吐かずにすむのです。

それからずっとそうです。何故？昨日までと極端に違うよ。どうして・・・？ 

私はそこに神の大きな愛を思いました。どのように考えてみてもそれ以外に思

えないのです。私は神の存在をはっきりと確信しました。涙があふれました。

止めようもなくあふれました。もう心はうれしさで一杯です。ありがとうござ

います。ありがとうございます。何回も何回も叫びました。こんなにもおろか

な私にも神は光を与えて下さったのです。そして我子を苦しみから救って下さ

いました。 

 次の日には咳込む回数も減り咳込む時間も短かくなってきているのが分かり
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ました。そして三日目には、はや峠を越す事が出来ました。それからはぐっと

状態が落ち着いてきました。 

 そんな時、電話で母に私も幼い頃、百日咳にかかったかどうかを尋ねてみま

した。母は私が二才の時にかかり、なかなか良くならない私をおぶっては評判

の良いお医者へと電車やバスを乗りついでは通った事や、良くなるまでに九十

日もかかった事などを話してくれました。 

 母はこんな思いをして私を育ててくれたんだ。幾晩も寝ない夜が続いたんじ

ゃあないかしら・・・。苦しむ我子にほとんどなすすべもなく、ただただ涙し

て抱きしめてやるだけ・・・。代われるものなら代わってやりたい・・・。き

っと母も今の私と全く同じ思いだったに違いありません。そう思えた時「お母

さん、大変やったやろ。ありがとう！！」心から母に感謝し、言える事が出来

ました。 

 三十年も前の事を今ありがとうと言われ、母は思いがけなかったらしく「い

いお勉強させてもらってるね。しっかり勉強するのよ。私にも良いお話を聞か

せてちょうだい。」と喜んでくれました。 

 今回三女を通して丸山先生がいつも教えて下さっている苦しみをも悦びに変

える事の出来る正法の素晴らしさを身を持って学ばせていただきました。今ま

で子供の苦しみや痛みをも感じとれなかった自分でしたが、それを思いやれる

心に、そして母の愛にも気付かせていただき、少しずつですが母親の自覚を持

たせていただくことができました。本当に大きな神のはからいに感謝いたしま

す。 

 そしてこれからも、もっと精進して、心の成長を目ざして頑張りたいと思い

ます。 

 ありがとうございました。 

 

 

【1990-04 月】Ｐ019 

【家庭の調和をめざして】華道教師の方の投稿 

 今年こそ、明るくほがらかに調和した家庭を築きたいと思い、まずお互いに

思っていることを話し合うことが大切だと感じました。 

 元旦の朝、主人や子供たちを前にして「思っていることを話し合いましょう。

何でもいいよ、話し合いが大切なのよ」と促しました。娘たちは雑煮を食べな

がら、それぞれ「お母さんの見解が狭い」「私の気持ちを理解してくれない」な

どと、わずか三十分の間に喧喧諤諤とした雰囲気になってしまいました。 

 娘たちが私に対して、こんな見方をし、思いを持っていたのかと驚きと釈明

を感じました。しかし、私自身の心は平安でした。こんな広い心で聞き入るこ

とができる私の心も、随分と変わることができたものだと嬉しくなりました。 

 二日目の話し合いでは、娘たちの小さい時のことまで出てきました。「お母さ

んの言葉で私の心は傷ついていったのや」等々、長女二十二歳、次女二十歳、

三女十六歳、それぞれの年月の中に母親に対する希望と不満が一挙に溢れ出し
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たのです。 

 時間の経過と共に私の自負していた広い心は何処か彼方へと消えてしまい、

私のような母親はこの家には必要なのだろうかと、心は八方塞がりの状態に陥

りました。 

 「正月早々に自分で言いだして、自分で苦しんでいるなんて何をしているの

や」と主人の言葉を背に受けて、私は丸山先生の所へ今の苦しみの解決法を教

えていただきたく出かける道すがら、調和を計るつもりだったのに、こんな筈

ではなかったのにと、泣きたい気持ちでした。 

 「娘さんの感情的な言葉をあなたはそのまま飲み込んでしまったので苦しい

のです。調和するためにお互いに話し合うことは正しいのですが、その前に貴

方は母親として、妻として、どれだけ主人や娘さん達に対して思いやりをもっ

て接してきましたか、相手の喜ぶことをしてあげましたか、優しい言葉、勇気

づける言葉、思いやりのある暖かい言葉をかけてあげることでしょう、与えつ

くすのですよ、太陽は与えつくしているでしょう」と、話してくださる師のお

言葉に八方塞がりの苦しみから一筋の光を見い出せたことで胸がいっぱいにな

りました。 

 話し合うことのみに走っていた状態から、常に暖かい言葉を与えつくすとい

う思いを、自分の心に言い聞かせながら、娘たちに接していく日々へとかえて

いきました。 

 そうした中で娘たちの私に対する態度がやわらかく、明るくなっていく姿に、

早い変貌に目を見張りました。とっても筆では書き表わせない嬉しさがこみあ

げてきました。 

 意を良くして、次は主人の方へと心を向けるのですが、娘たちに対してあん

なに素直に取り組んでいけたのに、一番大切な主人に対して思いやりのある言

葉が出てこないのです。 

 結婚して二十数年間、喧嘩もなく、仲が良いでもなく、無口な人ですという

思いで片付けて、それが不満であるとも不思議とも感じませんでした。 

 「主人の横に座って、一日こんな楽しいことがあったと、明るく話してあげ

るのですよ」と、教えていただき、横に並んで座ってみるのですが、楽しいこ

とが出てこないのです。急に横に座る私に対して、主人の方が怪げんな顔で見

るのです。やっぱり私達は変な夫婦なんだと思うばかりでした。 

 「お茶を一つ入れてあげるにも、熱いから気をつけて。と、心ある暖かい言

葉をのせるのですよ、お帰りなさい、寒かったでしょうと心から労ってあげる

のですよ。」こんな細かなことまで教えてくださる師に感謝の涙が出てきます。

なんとかやらなければという思いで、いつも何気なく発していた主人への言葉

を心からという意識をもって話すように努力してみました。 

 ほんとうに言葉は心をこめて話していく中で、私の気持ちが主人に対して感

謝の心が湧いてきました。そして日を追うごとに主人の一言一言に今までの謎

めいてた部分が見えてきたのです。何処から突ついても殻の中に閉じこもって

いた無口な主人でしたが、最近は楽しそうに話しかけてきます。 
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 こんな可愛いいところがあったのかと、新婚時代のような楽しい発見の日々

となりました。キラキラと輝いているところが見えてきました。二十数年の結

婚生活で性格の違いだから一生調和はできないものと諦らめていただけに、主

人との調和をという思いで取り組みだして、わずか四十日余りで真の夫婦の楽

しさを今、噛み締めることができました。 

 なんと偉大な教えなのでしょう。この悦びに震えています。 

 そして日々生活の中における一言に対しても、法にそった言葉を教えていた

だける神がお与えくださった師に対しまして、心より感謝を申しあげます。 

 ありがとうございました。今後もより以上の調和をめざして努力してまいり

たいと思います。 

 

 

【1992-01 月】Ｐ021 

【神の愛】主婦の方の投稿 

 ・・・先日、富山の学修会において 

 『母の役目は「勉強しろ」と言うことでなく、子供の心をいかに暖かく安ら

かにしてあげられるかを考えることである。そして、それは言葉によってであ

ること、その時に子供はその人のもてる限りの全能力を発揮する』 

 と師よりお話がございました。そして、母の一言一言は永久に子供の心の中

に残っていくものであることもお話しくださいました。 

 

 

【1993-05 月】Ｐ018 

【語りかける悦び】主婦の方の投稿 

 先日、一人息子の一歳六カ月児の保健指導を受けるため、保健所に行ってま

いりました。 

 二十人ほどの親子がきており、それぞれ、個々に指導を受けるものでしたが、

私はその集まりの中で、なにか「おやっ」と感じるものがあり、それがなにか

わからないまま帰って来たのですが、あとで振り返ってみると、それは、母親

が子供に語りかける言葉の少なさでした。私が子供に語りかける言葉ばかりが

目立った気がしたのです。 

 なぜなんだろう、そう考える間も無く、きっとそれはまだ一歳半で子供は話

さないからだと思いました。単純に言葉が返ってこないから留守番電話に話し

辛いのと同じように話し辛いのだろうと思ったのですが、子供が目の前にいる

ので、それだけではないはずです。 

 私は、これまでの自分を「語りかける」ということにポイントをおき、振り

返ってみました。なぜなら、もし法を学ぶことがなかったなら、きっと私も子

供に指示や質問は言えても、語りかけることの少ない母親になっていただろう

と、気が付いたからです。私は法を学び行うようになる前までは、自分の思っ

ていることがすらすらと口に出せなかったり、なにを言っていいかわからなか
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ったりする時がありました。いえ、法を学んでからもでした。 

 学修会で、「花を切って生けるときなど、前もってお花さんに、今から切らせ

ていただきますからね、とことわってからにしましょう」と、教えていただい

て実行するのですが、長い間、自分の心と伴っていないことに悩まされました。

「なにか、変」と思ってしまう自分でした。魂や意識のことは、頭で理解でき

るし、信じているのにです。 

 また「お風呂では、自分の体に対して、いつも修業に協力してくれてありが

とう、と感謝を込めて洗いましょう」と教わった時も、心の中では感謝できて

も、口に出して言うのは、なかなかできなかったことが脳裏をよぎりました。 

 そんな私が大きく変わったのは、ある事件を通してでした。ある日、毎月の

富山への学修会の日、いつものように丸山先生のお宅の門の所で何人かで待っ

ていたら、見知らぬ猫がうろうろと門の所へやって来ました。その時ちょうど

丸山先生が出ていらして、その猫を見ると、さりげなく「おや、あんた、どこ

の子やいね？」と語りかけられたのです。「あんた、どこの子や」と言うその言

葉は、私にとって衝撃的なものでした。猫に対して語りかけたことなど、私に

はそれまで全くありませんでした。また、その言葉の波動のお優しいこととい

ったら……、私は感動し、真似したくなりました。そして、何回か真似をして

みてわかったのです。丸山先生の愛の深さをです。 

 それからは先生のように愛の深い人間になりたいと強く思うようになりまし

た。自分の愛の浅さを知ってから、愛の深い人間になりたいと思い、どうした

ら周りの人が気持ちよく過ごせるだろう、と思いついたことを少しずつ実践す

るなかで、私はだんだん語りかけることができるようになってきました。今で

は、だいぶん自然になってきたなぁと思います。 

 そうして分かったことは、他人の子供をあやしたことのない人でも、自分の

子なら語りかけてあやせるのは、愛のなせる業であり、その愛にも段階がある

ということです。語りかけられるようになった自分にこんなにも悦べるのは、

法のおかげだと思います。主に対し心から感謝を捧げます。 

 そして私の固かった心がほぐれ、空気のいっぱい入ったボールのように弾む

ような心を体験できるのも、常日頃、ご指導くださった丸山先生のおかげだと

思います。ありがとうございました。 

 

 

【1996-02 月】Ｐ023 

【大きなよろこびをいただいて】主婦の方の投稿 

 私は、十二歳になりました男の子を一人、神から預からせていただいており

ます。この子は、小さい頃からずっと夜尿症のひどい子でした。夏は少し良い

ものの、冬にはまるでバケツをひっくりかえしたようなすごさで、一晩に二、

三度も衣服や寝具をかえなくてはならない毎日でした。 

 ・・・子供が三年生の時、ある学修会で、ふと、私はこの事を丸山先生にお

話し致しました。今から思えば、私が気づく様に守護指導霊様が言わせて下さ
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ったのでしょうか……思いがけなく、暖かく細やかなご指導を先生からいただ

きました。 

 「ボクちゃんだけ、どうして床に布団を敷いて寝ているのですか。子供は神

からお預かりしているのですョ。今日から三人で川の字になって寝たらどうで

しょうか。そして、ボクちゃんが生まれてから母としてずっと愛を与え続けて

きたか、夫婦が調和してきたかどうか反省してみて下さいね」 

 先生は、やさしく諭すようにおっしゃいました。私は、先生のご指導にハッ

としました。なぜ早く先生にご相談しなかったのだろう。母の愛情不足を、夫

婦の不調和を、すべて子供がかついでいたのかと思うと、子供にかわいそうな

思いをさせてしまい、心が締めつけられる思いでした。 

 主人に先生からのご指導を話すと「さっそく、今日から川の字になって寝よ

う」と同意してくれましたので、子供をはさんで親子三人で寝るようになりま

した。「パパとママが両側にいるョ」と子供はとてもうれしそうでした。 

 手を握ってほしいと言うので、そのかわいい手を撮りながら、この子がお腹

に宿った時、頭をなぐられたようにショックだったこと、同居していたきびし

い義父にピリピリし、この子をほったらかしで何度もけがをさせ、義父と別居

してからも、仕事を始めたので十分に愛を与えられなかったこと、ずっと夫婦

が不調和であったことなど、思いだされてくることすべてを神に主に、子供の

守護指導霊様に、涙ながらにお詫び致しました。 

 すると、どうでしょう・・・翌日、翌々日と、あのひどかった夜尿症がピタ

リととまりました。私は、天にも昇るようなうれしさでした。神に、主に、守

護指導霊様に、愛情一杯のご指導をいただいた丸山先生に心より感謝致しまし

た。 

 その後、何度か、もどってしまい落胆することもありましたが、先生のご指

導を素直に実行する努力をしましたところ、数か月後には、ピタリと治ってし

まったのでした。 

 その後も、今日までご指導を実行してまいりました。添い寝をし、子供が眠

るまでいろいろな話をし、今までになかった親子の心のつながりができました。

仕事をパートに変えてもらい、毎日「おかえりなさい」と子供を家で笑顔で迎

えました。夜尿症が治って明るく、自信をもてるようになった我が子、ニコニ

コの笑顔で「ただいま！」と元気よく帰宅する我が子を見て、心から母親とし

ての幸せを感じました。主人も私たちのことを第一に考えてくれるやさしい夫

であり、父親となってくれました。 

 

 

【1996-4 月】Ｐ028 

【娘とのこと】主婦の方の投稿 

 高橋信次先生の御教えに出会わせていただき、早や十一年、師のご指導を素

直に実践させていただいた分、大きな幸せをお与えいただき、深く感謝してお

ります。 
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 正しさの何かも知らず、感情の起伏のまま自分中心に夫に接し、三人の子供

達を育て、心の通わぬ家族でした。まして私の母と同居なので、一番大切な夫

婦の調和という事も知らず、母と相談して何事をも決め、主人には事後承諾と

いう間違いを犯していたのです。 

 娘と一緒に、初めて師にお会いした時、「娘さんの心は老化していますね」と

言われました。ショックはあったものの、事実、無感動、無感激だったと思い

ました。子供を宿していた時の反省の仕方を教えていただき、お腹の彼女を始

末しようとした私の罪を必死でお詫びをした所、翌朝、娘が私に「お母さん、

ゆうべとってもいやな夢をみたんや」というけれどなかなか言わないのです。

「もしかして殺される夢」と聞くと、うなずいてもう一度、「いやな夢やったわ」、

娘の意識は本当に全て知っているという事を体験させていただきました。 

 ・・・ 

 ある日、娘より電話がありました。 

 『「今日ね、隣の奥さんが来て、昨日近所の人達と話しているうちにテレビド

ラマじゃあるまいし、主人に愛しているとか、好きやなんて言えんね、という

話になったんだけど、貴女はどお？」と聞かれたんや。 

 「私たちは毎日のように言っているよ、だってお互いに好きとか、嬉しいと

か、ありがとうとかの言葉を、口出して言うと嬉しくなるもん。 

 休みの日なんかは主人がごろごろして自分一人が動き回っている時少しムッ

としてしまうこともあるけど、寝る時に“今日も一日、○○ちゃんのお陰で楽

しく過ごせた、ありがとう”と言ってくれると、嬉しくなって・・・毎日私達

のために働いてくれているのにムッとしてしまって悪かったな、明日はもっと

悦ばせてあげよう・・・と思うんや。 

 隣の奥さんは「私も主人から先日いいお母さんやねと言ってもらったら、う

れしかったけど照れくさかつたから後を向いて、エッヘヘとこっそり笑い、主

人には誰だって母親ならこれくらいするわよ、と言ってしまったんや」』 

 娘が『「勿体ないわね、嬉しい、ありがとうって言ったらご主人も嬉しくなっ

て又、言ってくれるのに」「だから貴女はいつも△△ちゃん(娘)に、やさしく接

しられるのね」と言ってもらったんや』と、とっても嬉しそうに話してくれま

した。 

 ・・・ 

 

 

【1996-11 月】Ｐ017 

【第二十一回高橋信次先生に対する感謝と誓いの会】での女性の発表 

 ・・・私の息子は縁あって八年前、ある進学学校に入学いたしました。学校

の体制と電車通学ですけれども、すっかりそれに嫌気がさし、学校を休みがち

で、自宅へ帰って参りますと、テレビやファミコンやＣＤあるいは読書するな

どして、だらだらだらだらと勉強することもなく、家人の者が寝静まってもま

だ一人だけ一時、二時と過ごしておりました。 
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 さて、そうした生活が一年経ちますと、学校に週に一日または二日休むとい

う生活があたりまえになって、主人や私たちの威嚇や慰めや煽っても馬耳東風

で、もうそうなったら私たち夫婦は唯見ているしか仕方がなく、本当にどうす

れば良いだろうかと一人悩んでおりました。そうした折、丸山先生の学修会に

出させていただき、そして正法を学ばせていただくようになりました。 

 学修会でのご指導の中で、正法によって愛豊かなお母さんお父さんになるよ

う、また夫婦がより思い合って調和された豊かな愛一杯を子供に与えることを、

それが子供にとっていちばん大事なこと、幸せなことなんですよとお教え下さ

いました。 

 私はそうなんだ、そうなんだと思い、「母の愛」（『丸山先生のご文章からの抜

粋』(1992-10 月 P005)を参照下さい）という小冊子を毎日毎日読まさせ

ていただきました。そしてつたない自分の心を見ますと、エゴで子供を振り回

して本当に大事な大事な母の修行の場をいただいているにも拘らず感謝一つせ

ず、そして子供にあぁしなくてはいけない、こうしなくてはいけないと勝手に

思いこんで、その形を作って子供を押し込めようとしていました。 

 そして反省を致しまして、心より息子に詫び、そして折りに触れては、あな

たのような子供を持って本当にお母さんは幸福だよと、嬉しかったよと口に出

して勇気を持って言いました。はじめは、変な顔をして何を言っているんだと

いうような顔をして聞いておりました。 

 しかし、そうして度々息子の手を取って、「お母さんは悪かったね、本当に、

もっと遊びたかったらもう好きなように遊びなさい。お母さんが手伝ってあげ

る。好きな魚釣りだったら、もう本当、一緒になって行ってあげるし、好きな

畑仕事、たんと水をおやり、あんたが教えてくれれば土も耕してあげるし、い

いよやりなさい」と言って、そして学校の成績などいっさい申しませんでした。 

 そうすると息子はぶつくさ言いながらも、自分の友人関係、学校のこと、そ

して先生のことなど折りに触れて私に心を開いてくれました。そうしてはや高

二の冬が来て、ある日突然息子は「お母さん、今日から勉強するで」といって、

今までの生活からうって変わって百八十度の展開に、いままでさんざん遊んで

いたあの子が本当にすっかりすべてを捨てて、勉強一筋に一年間勉強いたしま

した。 

 そしていよいよ大学の入試試験の当日、丸山先生より心から暖かいお心遣い

のお手紙をいただき、それを持参し心行(「心の道」の資料集を参照下さい)を

携えて、試験当日は心穏やかに受けさせていただきました。そして無事彼の希

望通り合格させていただくことが出来ました。 

 ・・・心暖かな慈愛に満ちた先生より、偉大な正法を学ばせていただいて、

本当に今生は幸せでございます。このご縁を心より感謝申し上げます。 

 ・・・ 
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【1996-12 月】Ｐ020 

【第二十一回高橋信次先生に対する感謝と誓いの会】での女性の発表 

 小松の○○でございます。 

 今日、こうして出席させていただけましたことを心から感謝いたしておりま

す。 

 高橋信次先生、丸山先生、奥様、本当にありがとうございます。 

 私が正法にふれさせていただいたのは、長男を通してでした。 

 丸山先生とはじめてお会いした時、子供は五歳でしたが言葉も出ておらず、

落着きがなく、人との係わりがむずかしい子でした。 

 私は病院へ行ったり、療育機関に通ったり、幼稚園にも入り、大学の先生の

ところにも毎週通ったりと手をつくしたつもりでいました。 

 けれど、その時丸山先生より、夫婦の調和がとても大切だということを教え

ていただきました。この子をみごもった時、私達夫婦が調和しておらず、その

不調和な波動が子供にこうして表われているのだということも教えていただき

ました。 

 そして子供を愛情一杯かわいがってだきしめてあげること、調和できていな

かったことをおわびすること、また、私自身女性としての身だしなみに気をつ

けて明るい妻となることなど具体的なお話しを交えて、わかりやすくお話しし

て下さいました。 

 私達夫婦は好きで親の反対を押し切って結婚したのですが、夫婦としての基

盤も出来ないまま、すぐに親となり、その不自由さからお互いに不満ばかりつ

のらせていたようです。 

 私はまず自分自身が変わることからはじめました。表面的には変わって来ま

したし、家庭の中もおだやかでした。思いやりがあふれている様にもみえまし

た。でもなかなか先に進めないのです。こんなものかなあというのん気な性格

もありますが、思い違いをしていたのでした。 

 昨年、ちょっとしたことから、私達夫婦は心がすれ違いもうだめかもしれな

いという状態になってしまいました。その時丸山先生はお忙しい中、毎日お電

話でご指導をして下さいました。神はいませりという力強いお言葉とともにメ

リハリのない私の行動を指摘され、思いを豊かに相手に伝えなければいけない

こと、今出来ることを精一杯することなど、ひとつひとつの行動を手とり足と

りお話しして下さいました。 

 私は、一日の主人とのやりとりをノートに書き留め、次の日先生にお電話さ

せていただき、ご指導をしていただきました。そしてその通り実行するという

ことを繰り返しました。そして、主人から仲なおりしようということで、それ

まで心の中にたまっていたことをお互いに話し合いました。口の重い主人が涙

を流して沢山話してくれました。そして私達はお互いに好きだという気持ちが

またよみがえってきたのです。そういう気持ちのもとで生活すると、自然とあ

れもしてあげよう、こうもしてあげたいという気持ちが心のそこからわきあが

ってきます。 
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 これまで、気が付きませんでしたが、してあげているという心で接していた

のが、今はとてもよくわかります。本当に申し訳ないことでした。 

 あれからもうすぐ一年がたとうとしています。私は丸山先生にお救いいただ

いて、夫婦の調和が本当に大切なのだということを心からわからせていただき

ました。もし正法にふれさせていただけなかったら、私達は心を閉ざしたまま

終止符を打っていたかもしれません。 

 そして子供も、今は言葉もふえ、自分の世界にひたりがちの子ですが自分の

思いを言葉で伝え、こちらの質問にも答えてくれるようになりました。何より

も表情が明るく、いつもニコニコしています。 

 主人も、現在大阪に単身赴任していますが、金曜日の夜になると毎週ニコニ

コの顔で帰って来て、ホッとしたようにくつろいでいます。 

 それから、長女にも変化は大きく、とても積極的になり、学校でも児童会の

仕事をさせていただき、みなさんのお世話を活々としてやっている元気な子と

なりました。 

 高橋信次先生、丸山先生、奥様、ここまでお導き下さいまして本当にありが

とうございました。また、この会場で発表させていただけます機会をお与え下

さいまして心から感謝申し上げます。 

 これからも一秒一秒を大切に精進してまいりますことをお誓いいたします。 

 

 

【1996-12 月】Ｐ022 

【第二十一回高橋信次先生に対する感謝と誓いの会】での男性の発表 

 感謝と誓いの場で発表する機会をいただきまして、ありがとうございます。 

 以前の僕は、人と話の出来ない人間でしたので、人と会うとおどおどして、

顔を下に向けたまま話しした事がいつもありました。 

 人と会うと、僕はびくびくなったり、恐い思いをして、子供の頃生きてきま

した。 

 僕のお母さんには、こんな気持を分かってもらえません。とてもさみしくな

り、お母さんを恨み、イライラして生きてきました。 

 本当の気持を分かってもらえる人がいなかったので、人と話す事がどうでも

いいように思い、話す事を止めました。幼稚園に入って、友達を作ろうと思っ

ても作れません。だって、人と話せないのです。よし、言葉を出そうとしても

口が開かない。どうして、声が出ないと思い、僕は暗くなって、いじめられる

ようになりました。小学校に行っても、楽しくない、つまらないようになって、

勉強の出来ない、落ちこぼれになって、小学校に行くのが嫌になって、びくび

くするようになりました。 

 人と話し合いが出来ないので、みんなからバカにされ、僕はいつもぶつぶつ

言っているので、「ぶつぶつ言っているけど、お前の日本語は通じない。ちゃん

とした日本語を話せ」と言われ、みんなからバカにされました。この時は哀し

くなり、下を向いて、くよくよしながら生きてました。僕はぜん息だったので、
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呼吸が出来なく、苦しくなってしまいました。 

 人と話せないので、おどおどして、ぜん息で苦しくなったので、死にたいと

思い、このままだったら、生きていても苦しい事ばかりや、死んだら楽になれ

ると思い、自殺をしようとしましたが、出来ません。おかしいなあ、なんでや

と思い込んだ事がありました。 

 丸山先生にお会いしたのは、小学校か中学校だったと思います。初めて丸山

先生にお会いした時は、顔が恐くて好きじゃなかったけど、なぜか僕の苦しか

った事が分かるので、不思議に思いました。丸山先生は、僕に対して「やれば

出来る、やれば出来る」と言われました。僕はその時、心が楽になりました。 

 中学校三年生の時、僕は学校の成績が悪くて、担任の先生から「高校に行く

のは、むずかしい」と言われ、お母さんは、丸山先生に相談され、ある時、丸

山先生が立ち寄った書店で、手にした本の中から、「（汗と涙の教育実験）・落ち

こぼれ、挫折した子らが心を開くとき」の文書を読まれて、丸山先生は、感動

され、お母さんの職場に電話をして下さいました。 

 そして、僕は丸山先生のお宅に行くことになりました。丸山先生は、僕に対

して、「今の時代では、高校を出なかったら、嫁さんの来手がない」と言われま

した。僕は、九州の大分県、竹田市内の学校に行く事を決めました。卒業まで

に、資格が身につけられる事に僕は勇気が出て、僕はやるぞと思い、九州の学

校に行きました。クラスの仲間はみんな、いじめや登校拒否をした人達だった

ので、僕はその時、登校拒否をした仲間を見て本当にびっくりしてしまいまし

た。よく自殺をしないで、生きてきた事に感動しました。よく自分に負けない

で生きてきたと思いました。 

 生徒は、全国各地から集まってきたので、まったく言葉は分かりませんでし

たが、分かるようになった時は嬉しくなりました。学校の教育は、生活能力が

劣っている子や、ちゃんと就職して、一人前の社会人として育てる教育だった

ので、いつも基礎を繰り返し、丁寧にやさしい教えだったので、僕は本当に楽

しく勉強が出来ました。 

 高校に来て二年の時、担任の先生とうまくいかなくなって、学校を辞めたく

なって来たので、タバコを吸い問題を起こしたら辞められると思い実行しまし

た。 

 僕の思いは変わらないので、学校の先生は、金沢に帰ってほしいと言われま

した。そして、金沢に帰って、問題を起こした僕は、丸山先生のお宅に行く事

になりました。 

 最初は恐くて、丸山先生に殴られると思い、行きたくなかったけど、僕は、

殴られてもいいと思い、丸山先生と奥様にお会いしました。丸山先生と奥様は

ニコニコのとてもやさしい顔で僕を励まして下さいました。僕は、その時、立

ち直る事が出来ました。 

 僕は本当に嬉しくなり、丸山先生が好きになりました。僕は決意しました。

絶対高校を卒業してもう一度、丸山先生と奥様のニコニコの顔が見たいと思い、

なんとか高校を卒業する事が出来ました。そして、丸山先生と奥様にお会いし
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て、とてもいい顔だったので、僕は嬉しくなりました。 

 そして二十歳の時、聖書に興味があったので丸山先生から「高橋信次先生の

『心の発見」のご本を読んでみたら」と言われ、読みました。楽しくて楽しく

て不思議なご本だなあと思いました。僕はいつも神はいるのか、いないのか、

まったく分かりませんでしたので、毎日毎日読んでいました。 

 そして勉強会に行く事となり、正法に帰依して、神は僕を救ってくれた事が

分かるようになりました。 

 本当に嬉しくなりました。 

 生きる事って、こんなにすばらしいって思ってもみなかったので、生きてき

た事がよかったなあと思いました。 

 僕を救ってくれました。神様ありがとうございます。 

 高橋信次先生ありがとうございます。 

 丸山先生、奥様ありがとうございます。 

 僕は本当に今、幸せです。ありがとうございました。 

 

 

【1998-3 月】Ｐ019 

【娘とのこと】主婦の方の投稿 

 今年の夏、三年ぶりに北陸に帰って来ることができ、富山の学修会にも月に

一度出席させていただくことができるようになりました。毎月出席させていた

だき感じたことは、学修会に出席すると不思議なくらいに心が明るく、悦び一

杯になって「さあ来月までこの明るく元気な心で頑張るぞ」という勇気と希望

がいただけるということでした。 

 先月もこんな気持ちを胸に抱いて帰宅し、主人と娘に心を尽くして接しよう

と努力しました。 

 ある日の夜、一人でご著書を拝読し、一日の自分の心を振り返ってみると、

ハッとしました。それは、私には二才八ヶ月になる娘がおりますが、その子に

十分な愛情を与えているかということです。 

 私は、大学一年の時から正法を学び、丸山先生から、夫婦の調和、子育てな

どについて事細かに教えていただいておりました。そのため、結婚し子供を育

てることにも正しい物差しを持っているから大丈夫という自信がありましたし、

実際に娘に対しても普通の人よりは愛情を与えているという思いがありました。 

 でも、一日の自分の心を振り返ってみると、娘の思いよりも自分の思いを中

心に行動していることに気づきました。私は娘の思いをどれだけ大切にしてい

るのだろうかと思いました。 

 例えば、娘は毎朝「パパ、ママ遊ぼうよ」と言って起きてきます。主人が会

社へ出かけた後もすぐに「さあ、ママ遊ぼうよ。お買い物ごっこするって言っ

てたでしょう」と言って私の手を引っ張ります。でも私はいつも「ママは今か

ら掃除も洗濯もしなくちゃいけないから、それが終わってから遊ぼうね」と言

ってしまうのです。 
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 十回に一回くらいは、半分仕方なく遊びにつき合うのですが、遊びながらも

「早く片付けてしまいたいなあ」と思っているのです。 

 でも、これではいけない、もっと娘の心を大切にしなくては、と思い、一回

でも二回でもいいから自分の用事を全て後回しにして、娘との遊びを心から楽

しもうと心に決め実行してみました。 

 掃除も台所の片付けも洗濯もしていない中で、二人で娘の好きなお店屋さん

ごっこをしました。そして三十分ほどですが、娘と同じ気持ちになって遊んだ

後で「○○ちゃん、それじゃあママは今からお掃除するから、終わったらまた

遊ぼうね」と言うと娘は「いいよ」とすぐに納得し、機嫌よく一人で歌を歌い

ながら遊んでいました。 

 こうして、自分の「今これがしたい」という思いを横に置いて、娘の気持ち

を優先に考えて接することを何回か実行してみたら、元々明るい娘ですが、よ

り一層明るく楽しそうになりました。そして以前よりも私に甘えてくるように

なりました。ご飯を食べる時も「ママ食べさせて」といって口を開けたり、気

が付くといつも私の膝の上にちょこんと座っていたり、人が見たらべたべたし

すぎと思うほど「ママ、ママ」と甘えてくれる娘が本当に愛しくなりました。 

 しかし、それと同時に私の思いを少し変えて接しただけなのに、娘が以前よ

り甘えてくるということは、十分に甘えさせていると勝手に思っていたのは自

分だけで、実は、娘が望むほど甘えさせてあげられなかったと気づき、母親と

しての愛のなさを反省させていただきました。 

 過保護になるほど子供に愛情を与えることができる親はなかなかいない、と

丸山先生からお聞きしたことがありますが、真にその通りだと実感しました。 

 親としての修業が始まったばかりだというのに失敗だらけで、自分の心の未

熟さを痛感している毎日ですが、自分の心の間違いに一つだけでも気づき修正

することができる自分がうれしく、法に触れることができた悦び、丸山先生に

ご指導頂ける悦びを噛み締めております。ありがとうございました。 

 

 

【1998-7 月】Ｐ011 

【悦びと安らぎをいただいて】主婦の方の投稿 

 丸山先生、いつも愛いっぱいのご指導、本当にありがとうございます。私は、

夫婦の調和ということで、これまで沢山のご指導をいただきました。 

 平成五年三月、初めて先生にお会いさせていただいた時、私は二人の子供の

育児に、毎日てんてこ舞いの日々でした。 

 年子で下の子は、自閉傾向があり発育が遅れていました。言葉が出なくて、

多動。かたときも目が離せない子でした。 

 この子をご縁として、正法に触れさせていただきました。そして、夫婦の不

調和が、全てこういう形で出てきているのだということを、教えていただきま

した。 

 この子を、みごもった時から生まれるまでのこと、そして今までのことを思



157 
 

い出してみると、不満だらけで、いたわりや思いやりの心もなく、私達夫婦は

いつもイライラしていました。思い出すと本当に申し訳ないことばかりでただ

ただお詫びする自分です。 

 まず最初に、自分自身の生活を点検してみますと、ずいぶんがさつな、女性

としてのたしなみに欠ける、なんとも味気ない人間でした。先生は『お化粧や

服装、言葉遣いなどに気を配り、ユーモアのある明るい奥さんになるように、

努力してください』と、ご指導くださいました。 

 『いつも同じではなく、時々部屋の模様替えをしたりして、気分を変えるこ

と。味噌汁ひとつとっても、いろいろ工夫して、そこからも会話が生まれる。

自分のグチや他人の悪口を言わない、明るい話をする。いつも感謝する』など

具体的な分りやすい言葉でご指導くださいました。 

 また、子供には、『常にだっこしてスキンシップを心がけること、一緒に遊ん

であげて、歌をうたってあげる。心をこめて接することが大切』などと、お話

ししてくださいました。 

 さらに先生は、『指導されたことは実行する。参考にしてはいけません。また、

頭で考えてはいけません。心から出来るようにして下さいね』とご指導下さい

ました。そして、学修会の度に、私に愛と勇気と希望を、いっぱいくださいま

した。 

 今までの間に、数知れない沢山のご指導をいただき、実行することで大きな

悦びと安らぎをお与えいただきました。 

 何よりも、子供の言葉が出て、お話が出来るようになったことです。行動も

落着き、意思の疎通が出来、本当にありがたいことで、感謝の気持ちでいっぱ

いです。ありがとうございます。 

 それも、主人と調和が出来てきたからだなあと、思わせていただきました。 

 主人とは、ずっと調子良くこれた訳ではありませんでした。私の精進が足り

ないため、悦び一杯のお話をさせていただき、本当にありがとうございました

と、感謝させていただいたあとに、もうケンカを始め、どん底に落ち込んで情

けない思いもしました。 

 大きな山を、ふたつ越えて、少し落着いた頃、先生は、『あなた方ご夫婦は、

つるつるの棒を登っている様ですね。足をかける所がないから、落ちる時はス

トーンと下まで落ちて、またよじ登って行く、それでは同じことを繰り返すだ

けです。棒の途中、途中にくさびを打って、足をかける所を作っていかなけれ

ばいけませんよ』と、ご指導いただきました。 

 また、『夫婦としてスタートする、最初の土台が出来ていなかったのですよ』

ともお話しくださしました。 

 当時の私達は、お互いに心から愛し合い、尊敬し合う気持ちが無かったよう

に思います。 

 「今の自分は、主人を尊敬したり、頼るということは出来ないと思います」

と、訴えると先生は、『そうですね。でも、あなたが選んだのですよ』とおっし

ゃいました。 
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 本当にそうでした。私は、神にお願いして今生は夫婦として出させていただ

いたのです。愛を学ばせていただいているのだと思いました。そうこうしてい

る間に、主人の単身赴任も終り、また家族そろって生活出来るようになりまし

た。きびしい時期を経て、家族が同じ屋根の下で暮せる幸せというのを、本当

にありがたいことだなあと、心から思わせていただきました。 

 また、私の心の中には、くさびを打つということが深く残っていました。愛

があれば、少々の欠点も許せるし、相手の足りない所も補うことができる。子

供には、無条件で愛情をかけられるのに、主人に対しては、心の底から愛を差

し上げられるだろうか、いただくことばかり考えていないだろうか、などとい

ろいろ自分の心をみつめてみました。 

 そして、御著書を拝読させていただき、自分に感謝の気持ちがあるかどうか、

考えてみました。思い行いに感謝はあるか。感謝、感謝と心の中に繰り返し、

日々生活する中で主人が変って来ました。こういったら失礼ですけれど、気持

ち悪いくらい穏やかになって来たのです。主人の口から、何度もありがとうの

言葉が自然に出て来ます。本当にありがたいことで、そのひと言でまたやさし

くなれる私でした。 

 それと、先生からご指導いただいた『うれしい時は、心からその気持ちを表

わして言葉に出す』ということも出来るようになりました。私と主人は似た者

同士で、言葉が足りないのです。感情を表現するのがヘタというか、思いを相

手に伝える時とか、相手の気持ちを知りたい時とかよく話し合えばよいのに、

少ない言葉ですませてしまうので、つい自分勝手な解釈の仕方で、肝心要な所

は想像で過ごしてしまっていました。 

 うれしい気持ちの時もそうだけれど、これは違う、おかしいと思う時も、き

ちんと話し合うことなく、自分の胸にため込んで暗い心を作っていました。 

 先生は私に『メリハリのある奥さんでなければいけませんよ。いつも言いな

りで、ご機嫌を取っている奥さんはちっとも面白くありません。相手が間違っ

ている時ははっきりと言って、ちゃんとしている時は精一杯やさしく気配りし

て甘えさせてあげればいいのです』とご指導くださいました。 

 最初は、勇気を出してドキドキしながら、言うぞ言うぞとかまえてから言っ

ていたので、ずいぶん妙な会話だったかもしれませんが、先生に『正しい行い

であれば、何も恐れることはありません。神は全てお見通しです。神はいませ

りです』と、力強くご指導いただいたお言葉を心に、まずはお話しすることを

実行して来ました。 

 いやな思いもするけれど、後を引かず処理できる様になり、毎日の生活は生

き生きと楽しいものとなって来ました。何よりも、子供達が明るくやさしい子

に育ってくれていることです。 

 先日も、下の子の集中力が付いて来たといううれしいお話をさせていただい

た時、先生から『ご主人様が変って来られたからですよ』とお言葉をいただき、

ますます私達夫婦の調和が子供達の心の成長なのだと思わせていただきました。 

 とりとめなく書かせていただきましたが、今の安らぎをいただけた偉大な正
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法に触れさせていただいた悦びを、神と主に感謝いたします。 

 そして、未熟な私を、ご慈愛溢れるお言葉でお導きくださいます、丸山先生、

奥様、本当にありがとうございます。心から感謝とお礼を申し上げます。 

 これからも日々精進してまいりたいと思います。 

 

 

【1998-10 月】Ｐ019 

【イエス様にお導きいただいて】主婦の方の投稿 

 長男の○○の幼稚園入園のことを、丸山先生にお話ししたのは、去年の十一

月三日のことでした。どこで子供をお世話してもらおうかと近所のお友達とも

悩んだ末、家から一番近い公立の幼稚園にやっと決めてホッとしていた時でし

た。 

 丸山先生は『あなたは車に乗れますか？』と。「はい」と答えますと、『それ

でしたら、ちょっと遠くてもキリスト教を正しく教えて下さる幼稚園がいいで

すよ。イエス様を学べるから』 

 私は、「あるのですが、近所のお友達がいないし、ちょっと遠いし・・・」と

濁してしまいました。先生は、『私でしたら遠くても、一人でも、入れてあげま

すよ』と先生のお孫さんの中学入学のお話も交えておっしゃいました。その時、

先生のお言葉がとても気になり悩みましたが、主人にも言えず、結局心にひっ

かかりながらも公立幼稚園の一日入園に行っておりました。 

 そして年が明け二月のことでした。一緒に入園することに決まっていたお友

達のお母さんが、キリスト教の幼稚園を訪ね、あたたかい保育の姿に感動され

たことを私に教えてくれたのです。二月の最終段階にきて彼女のお話と、丸山

先生のおっしゃったことが思い出され「御縁があるにちがいない」と思わずに

はおれませんでした。しかし、その幼稚園には魅かれるものの、とても遠くて、

きっと家族の調和もくずれると思われ、主人も“大丈夫なのか？”と心配しな

がらの承諾で、私も不安がとれず、やめることになってしまいました。 

 「もう公立に決めよう・・・」とあきらめていた矢先のこと、「△△△幼稚園

もキリスト教の幼稚園だから一度だけでも見に行こう」とまた誘ってくれたの

です。その幼稚園は、まさしく去年丸山先生とのお話の中で、私が思いうかべ

た幼稚園でした。公立よりは二倍半程の距離だけど、諦めた幼稚園よりは比べ

ようもない位近く、思い悩むことなくクリアし、近所では一人だけどお友達も

一緒という条件が整い、そこを見学して豊かな自然環境、特に根っこのある数

本の大木に登ったりぶら下がったりする園児達は、何か大きな愛に包まれてい

るようでした。 

 「自然の姿こそ人間のお手本です」とおっしゃる高橋信次先生の御言葉が心

に響き、即ここで○○は学ばせて頂こうと決心致しました。このように神の大

きな大きなおはからいとしか考えられない、私が去年思い浮かべた通りのキリ

スト教の幼稚園に、四月年中組から入園させて頂いたのです。 

 ところが一緒にと思っていたお友達が退園することになってしまいました。
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そのことでいっぺんに私と○○の心は暗く重い雲に覆われてしまったのです。

「もう行かん。ぼくもみんなと同じ幼稚園に行きたい。お母さんのうそつき。

先に言っとったところへ行きたい！！」と泣き怒りました。 

 その時、私はうそつきだと思いました。我が子を受けとめる器は全くありま

せんでした。イエス様のことを学ばせていただける感謝よりも、近所のお友達

がいないことの悲観が立ちはだかって我が子がふびんに思え、私もやめさせて

頂こうかと思っていたのです。その悲観は、小学一年生になる時一人淋しくい

るのでは・・・という先々まで及びました。誰も小学校区域の子がいなかった

からです。 

 「ひかり」誌、ご著書を拝読致しました。しかし読ませて頂いて、元気が出

てきてもすぐに暗くなるのです。光あふれる法、一言一句であるのに自分中心

の思いをひきずったままでは、どんなに拝読しても、もはや、その光を受けと

めることはできないのですね。自分の思いで、法をゆがめてしまうのですから。

何か暗い思いを持ったままでは、拝読してもダメなのですね。法ではないから。

神を信じることができない愚かな私でした。 

 主人は、「何でそんなに悲しんどんの？ 大人になって社会に出れば自分の友

達ばかりではおられへん。小さい時に、新しい環境に入ってそこで友達ができ

たらすばらしいことやんか。これで良かったと思うで」と言ってくれました。

やさしい主人です。 

 もう一度だけ幼稚園に行ってあの大木を見てみよう。高橋信次先生の心の声

を拝聴し、心して決めたあの場所に立ってみようと、祝日みどりの日の夕暮れ、

下の娘とふらりと出かけたのです。夕焼けと静けさの中でこんな心の私に神は

大きな大きな愛で包んで下さったのです。 

 「この新しい場で、あの子はがんばっている」と思えたこと、そして帰り道、

教会に来られていた方にバッタリお会いしたのです。そのお方は私の話を聞い

て下さり、明るい声で、「そう、つらかったわね。でもきっと神様が導いて下さ

ったのよ。あなたのお子さんにとってこの幼稚園が一番いいところだと選んで

下さったのよ。悩まれないで、反対にどうして神様がこの幼稚園を選んで下さ

ったのか追究してみたら楽しいかもしれませんよ」とあたたかくお話しして下

さいました。私は素直な気持ちで神様が導いて下さった幼稚園なんだとうれし

さ一杯で家に帰ることができたのです。 

 その翌日には、園長先生から私のことを思って書いて下さった心あたたまる

お手紙をも頂きました。主人は、ふとんの中で○○の思いをゆっくりと聞き、

「それでも○○は、△△△さんに行くんやぞ」と諭すと、「うん」とうなずいて

くれたそうです。改めて母子共に入園させて頂く気持ちで通うことができまし

た。というものの、年少から上がったクラスへの新入生は子供なりにストレス

があるのでしょう。やめたいとは言わなくなったけれど「歩くのイヤ～」とぐ

ずぐず言ったり以前よりも怒りっぽくなっていました。（徒歩通園の幼稚園で遠

方の人は集合場所まで送っていきます） 

 そんな折、丸山先生にご相談させて頂いたのです。先生は、私に対して『ぼ



161 
 

くちゃんに「そんな事言わないで、イエス様はずっとあなたのことを見守って

くれているよ。お母さんはここが一番いいと思っとるよ。そのうちきっといい

ことがあるよ」と明るく笑って言ってあげたらいいのです』と明るく笑って私

におっしゃいました。そのあたたかいお声に私の心は安らいでいきました。 

 早速我が子にも明るく笑って声をかけました。○○は、“いいこと”に敏感に

反応し、「いいことって何？何？」とせがんできました。私は、「さあ何やろね

ー。でも○○くんが毎日がんばって歩いて△△△さんに行っていたらきっとい

いことがあるよ」と明るく答えたもののこの声かけは一時的な子供へのなぐさ

めと励ましだと思っていて、その時はこれが愛の言葉なのかと、何にも気付け

ずに私なりに納得していたのです。おかげ様で○○は期待で明るくなり、私も

この文句をくり返して大変助けられました。今までの愚かな自分を反省し、感

謝させて頂けたのです。 

 遅刻しそうだった六月二十三日の朝のことでした。私が、「もうみんなに間に

合わないかもしれやんね」と困っていると○○は、「そんじやぁさー、△△△さ

んの近くに□□くんのうち引越したらええやんか。近いで！！」と言ってくれ

たのです。近くに行きたいというこの子の気持ちに感激し、早速丸山先生にお

電話しておりました。先生は、「思うとおりになったね」と喜んでくださいまし

た。 

 その時私はこのことが“いいこと”だったんだと思っておりました。けれど

も、先生にあらためてご指導を頂いた今、これは普通によくある“幼稚園に馴

れた”という愛しい我が子への喜びだと思います。 

 どうにか一日欠席しただけで、○○はよくがんばって一学期を通ってくれま

した。夏休みになり、その二日めの七月十九日の夜、○○のお祈りを聞いたの

です。 

 「天のお父さま、イエス様のお心を愛しております。そのことを感謝いたし

ます」と。（以下、私との対話も含めて） 

 『天のお父さま。どうして太陽さんはいるのですか。暑いし、のどが乾くし、

葉っぱさんも枯れてしまいます。太陽さんは、いなかったらいいのに』 

 ＜○○くん。太陽さんがいないとみんなみんな死んでしまうんだよ＞ 

 「えっ？何で太陽さんがいないとあかんの？」 

 〈太陽さんがいないと、まっ暗になって見えなくなって朝が来ないよ。光が

ないんだよ〉 

 『太陽さん、ずーといて下さい。ずーとずーと。疲れすぎないように、病気

をしないように。このお祈りをイエス様によって、おささげいたします』 

 しばらくして、 

 『ねえ、お母さん。何で太陽さんがいないと死んでしまうの？』 

 〈太陽さんがいないと、まっ暗になって急に寒くなってきて、こうして生き

ていられなくなるのよ・・・〉 

 ○○は即心をこめて祈るのです。 

 『太陽さん太陽さん。ずーとずーといて下さい。このお祈りをイエス様によ
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っておささげいたします』 

 〈○○くんが太陽さんを信じていたら、ずーとお守り下さるよ〉 

 『太陽さんの中に、誰かおるの？』 

 〈誰かって、太陽さんは神様だもの〉 

 『太陽さん太陽さんずーとずーといて下さい』 

 『天のお父さま。どうぞおしっこをしないようにお守り下さい。☆☆ちゃん

の熱を下げて下さってありがとうございます』（妹が夕方三十八・二℃の熱があ

って横で寝ています。九時頃三十七・五℃に下がっていました） 

 〈○○くんは、やさしいね。ありがとうね。じゃあもう寝よう・・・〉 

 そして○○は、☆☆と並んでスヤスヤと眠りに就きました。私は、とても心

が暖まり、すぐに主人にそのまま伝えました。 

 丸山先生がおっしゃっていました。 

 『幼稚園に行っていると、きっといいことがあるよ』って。“イエス様のお心

を愛し、またそのことを感謝いたします”というイエス様のお心をプレゼント

されていたのですね。 

 先週の十二日に五歳の誕生日を迎えた貴方。 

 神様からのなんて素晴しい最高のいいことのプレゼントなんでしょう。友達

ではない。環境への協調性でもない。何よりも神様のこと、イエス様の御心を

教えて下さることが大事だったのですね。 

 イエス様はいつもみていて下さっていた。大変うれしくて悦び一杯で丸山先

生に速達でご報告させて頂きました。先生は、すぐにＦＡＸをくださり、その

中にはさらに偉大なるイエス様の愛を分からせて頂けたのです。 

 先生は、『私が平素月刊誌にも書いていますように、「貴方様は自分中心の思

いでいたので、正しい思いが出来ず苦しんでおられたのですが、幼稚園の帰り

道の途中で、バッタリ出会われたお方から〈神を中心とした思いに切り替える〉

ことを教えて頂いたのです。それが神様というか、イエス様からのそのお方を

通してのお導きだったのです。そうです。ここにイエス様が直接愛する貴方様

にお呼びかけになられたのですよ』 

 また、お電話でも、くり返し教えてくださり、「このようにイエス様は、大変

慈悲深いお方でいつでも語りかけて下さっているのです」と。 

 そうだったのですね。イエス様ありがとうございました。信じられず、どう

しようもない私に、そのお方を通して呼びかけて下さっていたのですね。今、

あの日のことが鮮明に浮かんでまいります。心が震え熱くなってまいります。

こっそり私一人で出かけるところを見付け、ついて来たおてんばで元気な一才

七ヶ月の娘が、いつもとは別人のようにとても落ちついていてその場から離れ

ませんでした。聞いていたのですね。イエス様がそのお方を通して語られる御

言葉を。 

 そういえば娘がおなかの中にいる時、高橋信次先生のご著書にお出会いし、

母である私は今までにかつてない深い感動を頂きました。この子は、その場に

必ず導かれるべき娘だったと思われ、また深い悦びに包まれております。その
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方は、日が暮れて暗くなっても一時間程もお話しして下さいました。 

 「人ではない。いつもイエス様が守っていて下さる。そう思うだけでうれし

くなり、力が湧いて来るの。どうしたら良いか分からないときは、イエス様に

お祈りするの。そうすると必ず答えて下さるのです。もし良かったら私の家に

ある子供用の聖書の絵本があるのであなたに差し上げます。また読んでみて下

さい」と、しっかりと語られる中に、あたたかさが一杯伝わって熱くこみ上げ

てきたことが思い出されます。 

 お別れする時、「でも、なんだか不思議な気がします。（その日はたまたまそ

のお方だけ遅くなられた様で）こんな時間に、ここであなたにお会いし、こう

してお話をしていることが」と首をかしげながら言われ、「これもイエス様から

頂いた御縁かしらね」とニッコリ感謝して下さったのです。 

 丸山先生のおっしゃる通り、このお方を通して私に呼びかけて下さっていた。

『何もかもイエス様に導かれていた！！』ここに深い感動と悦び、深い感謝を

おささげ致します。どうもありがとうございます。この体験は、私にとって宝

物でございます。神を中心とした思いは、どれだけ我が心を救って下さるので

しょうか。悦びが満ちあふれてくるのです。 

 この大きな悦びを、私自身が自力で気付くように、その時々の私の心の状態

をみてご指導くださって、又喜んでくださり、どうしても心に落ちることがで

きなかったことに対しては分かるように教えてくださった丸山先生、本当にど

うもありがとうございました。先生のお言葉がなかったらきっとこのような悦

びはありませんでした。法に触れさせて頂き、偉大なるイエス様の愛をお与え

下さった主よ、どうか未熟で愚かだった私をお許し下さい。ここにあらためて

感謝をおささげ申し上げます。どうもありがとうございました。 

 

 

【1999-2 月】Ｐ013 

【母と子】主婦の方の投稿・・・(前投稿：【1998-10 月】Ｐ019 の第二弾) 

 長男の○○は幼稚園に年中から入園させて頂いたせいか、たくさんのお友達

に戸惑いました。私は“早く新しいお友達になじむと楽しいかな”と思って幼

稚園が終わってからもお友達の家へ行ったり、来てもらったりして母子共々に

遊ばせて頂いておりました。しかし本人は必ず「早く帰ろう」と言い出し、家

に帰ってからも怒りっぽいのです。 

 それでは幼稚園は違うけれど今まで仲が良かった近所のお友達と遊ぶかな？

と思って約束しても相手が一人だったらいいけど他の子もいるのだったら、い

やだ。家におる！！となるのです。自分だけ違う幼稚園で、子供なりに思うこ

とがあるようでした。たとえ数人で遊ぶようになれても昼間は楽しそうに遊ん

でいるのに、夜中に寝言で怒っているのです。 

 その時、母である私は、何を思って我が子を見ていたかが、この子との大き

なズレの原因でした。私中心の思いで“お友達と仲よく遊んで欲しい”という

思いは、○○にとっては苦痛でしかなかったのです。 
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 幼稚園での様子は、楽しく遊んでいる反面で、とうとう一人のお友達とのト

ラブルが発生しました。その子は、○○と同じ四月に入園した子で新しく入っ

たという同じ立場から、その子に対しては、ストレス（イライラ）をぶつけて

いる様子にみえました。遊びの中での楽しいスキンシップではなく、お互いの

目が真剣で戦いごっこをしているのです。そして最後までやめないのは○○の

方でした。その原因には、幼稚園には、○○が赤ちゃんの頃から遊んでいたお

友達が一人いて、その子のおかげで楽しく遊んでいたようなのですが、いつも

その子を中心に思って遊んでいたということから、他の子を受けつけられなか

ったのです。 

 この我が子の姿をみると、これは私の姿、生き写しだったことを、まざまざ

とみさせて頂いた気がしてなりません。私もいつの頃からか、どこか心の中で

特定の友達のわくをこわしたくないと思っていたのです。それは、よく世間で

いう“いつも一緒にトイレに行く”という行動があったと思います。 

 二人の関係をみて、悩み、その子のお母さんとは入園時からおつき合いさせ

て頂いていたのでとてもつらくなってきました．思いきってその事を言いまし

たら、その方も気付かれておりました。また先生も気付いておられました。 

 先生は、「別々にいることもあるけれど、なぜか一緒になっていて、ぶつかり

合うってふうなのです。あまりひどくなると“何でそんな気持ちになるの？遊

ぶんだったら楽しい気持ちで遊ぼうよ”と二人に声かけました。でも二人それ

ぞれの心に何か原因があってそうなのかもしれないので、後はそっと見守って

いきます。お母さんもあまり言わないであげて下さい」とおっしゃいました。 

 そんなある日、「どこへも行かない。誰とも遊ばない。家におる。お家でお母

さんと☆☆ちゃんと遊ぶ」と宣言してきたのは夏休みに入る前でした。午前保

育になって、昼から長いし本当に家で遊べるのかな？体力的に元気一杯の○○

の遊び相手は疲れるナー。下の子が昼寝できなくなる・・・、やらでいろいろ

私の思いは“困った”気持ちしかありませんでした。こうして、夏休み前から

完全に母子カプセルになってしまったのです。 

 しかし暑さもあってか意外におとなしくて三人共に畳の上に寝ころんでしま

いました。しりとり遊び、なぞなぞの出し合いをし、しばらくすると折り紙を

持ってきて『蛙さん』、『しずくさん』、『葉っぱさん』を折ってはペンで顔を描

き、これはお母さんに、これは☆☆ちゃんに、これは僕のと渡してくれて物語

ごっこがはじまりました。 

 私は、とても楽しくてうれしくなり、時間もすっかり忘れていました。自分

の方が遊んでもらっているような気持ちにもなって、こうして母子だけで遊ん

だことがあっただろうか。私も心からウキウキしてこの子たちと遊んだことが

あっただろうか。 

 ○○は赤ちゃんの時から、お友達の群れあそびが一番いいと思ってみてきた

な。今の社会に“母子力プセル”という新しい言葉ができ『避けるべし』とい

う思想を信じてきた。今、こうして母子カプセル状態になったけれど、何とも

いえない安らいだ気持ちが心に満ちあふれ、とても新鮮に思えていたのです。 
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 しかし、そのうちにとうとう兄妹のトラブルがおきてしまいました。しかし、

私は慎重で自分の心の動きがわかり、感情の高ぶりもなく二人の争いの傍らで、

「お母さん、おなかが痛いよー。お母さんなー、注射してもらわんともうあか

ん。ねえポンポンしてくれやんかな？ 神様にお祈りしてくれやんかな？」と

明るく苦しそうに倒れました。二人はキョトンとして、「どうしたん？」と心配

そうな上の子。泣いていた下の子も、寄ってきて私の顔をつついてきます。そ

して私の腕に子供の手の注射がチクン！手の聴診器でおなかをポンポンとして

くれました。そして「天のお父さま。どうかお母さんのおなかをなおして下さ

い」と、おねがいしたことを素直にきいてくれるのです。 

 私は、笑顔になって、「ありがとうございました。すっかりなおったわ」と答

えると、そこで三人は大喜び！今度は、それがおもしろくなって何度も何度も

病人さんにならされて、私の体を二人の子がさわりはじめ、そのくりかえしで

した。 

 明るい気持ちでした。いつもだと二人がトラブルと、「これ！ 何しとんの？」

と必ず口に出しているのに。今、思いますと、自分はいつも親という立場で接

していたからかと思います。確かに分別のつかない幼子に、生きていく上での

最低のルールや“危ない事”などは教える役割は親にはあると思います。だけ

どいつどんな時でも「親」でいて「自分」がいては、子供のトラブルに対して

は「困った」「もう！！」という心になってしまうように気付かされたのです。

この日は子供の世界に入りこんでいて、「ふと口と体が動いた」ように思うので

す。 

 そんな楽しい母子カプセルは、次の日も次の日も長い夏の陽と同じように続

きました。お店屋さんごっこ、歯医者さんごっこ、床屋さんごっこ、積み木で

家づくりしお客さんごっこ、またプールに入っては暑さをしのぎ、またお絵書

き、折り紙と遊びほうけました。 

 そんな折り、○○のお祈りを聞き、神の子としてしっかりと、身に付けさせ

て頂いていたことに気付かされ、私も今までにない偉大な偉大な神様と主によ

り、大きな大きな悦びと感動を私にお与え下さっていたことを師、丸山先生に

より深く深く丁寧に教えて頂いたのでした。 

 イエス様の深く満ちあふれる程の愛を、こんな小さな私にお与え下さってい

たありがたき悦びと感動は、『神の子として生かされている自分』を自覚し、そ

の偉大なる愛を思う度に胸が熱く込みあげてくるのです。ありがとうございま

す。 

 その悦びを丸山先生にお話しさせて頂いた時に、子供との様子をもお話しさ

せて頂きました。「子供と遊ぶのが楽しくて楽しくて、また、子供といてこんな

私にも智慧がわいてくるのです。この子らが機嫌が悪くなって泣いても怒って

も、（この子どうしたら笑ってくれるかな？）と思うと、ふっと言葉が出てきて

必ずニコニコと笑ってくれるのです。今までは育児書などを読んで、“この時は

こうするんだ”と思わなくても、すーと浮かんでくるのです。それがとても楽

しいのです」 
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 丸山先生は、お優しい声で「子供の次元までおりて遊んであげれる母親はい

いですね。小さい時から神様を意識して生活されるのはいいことですよ。きっ

といい子になれますよ。きっと、イエス様に近い魂なんでしょうね。それに育

児書よりもずっといいがいね。御主人様もきっとあなたにお優しいんでしょ」

とおっしゃいました。 

 その日を境に母と子の在り方に確信がもてるようになり、母子のズレもふっ

とんで、生き生きと明るい姿に変われるようになったのです。“この子らには、

いつも神様を思って成長して欲しい。その心だけで何もいらない。だってその

心が何よりも人間として幸せだから”そんな気持ちで一杯でした。 

 夏休みは、朝から寝るまで時間にとらわれることなく、我が家の全部のお部

屋を使い、外に出てプールに入ったり、どろんこしたり何枚も着がえ、母子だ

けで毎日を過ごしました。また時には、おじいさんとおばあさんとも対話した

りして、兄妹の仲もぐっと深まり、五才の男の子と、一才一○ヶ月の女の子が

ケラケラ笑って遊んでいたのです。兄の創意工夫によって妹も母も楽しませて

もらいました。 

 あれだけ毛嫌いしていたテレビの子供向けのヒーロー悪役番組も、共に座り

ゆっくりと見るようになって、とてもショックを受けました。いつも家事に追

われ、相手しなくてもおとなしくいてくれる便利な番組、あまり好ましくない

けど男の子だし喜んでいるからいいかなとしか思っていなくて、一緒に始めか

ら終りまで見たのは、初めてだったのです。 

 『この子はこんなテレビをみていたんだな』と初めて気付いたのです。あり

きたりの物語だけど、一緒に共鳴している私がおりました。子供は大喜びであ

れやこれやと説明したり、ロボットを組み立てては私にみせに来はじめました。

私の毛嫌いが薄らいで、興味を持ったことに敏感に反応していたのです。私も

子供の話に、興じました。 

 そんなある日、○○は「お母さん、何で夏休みってあるの？ 明日も明日も

休みやろ」『夏休みはね、普段一日中家におれない人が朝から晩まで過ごせる為

に天のお父様が与えて下さったお休みなんだよ。○○くんは幼稚園に行っとる

で朝からお母さんや☆☆ちゃんやおじいさん、おばあさんとは遊べやんやろ。

夏休みは、家族で遊べるようにと天のお父様がお与え下さったんだよ。だから

遊ぼ！！ありがたいね』と話しておりました。夏休みという機会をお与え下さ

っている神様に、主に対して、本当に心から感謝せずにはおれなかったのです。 

 天のお父様は、毎日登場し、お絵書きの際には太陽さんを必ず描き、「天のお

父様がおるよ」と私に説明してくれました。やがて夏休みが終り、○○は元気

に幼稚園に通いはじめました。 

 幼稚園は『いつも楽しい』と言う○○に、「いつも誰と遊んどるの？」と聞い

てみました。すると「いろんな子」と言うのです。 

 『いろんな子って誰と誰のこと？』 

 「いろいろやでわからん」とニコニコして言うのです。一○月に入って、先

生に園での様子を聞いてみることにしました。先生のお返事は、「○○くんはい
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ろんなお友達とブロック遊びができるようになりました。貸してあげたり貸し

てもらったり、いつも本当に楽しそうだなあって思いながらみています」との

ことでした。そうか、特定の子だけでなくて、いろんなお友達をみれるように

なって、あの子自身広く大きく成長していたんだ。だから“いろんな子”とし

か答えられようがないなぁと、とても嬉しく思いました。 

 しばらくして、おふろに入っている時、突然「ぼく、戦いして勝ったで！！」

と言うのです。えっ戦いってどんな遊びのことだろうか。「勝った」とか「負け

た」とか言う言葉も気になり、改めて先生にお尋ねすることにしました。 

 先生は、 

 「ブロック遊びの中で誰が一番かっこよく飛行機を作ったかとか早く作った

かということを『戦いごっこ』と言っているようです。確かに物の取り合いな

どで、とっくみ合いになったりしますが、○○くんはよくわきまえられる子で

す。 

 園では、“強い心の子は人を傷つけたりしないよ。弱い心の子がすることだよ。

強い心の子かどうか天のお父様がいつもみているよ”と注意します。 

 それにしても、○○くんは二学期になってから、すごくすごく明るくなりま

した。誰とでも仲よくできます。一学期のうちはＵ君のそばでいつも遊んでい

る姿がみうけられましたが、今はいつでも誰とでも遊んでいます」 

 と言って下さいました。私はすごく嬉しくなって答えました。 

 『本当にここでお世話になれて良かったといつも思っています。神様のこと

を意識しイエス様のことを教えて下さる幼稚園は他にありません。私は地域か

ら一人だけとか友達との関係に、一学期は、ずい分悩みましたが、本当は友達

も大切ですが、特にイエス様のお心を学ばせて頂くことが一番大切だという思

いでここに決めさせて頂いたんだと気付かされたのです。 

 それからは私自身が明るく変わり、友達友達と思ってあせっていたことにも

気付き、夏休みは“どこへも行かない。家におる”という子に対してお友達が

誘ってくれた三日間以外は、毎日のように母子カプセルになって我が家で遊び

ほうけていました。出かける予定もないので、時間のゆとりもあり、私も“楽

しい”と思って遊んでいました。 

 大人の方がいると、そこで話に夢中になり、つい子供が声をかけてきてもめ

んどうくさくなって適当に返事をかわしてしまうところですが、そういうこと

もないので、いつでも二人の子と目を合わせてお話しできました。いつも天の

お父様がいて、あの子自身悪い事をすると“天のお父様見とったかな？”とび

くびく真剣に話しているのです。子供は本当に素直だなって感心しているんで

す』 

 と申しましたところ、担任の先生は「それが良かったのですね。夏休みにし

っかりとお母さんと遊んだことで二学期になってはじけとんで、○○君は大き

く成長されたんだと思います」 

 また横で聞いて下さった副園長先生も、「本当にいい夏休みを過ごされたんで

すね…。またこの時期にお母さんとたくさん遊べて良かったですね。年長さん
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位になると、また人間関係も広がり、それだけお友達と交わって遊ぶ年齢にな

って来ますので、今の時期に経験されたことは大変良かったですね。来年はと

んでもなく遠い“お友達の家へ行きたい”って言い出したりするかもしれませ

んね」とおっしゃいました。 

 私はとてもうれしくなって「神よ、主よ、丸山先生、本当にどうもありがと

うございます」と何度も何度も叫んでおりました。 

 その夜、主人にも「○○は、本当に明るく誰とでも仲よくできるそうだよ」

と伝えると、主人は、即「夏休みに、あんたと一杯遊んだでやな」と言ってく

れました。 

 私は、「そうかな。私もそうかなと思ってる。正法を学ばせて頂いて、丸山先

生がいつもおっしゃることをやらせて頂いたらこうなったの。やっぱり正法は

偉大やと思う」と告げました。その日の連絡ノートに、うれしかった気持ちと

お礼を書きました。すると先生からさらにうれしいうれしいお返事を頂いたの

です。 

 「◎◎さんが心の内を打ち明けてくださって本当に嬉しく、また勉強になっ

たナと感謝の気持ちでいっぱいです。相談事でなくても、お時間があればいつ

でもおはなしに来てくださいね。心よりお待ちしています」と書かれてありま

した。 

 ありがとうございます。ありがとうございます。この悦びを神に、主に、師

に深く深く感謝申し上げます。 

 神様と主の御心に、いつも心を向けておりますと必ず心が落ちついてきます。

嬉しくなってきます。家にいることが大好きになり、他人さまの行動も気にな

らず、安心しておれるようになりました。 

 友達友達と、あれもこれも話し行動を共にして安心していた以前の私とは全

く違った安らぎを頂きました。夏休みはそんな気持ちで、母子だけの時間を大

変貴重に思い、楽しい日日を送らせて頂いたのです。その思いが我が子にも伝

わったのか「あの子とあの子が遊んどる」とか「Ａ君とぼくは仲間やでＢ君に

は内緒やで」というような事は全く言わなくなりました。自立できたという

か・・・、今では、すっかり『お友達と遊びたい！！』と言い出し、私がいな

くても遊びに行くようになりました。 

 その姿は、とてもたのもしく、かつ嬉しそうです。すっかりお友達に囲まれ

ていたのです。丸山先生が、以前に“手の平”で教えて下さいました。「五本の

指が、それぞれの方向に正しくまっすぐに伸びるように、今はお世話している

のです。手の平が丸く大きくしっかりしておれば必ず正しい方向に伸びていく

のです」と。この御言葉をいつも思い、感動して支えられております。 

 今の我が子をみていると、自分の心をも映してくださっているようで励みに

もなります。 

 不安や迷い多き子育てに対して、“母と子の遊び”からこんなにも大きく成長

させて頂いて、自分がこの子らの母であることの悦び、また愛しい我が子を通

して、私の長年にわたる全く気付けなかったまちがった思い方を、神様は、主
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は『“神を中心に思う”ということは「こうなんだよ」』って、ずっしりと深く

お教えくださったのです。 

 大きな不動の安らぎをお与えくださってどうもありがとうございます。そし

ていつもあたたかく愛一杯でお導きくださいます丸山先生、心より深く深く感

謝申し上げます。 

 

 

【1999-3 月】Ｐ027 

【夫婦の調和】主婦の方の投稿 

 ・・・二年ほど前に夫婦のことでご指導していただいたことが心に浮んでき

ました。 

 下の子がお腹にできるちょっと前に、突然主人が独身の頃からの借金があっ

たことを初めて私に話してくれたのです。金額はそれ程大したことはなく、最

後には先生のご指導をいただいて、貯金で全て返済することができたのですが、

私にすれば、主人が結婚して五年も隠し事をしていたということがとてもショ

ックで、主人を責め、今まで私が何度も法の勉強を勧めても逃げていた主人を

今ぞとばかりに「丸山先生に、絶対会ってよね」なんて、半ば主人を脅してい

たのです。 

 ところが、先生にお電話した時、私の思いと正反対の言葉が返ってきました。  

 『それは違いますよ。傷ついているご主人に、法の話をしてもだめです。今

のご主人に一番必要なことは何ですか？まず、お金の工面をしてあげることが

大切なことではないのですか。そうしたら「よく話してくれたね。一人で苦し

かったでしょう。私も働くから心配しないで」と言ってご主人の不安を取り除

いてあげるのが大切でしょう。夫婦なんだから苦しいことも二人で乗り越えて

いかないでどうするんですか。ご主人の気持ちになってあげなければいけませ

ん』。 

 一方的に主人が悪いと思っていた私に、先生は逆に一人で苦しんでいた主人

を思いやる優しい言葉をくださいました。その時、主人のしたことは、全部主

人のせいで私には関係がないと思っていた、思いやりのかけらもない自己中心

的な自分の心に初めて気づくことができました。普段から主人に夫婦の調和が

大切なんだと大きな口をたたいていた自分が、ものすごく恥ずかしくなりまし

た。頭で知識としてしか法を理解していなかった自分。主人が正法を勉強して

くれないから夫婦の調和ができないんだと愚かな思いでいた私の方にこそ、不

調和の原因があったことに気づかさせていただいたのでした。 

 そして今年の七月、主人から会社の話（主人の会社が経営難の為に倒産する

という問題が起こったのです。七月一五日の夜、急に主人からその話を聞きま

した）を聞いた時、以前ご指導していただいた言葉がすっと心に浮んできて、

同じ失敗を二度と繰り返さないように、まず主人の気持ちになるよう心がけま

した。 

 しかし、私自身も驚きましたし、不安な思いもしましたが、今まで毎日一生
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懸命家族の為、会社の為にと働いてきた主人が誰よりも一番ショックを受けて

いると思うと、私がしっかりしなくてはと思い、なるべく平気な顔で明るく、

「仕方ないがいね。仕事なんてまた探せばいいがいね。私だっていくらでも働

くから、元気出して前向きに考えよう。また二人で一から頑張ればいいがいね」

と言って主人を励ましました。 

 落ち込んでいた様子の主人も翌日から元気を取り戻し、それから毎晩主人と

これからのことを話し合いました。もともと小さな建設関係の会社でしたが、

主人は営業をしていまして今まで何年かかけて築き上げてきたお客様との信頼

関係や、いろいろな場で広げてきた人脈を生かしていきたいというのが主人の

強い希望でした。それで、今まで一緒に仕事をしてきた何人かにお声をかけて、

独立するという形となりました。 

 それからの主人は、毎晩遅くまでその準備にとりかかっていました。主人の

頑張っている姿を見て、私も何かしてあげたいと思いましたが、仕事のことは

分からないからせめて主人が安心して仕事に集中できるようにしてあげようと

思い、「私は何もしてあげられないけど、どんなことがあっても応援するからね。

子供たちや家のことは私がしっかり守るから心配しないでね」と主人に話しま

した。そして毎晩、主人の守護・指導霊様に主人をお守り下さいとお祈りして

いました。 

 同居している主人の両親には余計な心配をかけないよう、新しい仕事の目途

が立つまで話さないでおこうと二人で決めていましたので、本当に二人だけで

この苦しみを乗り越えていこうという気持ちでした。二人が真剣に話し合い、

心を一つにしたのは、結婚して初めてのような気がします。 

 おかげさまで、多くの方々のご協力により何とか会社を辞めてすぐにまた仕

事が始められることができました。今のところは順調ですが、世の中の経済状

態をみていますと、何時、どんな問題が起こるか分かりません。でも何故か不

安な気持ちにはならないのです。私はとても心配性で、今までこの欠点を直そ

うと努力してもなかなか直せなかったのに、今はどんなことに対しても不安な

思いや心配な気持ちにはならないのです。自分でも不思議です。 

 私達夫婦はまだまだ調和しているとは言えませんが、今回のことを通して夫

婦の調和とはどういうことかを学ばせていただきました。以前よりもずいぶん

二人の心が近づいたような気がします。 

 この世的にみますと、会社倒産なんて大変な不幸に思いますが、法を中心に

みますと神からいただいた素晴らしい大きな慈悲だったんだとつくづく思いま

す。大切なことを多く学ばさせていただいたと同時に今まで以上に、家族を強

く結び付けていただきました。でも先生のご指導がなかったらこんなに素晴ら

しい結果にはならなかったと思います。 

 主人も私があんなに励ましてくれなくて、逆に「これからどうするが？」と

か、「本当に大丈夫なんか？」などの不安な言葉や不満を言っていたら途中で投

げ出していたかもしれないと言ってくれました。二人で「これからも先ばかり

見ないで、一日一日を大切に一生懸命頑張ろうね」、「お客様や一緒に働いてく
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ださる方達、そして家族の方にも感謝せんなんね」と話し合いました。 

 今回のことは、主人も法に触れ、勉強してくれるようになるためにいただい

た、神からの慈悲でもあると思うのです。何とか主人も早く目覚めてほしいの

ですが、私があせってまた逃げられないよう気をつけたいと思います。一日も

早く二人でお勉強できますよう頑張ります。 

 素晴らしい環境といつもたくさんの慈悲をお与えくださいます神と主に対し

て、心から感謝致します。 

 そしていつもお心をかけていただき、愛一杯のご指導をしてくださいます先

生に心から感謝致します。 

 

 

【1999-6 月】Ｐ023 

【「正しく思う」を通して】主婦の方の投稿 

 ・・・私は・・・次のような発表をいたしました。 

 「・・・昨年末に県外に仕事に出た二男が、今年一月末に休みが取れたから

家に帰る、との電話がありました。その日は寒波が来て高速は交通規制になっ

ているよ、と伝えたのですが吹雪の中を戻って来ました。自分は悪い方に考え

ていたけど無事に帰って来た安堵と子供との一時を頂けたのだと思い神仏に感

謝しました。そしてこの一時を頂けたと思える自分に凄いなぁ、と思いました」 

 という発表を致しました。 

 先生は「お尋ねしますけど、お子様が帰って来ると言って来た時、何故帰っ

て来るのか聞かれましたか」と質問をされました。 

 私は「体を休めに来るんだなと思いました」と答えますと、先生は「お母さ

んだったら瞬間、何で帰ってくるのかなぁ、仕事がいやになったのではないか、

と心配するものですがねえ」と先生は言われました。 

 私はそのお言葉を聞いて一つだけ引掛ったのは子供は、「家に居た時は思わな

かったけど仕事をしてから一日が早い、こんなんだったら働かなければよかっ

たと言いました」と答えましたら先生は、 

 『そうでしょう。その時、我が愛する子よ、と抱き締めて何を悩んでいるの、

お母さんがいるじゃない、何でもお母さんに話しなさい、というのがお母さん

にならせて頂く修業ではありませんか。それがお子様が帰って来ると言った時

にビーンと来なければ合格のお母さんではありません。 

 ・・・お子様がどういう理由で来るのかな、という思いを汲み取れるような

心を積み上げ磨いて行くことが法を学んだ者の道なのです。丁度二、三カ月過

ぎた頃は会社がイヤになる頃なのです。その時期にその心を上手に引っ張り出

し聞いてあげることが親の役目です。二男さんはそこを充分に言えないで帰っ

ていったのです。可愛そうに』 

 と言われました。私は「余り愚痴を言わない方が良いという思いがあるので

すが」と申しあげますと先生は、 

 『正法を学んでおられるあるお母さんが愚痴はいけないと思い、嫁いだ娘さ
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んが愚痴をいって来ても“感謝したら…もっとしっかりしなければ駄目じゃな

いの”等と正法言葉を並べて押さえてしまったために、その娘さんの心をつぶ

しノイローゼ気味にしてしまったといって泣いておられました。 

 お母さんは娘さんの愚痴を吐き出すようにしないとその方はノイローゼにな

りますよ。愚痴を精一杯、吐き出すようにとお母さんも一緒になってご主人の

悪口などを言うことにより心が軽くなるのです。 

 このような段階を通り過ぎて初めて“感謝をしなくては”と言えるのです、

といいましたらその通りですと、そのお母さんは泣いて言っておられました。 

 貴方もお子様と一緒になって悪口を言ったら良いのです。それが親と言うも

のです。それを押さえたらお子様は行き場がなくなり苦しみますよ。家に帰っ

たらすぐにもう一度帰っておいで。お母さんが間違っていた、一緒に悪口を云

い合おうねと、手紙を書きなさい。一緒になって悪口をいったらお子様は元気

が出て辞めんよ、と言いますよ』 

 とご指導くださいました。 

 私は今、愚痴や悪口を言わない実践をしており、息子の事に対しては、愚痴

を聞きすぎているし、これ以上愚痴を聞かない方がお互いに良いことだと思い、

暫く電話をしないでそっとしておこうと決めていた時でしたので、先生のご指

導にはびっくりしてしまいました。家に帰って早速手紙を書き、先生から頂い

たご指導と自分の思いの何処が間違っていたかを反省して見ました。 

 そこで初めて子供が仕事を辞めて二年近く家におり、やっと決まった仕事を

子供が辞めると云うのではないかと、家族全員がビクビクしていたことに気が

付きました。子供の愚痴を聞いてはいましたが、愚痴らせてはいけないと思い、

最後には「感謝しなくてはね」と正法言葉を言って納めていたのです。 

 先生からご指導を頂き、子供に親はいつも貴方の心が分っているよ、いやな

時には何時でも帰っておいで、と言って安心感を与えておく事が親であるとい

う事を知り、心から一緒に悪口や愚痴をいってそんな所辞めておいでと云える

ことが出来る親が本当の親であることに気が付いた時、私の心の重荷が取れて

心がすっきりとしました。 

 そして子供と話し合う中で「入社する時と話が違っているから辞める、とい

って帰っておいで」と言いましたら子供は反対に「辞めんよ」と言いました。

私は大変嬉しくなり、直ぐ家族にその話をすると皆で大変悦び感謝いたしまし

た。 

 自分を始め家族全員が安らぎを頂けるというその違いに、改めて心から聞い

て上げる事がこんなに心が満たされるという大きな悦びの体験を頂きました。

今は遠く離れていてもお互いに太い心のパイプでつながっていることを感じて

います。これからも子供の心を包んで上げられるような母親になれるように実

践をして行きたいと思います。 

 ・・・丸山先生、本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。 
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【1999-7 月】Ｐ009 

【大いなるお計らいを頂いて（生れて三才迄の反省）】主婦の方の投稿 

 私は、一四年前から春先になるごとに花粉症で悩んで来ました。私にとって

は大変深刻な悩みでした。初めて丸山先生にご相談申し上げましたところ、先

生は「花粉症は心の病気です。貴方が三才迄に十分にお母さんから愛情を頂け

なかったのか、それともご両親が不調和ではなかったかと思います。また貴方

がお母さんのおなかの中にいた時、両親のそれが原因で肉体細胞の分裂が順調

に行かなかったのではないかと思います」と原因についてお教え頂きました。 

 そして高橋信次先生には、ご講演の中で「病気の人々は、いま皆さんに反省

のチャンスを与えているので、その病気の原因がどこにあるのか、どうすれば

治るのか、その原因を追究せずして、同じ病気にまたおそわれるのです」とお

教えくださっておられます。花粉症の原因について先生に教えて頂いたけれど、

さてどうすれば治るのか、その原因を追究することとはどうしたらいいのか分

からず、再度先生にお尋ねいたしました。 

 先生は、「心が調和した生き方をすることです。思うこと、行うことが大切で

す。肉体的には鼻から息を吸って三○秒から四○秒かけて吐き出す腹式呼吸を

したり、鼻のマッサージをして見てください」とお教えくださいました。 

 今、当時を振り返って見ますと、その頃はもう鼻詰まりがひどくなってきて、

その苦しみからどうしても治したいという気持ちが先に心を占領してしまい、

正しい呼吸が心の歪みから出来なくなっていたことで、鼻の機能を十分に生か

すことが出来なかったことを神仏にお詫びしていました。今思い出すと、我が

心の愚かさを恥ずかしく思います。また『心行』に力が入り「どうぞ光をお与

えください」とすがる他力の心もありました。 

 その結果とうとう両鼻が詰まって苦しく眠れなくなり喉まで痛くなってしま

ったのです。外出すれば、「大丈夫。私は花粉症ではない」と自己暗示をかけて

緊張している今の私の思いは、法からみて正しいのだろうか。次第に分からな

くなってしまい、また先生にご指導を頂きました。 

 先生は、 

 「心を大切に生きることです。一つ一つについて、正しく思うことです。腹

式呼吸やマッサージは形なのです。また『大丈夫大丈夫、自分は花粉症になら

ない、忘れるんだ』と手紙に書いてありますが、忘れることは出来る筈もない

ことで、まずご著書を十分に拝読したうえで、正しく反省して、心に記録して

いるこれ迄の間違いのすべてを心から神仏にお詫びし続けることによりやがて

許され、消えるのです。 

 何度も申し上げますが、まず何よりも何事よりも、高橋信次先生がお悟りに

なられてお導きくださいましたご著書『心の発見』と『人間釈迦』とを『はじ

めての人』に書かれている通りに、常に拝読することが最も大切であります。

それは神理だからです。これを心にしっかり入れないと、何事も自分中心の思

いで行うことになり、何時の間にか正法から外れた人間になってしまいます。 

 人間、神の子は、すべて法により心と肉体の調和を計りながら生活すること
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が最も肝要と思います。それには、まず心の正しい思い方と正しい行い方につ

いて学び、それを実行するようにしてください。 

 また、三才迄と一○才迄に区切って反省することが大事と思います。幼い頃

のことが不明ならば、貴方ご自身のお子様の生き様を毎日眺めて自分の幼い頃

を重ねて想像することです」 

 と、私の間違った思い方の修正と方法について、また今後の心の在り方につ

いてまで細かく丁寧にお教えくださいました。なんと愚かな私だったのでしょ

うか。心の調和があって始めて肉体が調和されるのでした。 

 偉大なる主には、また先生からも何時も何度もお教え頂いていて来たのに、

肉体が苦しくなるとそれにとらわれてしまい正しく行ずることが出来ず、自分

中心の思い、行いとなり心身共に苦しんでいた私でした。あらためて間違った

愚かな思い、行いを神仏に対して、心よりお詫び申し上げたいと思います。愚

かな私を何卒お許しください。 

 心の正しい思い方と行い方を学ばせて頂くには、第一に法の学修と実践であ

り、高橋信次先生のご著書をしっかりと拝読することに限ると思います。心を

精進させて頂くために、心を開いて集中して拝読させて頂くことが大事と思い

ます。 

 そして三才迄の反省については、先生のご指導の通り、毎日、五才と二才六

ヶ月の我が息子と我が娘たちの生き様をしっかり眺め、過ぎ去った自分の心を

思った時、涙が溢れてきたのです。目の前にいる我が子は、三○年前の私と三

つ年上の兄の姿だったのです。 

 そして、ちょうど私が二才七ヶ月の時、母が急性肋膜炎のため三ヶ月間入院

したため、私は名古屋の母方の祖母に預けられたのでした。さらに母が入院し

ていた三ヶ月間は同居していた父方の祖母も、体の変調に気付き、その時はす

でに末期の胃癌と宣告され、緊急に助かる手立てのない儘入院をしてしまいま

した。 

 生れて初めて知った自分の過ぎ去った日々を思い、ただ涙が溢れて止まりま

せんでした。私は現在の自分の立場、母として眺めた三○年前の母の気持ち、

父の気持ち、二人の祖母の気持ち、そして目の前にいる長男の生き様を眺めて

想像した兄の気持ち、幼くてあどけない娘の気持ちは、私が三○年前に思った

であろうことが細かくまざまざと想像されてきたのです。 

 お葬式の家族の写真は、頬がやせこけた父とむくみがちの老けた母の前に映

っている兄と私の姿があり、その当時の皆の思いが凝縮されているのでした。

私は幼くても母が入院し、同居していた祖母が亡くなっていたことは知ってい

たと思います。ただそのことに対して、思いやる心が分からなかったのです。

笑顔で優しく自分をかまってくれるまで泣いて、我を通すことしか出来なかっ

た自分でした。困らせダダをこねてごめんなさい。 

 それから、今迄父らしくして欲しいと何時も心の中で父を責めてきた愚かな

私を今悲しく思います。父は二才の時、実父の病死、その後亡き父の弟の養父

とは戦争で小学校に入るまでしかおらず、その儘戦死、その間には異兄弟の弟
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と病死別れをしていました。「父親の記憶は全然ない」と言う父に、父らしくし

て欲しいと責め続けていた私だったのです。 

 大好きな母とは対照的な父の存在だったのです。今、この涙で三○年間の父

への思いが大きく変わりました。またその時に出来なかった二人の祖母への感

謝と思いやる心が次から次へと出て、母には、病床にあっても何時も何時も気

にかけてくれていたことも知らないで、心配かけて申し訳ありません。知らな

い事とは言え、両親を始め肉親に対し謝罪の思いで一杯です。 

 「神には、主には、常に神の子にとって、今必要とするものをお与えくださ

っているのです」と先生はお話しくださいました。神には、主には、三○年の

時を経た今、この愚かな私に、五才と二才六ヶ月の愛する息子と娘の姿を通し、

その生き様を眺めてその当時の反省をする尊い機会をお与えくださいました。 

 今生、二才七ヶ月から五才三ヶ月までの三年間の反省をしなかったなら、今

生自分の思いと行いの業（カルマ）の修正は出来なかったことと思います。目

の前にいる愛しい五才と二才六ヶ月の我が息子と我が娘たちの心を眺める私の

心は、三○年前の私の母が思った心と同じなのです。  

 三○年前の私と兄の心は、今の我が子たちの心と同次元なのです。この大い

なる大いなるお計らいと尊いお導きに、ただただひれ伏して神に対し、主に対

し、深い感謝をお捧げ申し上げます。何時も何時も心細やかに愛一杯のお導き

をくださいます丸山先生に対して心からお礼を申し上げます。 

 神に対して、主に対して、命ある限り法を学修実践し、一人でも多くの人々

に対して偉大な法を叫んで行くことをお誓い申し上げます。 

 

 

【2002-2 月】Ｐ018 

【悦びを頂いて】主婦の方の投稿 

 正法にご縁を頂きましたのは、結婚して七年目、子供がもうすぐ小学校への

入学を控えた一二月、主人と離婚を決意した時の事でした。 

 結婚当初から、価値観があまりにも違いすぎ、金銭問題も起き、夫婦仲良く

過ごす事が出来ませんでした。主人は問題に対して、正面から向き合おうとし

てくれず、どこか他人事のような態度で、何かあるとすぐ親に後始末を頼り、

自分で解決しようとしない人でした。私は、主人の行動一つ一つに不平不満の

思いを抱え、優しく感じていた人柄も優柔不断に思え、何もかもが欠点に映り

始めました。 

 その頃、私は妊娠四ヶ月であった為、過敏反応を示し、精神的にも肉体的に

もまいってしまいました。しかし、きっと子供が生まれてくれば、父親として

の自覚も出てきて、うまく行くだろうと信じ、前向きに考えました。子供は、

一六五○グラムの未熟児（お互いの思いが不調和であったため）でしたが、五

体満足に生まれてくれたので安心しました。 

 しかし、主人は、会社の近くの実家に、朝、昼、夕と立ち寄り、熱が出たと

言っては実家に泊まり、子供と顔を合わせる事も少なく、一体何を考えている
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のか理解出来ませんでした。私の主人に対する不信の念は深まり、夫婦の会話

もほとんどなく、笑顔まで消え、一日一日ただ過ごす日々でした。 

 何度か話し合いの場を持っても、何が悪いのか、どうすれば良いのか分から

ない主人に呆れてしまい、とにかく今は、この子をしっかり育てていかなくて

は！という思いで一杯になり、この人を頼りにしてはいられない、と自分を奮

い立たせ、私一人で決断し、精一杯の心で突っ走って来ました。しかしそんな

生活にも、自分にも疲れてきて、主人と一緒にいる喜び、楽しみを感じられず

にいる所に、借金問題が起こり．離婚への決心が固まりました。 

 明日、主人と離婚について話し合いをするという前日、たまたま長崎に来て

おられた○○様が、どうしても渡したいからと、御著書をわざわざ持って来て

くださり、「今まで、色々あっただろうけれど、これまでの生活を支えて、守っ

てきてくれたご主人様に、感謝の言葉を伝えられたらいいね」と声をかけて頂

きました。その時の私には、これっぽっちも感謝の気持ちはなく、主人が悪い

のだから仕方ないという思いしかなかったのですが、御著書を拝読させて頂い

て、初めて感謝の気持ちを伝える事が大事なことを感じる事が出来ました。 

 話し合いでは、お互いにやり直せない事を確認し、過去の事には触れる事な

く、これまでの生活を支えて、私達のために働いてきてくれた事への感謝の気

持ちを伝え、これからは夫婦ではなくなるけれど、お互い子供の親として、協

力していけるようにお願いし、それぞれの道を歩み始めました。 

 子供が小学校に入学して、登校三日目に、隣の席の男の子から蹴られたのを

きっかけに登校拒否が始まりました。朝から学校に行きたくないと泣きじゃく

る我が子を目の前に、オロオロするばかりでした。その時、○○様に話を聞い

て頂いたところ、福岡の学修会に参加してみたらと声をかけて頂き、何か解決

の道が見つかるかもしれないと、すがる思いで参加させて頂きました。 

 丸山先生の温かく、穏やかな雰囲気に包まれて、何とも言えない心地よさを

感じ、私の心まで温まる思いがした事を、今でも覚えています。私は、家庭環

境や子供の状況をお話しさせて頂きましたら、 

 「僕ちゃんは、お母さんの愛情をもらっていないから、不安で仕方がないん

ですよ。これからは常に、おでことおでこをくっつけ合うようにして、一杯抱

きしめて、温かい言葉を沢山差し上げてください。 

 登校拒否は、両親の不調和からくるものです。お父さんがいなくて寂しい分、

沢山愛情を注いであげてください。それから当分、学校まで子供さんに一緒に

付いて行ってあげたらいいですよ。子供さんがもう来なくてもいいよと言って

も付いて行くぐらいの気持ちでね」とご指導を頂きました。 

 そして、私自身の育った環境についても尋ねられ、私の母は、七才で母親を

亡くしているので、愛情を沢山もらっていない為、母自身が愛情をどのように

注いであげたらいいのか分からず、私達兄妹は愛情不足で育って来た事を教え

て頂きました。 

 自分が貰っていない愛は、人に与えてあげる事が出来ない事を初めて知り、

私も子供に温かい愛を与えきれずにきていた事に気付かせて頂きました。 
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 それから私は、毎朝、起きると直ぐに子供をギューと抱きしめ、子供の心が

温かくなるような言葉をかけ、学校の教室まで、時間の許す限り、一緒に登校

しました。余裕がある時は、授業を一、二時間、参観させて頂きました。教室

の片隅で見守ってくれているという安心感から、子供は次第に落ち着き、明る

さを取り戻し、頑張ろうとする前向きの姿勢に変わって行きました。 

 子供の姿に、小さな心を傷つけ悲しい思いを沢山させてしまい、一番大切な

心からの愛を与えてあげられなかった事を思うと、申し訳なさで胸が一杯にな

りました。やっと、母親として歩むべき道を見つけられた思いで、子育てへの

不安が少しずつ解消していき、子供と正面から向き合い、お互いに心から語り

合い、理解し合えるようになって行きました。一学期中は共に学校まで登校し、

二学期からは、お友達と通学出来るようになり、今では、足取り軽く元気な姿

で学校生活を楽しんでいます。毎日のように友達が遊びに来てくれて、友達と

過ごす喜びを感じる事が出来、伸び伸びした子供になってくれています。 

 子供は、親の心を見通しで、私が太陽のような心であれば、子供の心は弾み、

太陽に曇がかかると、子供は親の顔色を伺い、心が沈んでいくのが手に取るよ

うに感じられるようになってきました。一瞬一瞬を太陽のような明るいお母さ

んであり続けられるよう、努力、努力の毎日です。 

 子供がやっと落ち着きかけた頃、今度は父の借金問題が起こり、自分達では

どうする事も出来ない状況でしたので、学修会でお話しさせて頂きました。丸

山先生からは、「借金自体は大した問題ではなく、むしろこれまでの厳しい環境

は、この正法に出会わせて頂くための出来事だったのですよ」という励ましの

お言葉を頂き、心から救われた思いで一杯でした。このことをきっかけにして、

両親もこの正法にご縁を頂き、学修会にも参加させて頂くようになりました。

丸山先生や、△△様に沢山のご指導を頂戴し、返済の見通しを立てる事が出来

ました。 

 私も母も、借金問題という同じ立場に立たされ、母のこれまでの苦労をやっ

と理解出来るようになりました。私が学童期からこの問題は繰り返されてきて

いて、両親は不調和な日々を過ごして来ました。私は、家庭の居心地の悪さに、

外に心が向き、反抗的な態度で母に接して来ました。やっと母の思いが少し分

かり、母に詫びる気持ちが沸いてきました。正法を学ばせて頂く事で、父もこ

れまでの事を反省し、母に謝り、返済に向けて、家族で考え、協力し、励まし

合えるようになりました。 

 この問題により、人は完璧ではなく、失敗もする。その失敗を許し合い、補

い合っていく事が夫婦であり、家族である事に、やっと気付かせて頂きました。

私は、主人の失敗を“許す”ことが出来ず、ずっと心の中で、それを責め続け

ている私でした。その思いに、どんどん苦しみを重ねていき、自分で自分が嫌

になるくらい、心の狭い人間でした。主人に対して、諦めず、もっと正面から

語り合い、理解し合えるように努力しようともせず、自分の立場ばかりで感情

のままに流されて、夫婦の縁、親子の縁を絶ってしまいました。 

 相手を責めるのではなく、自分の心の在り方に問題があるのであって、主人
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に対する愚かな思い、愚かな行いが次々と思い出されてきました。優しさや思

いやりの全くない私であった事に気付かされたと同時に、私は主人から子供を

取り上げ、子供から大好きなお父さんを引き離してしまうという、大きな罪を

犯してしまった事にも気付かされました。主人にも子供にも、大変申し訳ない

思いで一杯です。 

 この気持ちを丸山先生にお伝えしたところ、「ご主人様に会う度にその思いを

伝えて、心からお詫びしてください」とご指導を頂きましたので、子供と三人

で会う度に、私の思いを伝え、心からお詫びしました。主人も、「二○歳そこそ

この考え方しか出来ず、感情の儘に投げやりな考え、態度で申し訳なかった。

今になって自分の悪かった事が分かってきた。もっと、今のように語り合えた

ら良かった」と話してくれました。 

 私の中で責め続けていた心は、一遍に吹き飛び、心から“許す”事が出来た

時、心は軽くなり、心がゆったり温かく悦び弾んでいる自分を発見しました。

柔らかくほのかに黄色い光に心は満たされ、穏やかで心優しい自分を経験させ

て頂きました。自己中心的で思いやりのない、愚かな私が、こんなにも優しく

温かい心になれるなんて、この上ない悦びで一杯でした。自分が優しい心でい

れたら、人にも優しく出来るようになり、自分を好きになる事が出来ました。 

 一月に一回会う時には、主人とも心から語り、心から笑えるようになってき

て、これが本当の家族であり、本当の親子なんだ、と改めて感じる事が出来ま

した。ところが、主人には、現在、結婚を約束している方がいます。もう元に

戻る事は出来ません。子供と主人には、本当に申し訳ないのですが、主人と結

婚し、子供を授かり、いろんな問題が起こり、離婚を経験した事により、この

正法へと導いて頂けた事を大変有り難く思っています。 

 また、両親の子供として、主人のパートナーとして、子供の母親としてのご

縁を頂けた事にも、心より感謝しています。主人のご両親、お姉さん、お兄さ

んご夫婦にも、感謝とお詫びの気持ちを、お手紙によりお伝えする事が出来ま

した。ご縁があって出会わせて頂けた事に感謝しています。 

 丸山先生には、離婚、登校拒否、借金問題と一つ一つを、丁寧にご指導して

頂き、心より感謝申し上げます。本当に本当に有り難うございます。自分を好

きになり、生きている悦びを感じる事が出来るようになりました。努力と根性

の足りない私ですが、一歩一歩前進していけるように頑張りますので、これか

らも何卒ご指導の程、宜しくお願い致します。 

 そして、私をこの正法に導いてくださいました○○様、有り難うございます。

これからも何卒宜しくお願い致します。また、法友の方々、いつも温かくお見

守りくださり、支えてくださり有り難うございます。 

 大宇宙大神霊・仏様、今日の平安を頂き心より感謝申し上げます。 
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【2003-4 月】Ｐ023 

【私にとって原点とは】主婦の方の投稿 

 二月の学修会は、母の用事で子どもを見てもらうことが出来なくて、欠席さ

せて頂き申し訳ありませんでした。 

 主人の方は、お蔭様で日曜日も祝日も、今日も休むことなく仕事に行かせて

頂いております。本当によく頑張ってくれると思います。 

 最近の私は『本当に今幸せやなぁ！』と心から思う事と同時に、感謝という

気持ちは私の中にはしっかりとあると思っていたのですが、改めて自分の事を

深く考えてみると、なんて感謝の無い人間なんやろうと思いました。 

 『ちょっと幸せになれたからもういいわ。勉強するのしんどいし。今まで子

育てに追われて、休む間も無く頑張って来たからこの辺でゆっくり休憩したい

……』とそんな自分に都合のいい、自分に甘い、自分中心の考えが、何時から

か私の心の中を独占しはじめていました。前へ進もうと思っても、進めない自

分がいました。こんな事ではいけないと思い、私の原点は一体何だったのかと

いう事を思い出してみました。 

 今から二年前のことです。主人が仕事で人間関係が上手く行かずに悩んでい

て、少しノイローゼ気味で、いつも主人はイライラしている状態でした。そし

てちょうどその頃は、毎日といっていい程、次女の○○子（当時二歳）が夜泣

きをしている時期でした。その○○の夜泣きをきっかけとして、主人は“キレ

ル”人になっていきました。「うるさい！」と言っては大声で怒鳴り、ふすまを

蹴飛ばし暴れるようになったのです。 

 ある土曜日の深夜二時頃の出来事でした。いつものように○○が泣き出した

ので、私が立って抱っこをして泣き止まそうとしていたところ、いきなり「俺

にかせ！」と言って、私から取り上げたかと思うと、次の瞬間「うるさい」と

言って大声で怒鳴り、上から布団の上に放り投げたのでした。私はすぐに「何

してくれんのよー！」と言って激怒し、主人の右頬を力一杯平手でビンタしま

した。 

 この頃の主人は、本当に人が変わったように怖かったので、いつも私はビク

ビクしていたのですが、不思議と強い私がいたので、この事には自分でもびっ

くりしてしまいました。それからすぐに○○を抱っこして、子供部屋に行って

二人で大泣きしました。 

 ○○がかわいそうで、かわいそうで仕方がなくて、あの時の私の胸は張り裂

けそうになった事を覚えています。これで○○とパパとの距離が出来て、○○

はパパの事を嫌いになってしまうのかなぁと思っていたところ、次の朝起きて

きて、いつものように「パパおはよう！」と言って頬っぺたに「チュッ！」と

キスをしたのです。私には考えられない事でした。ほんの何時間前の出来事に

私は怒りでカンカンなのに、何も無かったように笑顔でニコニコとして、パパ

の膝の上に座っているのです。幼い子供とは、本当に清らかな心をしているな

ぁと思いました。それとも私達夫婦に気まずいと思い、気を使ったのか・・・。 

 この事がきっかけで、私は法に触れる事が出来ました。 
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 初めて学修会に参加させて頂いた日は先生が大阪に来られてから、「今日で一

○○回目の日です」と言われた日でした。そこで先生に主人の事をお話しさせ

て頂きましたところ、先生は白板に生年月日と心の断面図を描かれてご説明し

てくださいました。そして、「貴方のしたことは大変荒療治ではあったけれども、

母親として妻として勇気を持って主人の誤りを正したので合格です」と言って

下さいました。 

 主人の事については「車に例えるとブレーキが故障している状態なので、ブ

レーキを新しいのに取り替えてあげたらいいですよ」との事でした。明解な回

答を頂いたのですが、家に帰ってから、ブレーキを取り替えるといっても、一

体どうすれば良いのか全く私には分かりませんでした。頭で考えてもただ分か

らなくて、暗くなるばかりでした。こんな私に、主人を救おうと思っても救え

るはずも無いわと思いました。『そうか・・・こんな自分では救う事が出来ひん

から、自分を変えたら救えるかもしれへん・・・』と思えるようになって行き

ました。 

 今までの自分は、主人に対してどんな態度で接していたのか考えてみました。

主人に自分の都合の悪い事をちょっとでも言われたならば、すぐにふくれ面で

肩をいからせて反抗していた私。同級生だからといって偉そうに物を言う私。

いつも主人には“ワガママ”な私。出てくるのは可愛くない嫁ばかりでした。

そんな醜い自分を修正しない限り、主人も変る訳がないなと納得しました。 

 最初にまず、私の始めた事は主人がイライラしている時は、何を言われても

口答えしないようにしようという事でした。聞くとまた腹が立ってくるので、

いつも鼻歌を歌うようしました。これは私の中ではすごく効果がありました。

だんだんと慣れてきたら気にならなくなってきて、主人が怖い顔をしていても、

私は私でニコニコとしていられるようになり、暗かった私も少しずつ明るくな

って行ったように思いました。 

 それから一ヶ月程が過ぎた頃、「お前変わったなぁ」と主人が言ってくれまし

た。主人を救いたいと思ってやり始めた事が、いつの間にか気が付くと自分を

変えるために必死にっている私でした。が、変わり始めた頃、主人もブレーキ

が利くようになり、優しい主人になってくれていました。  

 結果的に今まで本当に私が悪かったんだと思い、反省させられました。主人

を救ってあげたいと思う気持ちで溢れそうに一杯になった時、この愚かな醜い

自分も救っていただいたように思います。 

 そして子どもには、小さな小さな体を一杯使って「許す」という事を教えて

もらったような気が致します。 

 今振り返ってみてもあの時は本当に必死でした。幼い子ども二人とお腹に一

人、子育てと主人の事、自分の事、周りを見る余裕など何も無く、ただただ明

けても暮れても、寝る間も惜しんで高橋信次先生のご著書を時間の許す限り、

しがみつくように読んでいました。 

 私はこんなにも大きな悦びを頂いた事を、今忘れかけようとしていました。

本当に感謝の無い自分です。毎月学修会に参加させて頂きながら、感謝と報恩
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という事が私にとっては本当に本当に難しい事です。 

 わからずやで頭の悪い私ですが、先生どうか見捨てずにこれからもご指導宜

しくお願い致します。 

 今日は私達の結婚記念日なのでゼロからのスタートと思い、先生にＦＡＸを

送らせて頂きました。夫婦そろって心からの先生の温かいご指導を頂ける事を、

本当に嬉しく思います。有り難うございました。 

 

 

【2003-6 月】Ｐ039 

【偉大な正法にお導き頂いて】主婦の方の投稿 

 先日、一一歳を迎えた息子（A）の誕生日の出来事です。我が家では、バラ

寿司を作って食べ、ケーキで祝うのが恒例です。その日はバースデーケーキを

早くから買い、お寿司を作っているところへ、A が友人宅から電話をかけてき

ました。「ケーキ買った？」「うん、買ったよ」と言うと「何で買うん！僕がケ

ーキ選びたかったのに！」と怒るのです。 

 「そうやったん。ごめんな。又今度は選んでな」と言いましたが納得せず怒

っているのです。『そう言えば買う時にはいつも子供たちと夕方になってから買

いに行ってたなぁ』と思い出しました。しかし、ケーキを選ぶために夕方に行

く訳ではなく、私の用事が重なり、つい遅くなって買うのが本当のところでし

た。それは親の怠慢の一つではないかと考えていたのが、子供の側からはケー

キを選べる楽しいひと時であったんだなとその時初めて気付かされたのです。 

 帰って来てケーキを見るなり A は「又これ？」と不満をぶつけて来ました。

その場を乗り切るため、何とか考えて子供の説得に当たろうと私は言葉を選ん

で話しました。「誕生日は確かに本人を祝う日やけど、その本人は親や周りの人

たちに感謝する日でもあるんよ。お母さんも意地悪で買ったのでないことは分

かるでしょ？ それをそんな言い方は良くないやろ？ 反対の立場で考えてみ

たら分かるやろ？」と穏やかに話しますと、A はウンウンと領きながらも涙を

こらえながら「僕のチョコレートケーキぃ！今度ケーキ選ぶのにあと一年も待

たなあかん！」と言うのです。 

 そのあまりの可愛らしさに私はこらえ切れずつい笑ってしまい、「僕は真面目

に話しとるのに失礼やろ！」と言われ、「ごめん。あまりに可愛くてつい笑って

しまった」と謝りましたが、A は二階へ駆け上がり、とうとう床を叩きながら

大泣きに泣いてしまいました。「そんなに気に入らんなら食べんでいい！」とつ

い感情的に言ってしまいました。見かねた長女には「そんな我が儘、お母さん

ほっとき（知らんふりしなさい）。相手せん方がいい。お母さんはいつも過保護

やからあかんねん」と言われる始末。 

 しかし、気付いて欲しいとばかりに床を叩き泣き続ける A を知らん顔する訳

にも行かず、私はある作戦に出たのです。二千円持って二階へ上がり A に「こ

れでケーキ買いなさい」と強い口調で渡しました。度肝を抜かれた A はピタッ

と泣くのをやめたのです。続けて「お母さんの気持ちよりも自分のケーキを取
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るんだからお母さんはもう実家に帰る。A と一緒にいれない。好きなだけ泣い

て好きなだけチョコケーキ食べなさい」と言うと、A は二千円を投げて「僕の

言ってるのはお金で済まない」と言います。「いいえ、A の言ってることはお

金で済むことです。A はどうしようもない我が儘者や。お母さんの時代はケー

キを選ぶなんて無かった。お寿司を作ってもらい、皆で祝ってもらえるだけで

嬉しかったよ」と言うなり、私は感極まって、父や母が祝ってくれた幼い日の

頃を想い出し胸が熱くなってしまいました。 

 『物の溢れた現代の子供たちには分かりにくいんだろうか』と思っていると、

ふと「ひかり」誌五月号に書かれてあった『親がしてきた苦労を聞く、また親

は子に話をすることがいかに大切か』と書かれてあったのを思い出しました。

『まだ小学生のこの子に理解出来るかなぁ』と思いながら、もう口からは溢れ

るように言葉が出てまいりました。 

 「いつもお父さんから頂くお給料の中から、家の支払い、お姉ちゃんの大学

の費用や貴方たち三人の学費、破れたと言って買った A やお姉ちゃんの靴、歯

の治療代にも六千円、修学旅行の費用、お父さんも少ない小遣いの中からいつ

も買ってくれるアイスやジュース。A の背が高くなったから布団が小さいと新

しく買ったのもまだローンを払ってる。支払いは本当に大変だと思うこともあ

るけど皆が喜んでもらえればこそ出来ることで・・・」と言い終るか終らない

かで、また A は床をドンドン叩いて泣くのです。 

 「それは、まだチョコが欲しくて泣いてるん？ それともお母さんの話が分

かったん？」と聞くと「僕は全然知らんかった。僕は恥ずかしいー」と泣き伏

したのです。こんなことは今迄になく、その感性豊かな我が子の姿を見て嬉し

くて涙が流れました。 

 「分かってくれて嬉しい。もうそんなに自分を責めることは無いんよ。失敗

は誰にもあることなんやし分かればいい。もう一寸だけ泣いたら作ったお寿司

を食べよう」と一件落着したのです。 

 あんな風に言ってた長女も後で「どうやった？」と気に掛けてくれ、優しい

子達に又、嬉しくなる私でした。早くから用意したのに夕食を頂いたのはもう

八時過ぎになっていました。それから A には、泣き顔はなく、祝ってもらうケ

ーキを嬉しそうにしている姿を見てホッとしました。 

 学修会で、この出来事を思い出しながら先生にお話しさせて頂くと 

 『よくお話しされましたね。きっと A 君は、今回のことを一生忘れないでし

ょう。親の苦労をその儘話すことはとても大切なことです。私も、親から苦労

を聞いて育ちました。父から「何としても本家の田んぼを買い戻さなければ」

と言う言葉を小さい頃からずっと聞いて育ちました。 

 父は、何時も早朝から夜遅くまで一日中働き詰めで、その姿を見て、いつか

働いて少しでも親にお金を上げねばと子供心にずっと思って来ました．その大

変な中にもかかわらず、旧制中学まで出して頂き（当時は、小学校迄が当然の

時代）せめてもと思い修学旅行に行くのを止めてその積立金を返しました。常

に、親は親の苦労を話して聞かすことが大切です』 
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 と、噛み砕いて分かりやすくお話しくださいました。 

 そのお話を聞いて『親の苦労を話すことで、何と子供は健気な子になるんだ

ろう。私の子育てのテーマの中には〔親の苦労を話す〕などは無かったなぁ』

と改めて思いました。それもそのはず、母から「親に感謝しなさい」と言われ、

私はいつも『恩着せがましい』と思って否定していたからだと思いました。 

 母の言い方はどうであれ、何と私は感謝の無い子だったのだろうか。本当に

情けないと思いました。私は、子供を叱るのに値しない親であることに気付か

されました。負うた子に教えられとはこのことですね。よくぞゴネてくれまし

た。有り難う A。高橋信次先生ご講演テープの中で「親の反省は、大学ノート

二、三冊じゃ足りない」とおっしゃる意味が少し理解出来ました。 

 この一件によって、私は親として語れる苦労の少ないことや、末っ子の我が

儘も、このご縁によって乗り越えられ、そして頭の中で考えるのではなく、親

もまた、正法の毎日の勉強を怠ることなく積み重ねることで、必要な時に必要

な分、心から涙と共に湧き出る智慧を大切にしながら正しい子育てをして行こ

うと思えたこと、物が無く厳しかったであろうあの時代は決して不幸ではなく、

人間はそこに足ることを知らなかったり、感謝と思えない心こそ本当の不幸な

んやな、とやっと思えることが出来ました。 

 思えば、二年前私は腎臓が良くないと診断された時、すぐ死ぬという訳では

無いのに「私は子供たちに何も教えていなかった。一体何を教えれば良かった

んだろう」と自分の身体の悩みよりも、そんな大きい悩みをかかえて久しいの

ですが、こうしていろいろ悩み、迷える中においても、助けて頂き、守られて

いる私ではなかろうかと思わせて頂き、心から正法にご縁を頂いて良かったと

思える私です。偉大な主のおことば「光の器を」を、毎夜朗読するたびに守ら

れているんだなぁと思え、頑張ろうと勇気を頂くのです。 

 しかし、こんな悩み多き乙女心？四二歳ですが、いつも明るいお母さんを目

指し、これからも努力いたしますので、先生何卒宜しくお願いいたします。 

 大宇宙大神霊・仏様、日々私たち家族をお見守り、お導き頂き有り難うござ

います。また、こんな私にも、以前大きな大きな素晴らしい虹を見せて頂き有

り難うございます。謹んで御礼申し上げます。 

 

 

【2003-8 月】Ｐ048 

【母の愛 参考と実践】主婦の方の投稿 

 ・・・私が一日の反省をする中で、よく『またやってしまった』と出てくる

ことは、子供たちに対して、つい感情的に叱ってしまうことです。特に上の二

人、長男（小学五年）と長女（小学一年）が朝、学校へ行くまでの間、ついつ

い「早く、早く」とせかしてみたり、イライラした心で子供たちを送り出して

しまうのです。そこで朝は、口うるさく言わないで、笑顔で「行ってらっしゃ

い」を言って二人を送り出そうという目標を立てました。 

 まず、長男には、一年生の妹にしてあげているのと同じように、仕度を手伝
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うようにしました。食事や着替えも、この子にはこの子のペースがあるんだか

ら、何だかんだと言っていつも最後には間に合っているんだし、という思いに

切り替えて、「早く、早く」という言葉を飲み込んで見守ることにしました。そ

して笑顔で「いってらっしゃい、気をつけてね」と言って送り出すようにしま

した。 

 いつもは帰って来たら、すぐ友達のうちへ行くか自分の部屋でＴＶゲームを

するかの長男が、遊びに行くのを遅らせ、私と一緒にお茶しながら、いろいろ

と話をしてくれるようになりました。そのうえ、何度言っても片づけなかった

自分の部屋を自ら片づけ始めたり、「お母さん、宿題するわ」なんて、今まで聞

いたことも無い言葉を言ってくるようになったのです。 

 長女は、学校帰りがいつも遅かったので、帰って来ても「おかえり」と同時

に「どこに行ってたの」と叱る言葉も出ていました。それを叱らずに「お母さ

んは、大好きな○○ちゃんがいないととっても淋しいの。だから学校が終った

らまっすぐ帰ってきてね」というようにしました。すると長女は、いつも汗び

っしょりになって「ただいま。今日は早かった？」と言いながら元気に帰って

くるようになり、「寄り道しようかなぁと思ったんだけど、お母さんが待ってる

と思って急いで帰ってきたんや」と得意げに話してくれました。 

 学校生活は家と違い、わがままも言えないし、いろいろ思い通りにいかず、

時には嫌なことも沢山あるだろうに、それでも、二人とも小さな体で一生懸命

頑張っている。そんな二人を癒してあげるのが母親の役目であるのに、朝から

ガミガミうるさくて、帰って来ても文句を言われて、本当に二人の心は安らぐ

場所も無く、どんなにか淋しくて悲しかっただろうなと思うと、たまらなく可

愛そうになりました。本当に駄目なオニのような母親だったと、神と主に対し

て、そして二人の子供たちに心からお詫びしました。 

 子供たちに申し訳ないと思う分、初めは意識して作っていた朝の笑顔も、少

しずつ自然に出来るようになりました。私の心の中も変化してきたようで、今

までになかった母としての感情が込み上がるようになって来ました。子供たち

が側にいない時でも、ふと二人のことを思うと何とも愛しいという気持ち、す

ぐにでも子供たちの所に飛んで行って、二人の喜ぶことを何かしてやりたい。

抱きしめたい・・・という思いが込み上がって来るのです。 

 今までも決して子供に愛情が無かった訳ではないのですが、こんなに愛しく

思えるというか、抑えられない、何というか、言葉では言い表せない愛情が溢

れてくるようになったのは初めてのことでした。 

 私はやっぱり今まで母親になれていなかったんだなと思いました。今、やっ

と少し母親にならせて頂く一歩が進められたのかと思っています。やはり、法

を生かした実践をして、初めて大きな悦びが頂けるようになりました。とても

嬉しいです。 

 ご著書『人間釈迦』の中に『努力しているという感覚が内にある間は、まだ

本物ではないのだ』『努力が生活にとけ込み一日一日が一生につながっていく悦

びに満たされてくるようにならなければならない』と書かれてありますことを
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心に銘記して、今回実践出来たことをずっと続け、それがあたり前の生活にな

って行きますよう頑張ります。 

 最後になりましたが、今回、子供たちを通して、母親にならせて頂くことの

難しさ、素晴らしさを教えて頂きましたことを、神と主に対して、心からの感

謝を申し上げます。 

 

 

【2004-2 月】Ｐ019 

【お救い頂いて】主婦の方の投稿・・・【2002-2 月】【悦びを頂いて】の続編 

 主人との離婚を決意し、話し合いの前日、○○様よりご著書を頂いたのが正

法との出会いでした。それから、子供が小学校入学直後、登校拒否になり、初

めて学修会に出席させて頂いてから四年が経とうとしています。 

 結婚してから、主人との価値観の違いや金銭問題等で、夫婦不調和となり、

その中での妊娠、出産となりました。生まれてきた我が子は、一六四六グラム

の未熟児で、普通の子の半分しかなく、とまどいながらも、基本的な生活習慣

（食事、睡眠、運動）に気をつけ、子供に大切な事を追求し、私なりに精一杯

育てて来ました。子供の成長は、四、五才ぐらいで人並みに追いつき、病弱だ

った子供は健康になり、やっと一安心出来るようになりました。 

 ところが、子供は成長したものの、主人との溝は埋まることなく、話し合い

では解決出来ずに平行線のままで、苦しみが増すばかりでした。悩んだあげく、

離婚を選択する道しか見つけられず、私と子供の二人だけの生活が始まったば

かりでした。 

 入学を悦んだのも束の間、隣の席の男の子から蹴られて、学校に行きたがら

ず、泣きじゃくる我が子を見て、私の心は不安と悲しみという苦しみへ落ちて

いったのです。そんな中、わらをも掴む思いで、初めて学修会に出席させて頂

きました。 

 丸山先生から「僕ちゃんは、お母さんから愛情をもらえなくて、不安の心で

一杯なんですよ。愛情を与えるには、“まず日々お母さんの心が法の実践により

平安になること、次に心から精一杯だきしめてあげること、常に明るく楽しい

言葉をかけてあげる事”です」また、「登校拒否は、夫婦不調和が原因なんです

よ」と教えて頂きました。 

 私は、幼稚園勤務の経験から、子供の心を分かっているつもりでした。しか

し、実際、母親として“愛情を与える”という事が、全く分かっておらず、我

が子の心すら理解出来ていませんでした。 

 それまでの生活を振り返ると、主人に対して不平不満の心一杯で、足る事を

知らず求めてばかりで、自己中心的でした。責める心がイライラとなり、その

怒りを主人や子供にぶつけてばかりいたのです。主人にも子供にも、悲しく寂

しい思いばかりさせていた事に気付き、本当に申し訳なかったと反省し、お詫

びさせて頂きました。また、子供の肉体の成長ばかりを求め、“心の成長”を見

落としていたのです。夫婦が調和した中で、明るく楽しく心から笑って過ごす
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事が出来ず、子供の心は健全に育つことは出来なかったのです。 

 思い返せば、六才の頃の我が子は、落ち着きがなく、イライラしてお友達と

ケンカすることがよくありました。子供の姿は全て“私の心の鏡”あった事に

気付かせて頂きました。 

 丸山先生から「おでことおでこをくっつけて、ギューッと心から抱きしめて

あげてください。お父さんがいなくて寂しい分、温かく心地良い言葉を沢山か

けてあげてください」とご指導頂きましたので、毎日、実行していきました。 

 〈抱っこ〉による愛は偉大で、エネルギーが満タンになり、やる気が湧いて

くるのです。また、そのエネルギーを吸収した私の心も元気になり、お互いの

心に温かさが芽生えてくるのです。 

 私は、子供を抱っこして、「今まで悲しくて寂しい思いを沢山させてごめんね。

お母さん、△△がいてくれるから頑張れるんだよ。いままで怒ってばかりのお

母さんでごめん。優しい母さんになるように努力するからね」と謝る事が出来

ました。 

 すると子供は、大きくうなずき、私を許してくれるのでした。抱っこは、お

互い素直になれて、心の壁がとれ、心の距離が縮まっていくのを感じました。

ある時、子供への愛しさが感じられ、“この心が愛情なんだ”と実感し、愛の心

を感じられるようになりました。 

 学校の授業でも、保育の講義でも、また子育ての講座でも、「三つ子の魂百ま

で」と愛情の大切さは教えて頂きましたが、“何が愛情”であり、“愛情の与え

方”を教えて頂けたのは、唯一、正法だけでした。 

 それまでの私が探し求めていた、母親として子供に一番大切な事、それはま

ず母の心が法の実践により平安であること、“愛のある抱っこと温かい心、これ

だ！”と心の奥から悦び叫んでいました。母親としての道が見つかり、次第に

自分に自信が持てるようになって、心が明るく元気になっていきました。 

 朝の登校についてのご指導では「子供さんと学校まで一緒について行ってあ

げたらいいですよ。『もう来なくていいよ』と言っても、ついて行くぐらいの気

持ちでね！」と話して頂きました。子供の手を握り「大丈夫。大丈夫。何かあ

ったらお母さんが飛んで行ってあげるからね」と励ましながら、一学期間、毎

日一緒に登校し、時々、授業を片隅から見学させて頂き、子供の様子を見るよ

うにしました。子供は日に日に落ち着き、自分の足で前に歩み出そうと頑張れ

る姿に変わっていったのです。お陰様で、二学期からお友達と登校出来るよう

になりました。 

 それから次は「子供さんが帰ってくる時には、必ず家で待っていてあげてく

ださい」とご指導頂きましたので、仕事の調整をして、出来る限り家で待つよ

うにしました。最近では、「家に帰ってくる頃には、玄関の外で待っていてあげ

ることも愛情を与える事です」と学ばせて頂いたので、外で待っていると、寄

り道もせず、弾んだ足どりで帰ってくるようになりました。 

 子供が好きなおやつを用意して、帰って来たら「お帰り、よく頑張ったね」

と褒めてあげ、学校の話をしながら宿題をしたり、一緒にＴＶゲームをしたり、
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子供が悦ぶ事を一緒に楽しみました。友達が来てくれた時には、カルタやトラ

ンプ等、一緒に仲間に入れてもらい遊んでいると、友達の関係が把握出来るの

でした。 

 入学当初、学校での友達関係は、力の強さ弱さが基準となりがちで、我が子

も、その力の強さが人としての強さだと思い込んでいたようです。小柄で細身

の我が子は、力では適わないと不安になり、その心を見透かされて、叩かれた

り、蹴られたりして、泣いて帰ってくる事が度々ありました。 

 私は「力が強い事が全てじゃないよ。本当に強い人は、人をいじめたり、叩

いたりはしないよ。誰にでも優しく出来て、悲しい思いをしている人にも憂し

く出来る人こそ、本当に立派な人だよ」と話をしました。 

 《我が子の心に不安や弱さがあるから、このような結果になるのだから、私

がもっと父親の分まで愛情を与えることが大事なのです。人のせいではなく、

私に原因があるのだから、私自身がこれからもっと頑張ろう》と自分に言い聞

かせ、自問自答しながらやってきました。日々の生活の中で対話するよう心が

け、子供の言い分は特にしっかり聞いてあげれるように努力しているところで

す。 

 その中で、「自分がされて嫌な事は、しない方がいいよ。自分も同じ事をして

いないかな？と考えてみてね。自分が悪いと気付いたら謝れるといいね」と話

しました。 

 また、ある学修会で、丸山先生から「神様の事を子供さんにお話ししてあげ

てください」とご指導頂きましたので、「神様はいつもお空の上から、ちゃんと

お見守りくださっているのよ。正しい事をしている人は必ずお見守りくださる

よ」と話をするようになった頃から次第に子供が変わっていったのです。 

 子供は何かあるとすぐに「お母さん、ありがとう！」「僕が悪かったよ。ごめ

んね」と素直に口に出して、意思表示がはっきり出来るようになったのです。

段々穏やかになり、表情が明るくなっていきました。私は、子供の変わり様に、

驚きと嬉しさ一杯で、正法の正しさ、素晴しさに心から感動しました。 

 私は“こんなに素直な子供を、今まで沢山傷つけてきていたのか”と思うと、

心が暗くなり、神様に対して「これまでの愚かな思い、行い（具体的に申し上

げること）をお許しください。この子を私の子供としてお与えくださり、本当

に有り難うございます」と心からお詫びさせて頂き、次第に感謝と悦びの心が

膨らんで来ました。 

 それから子供は、これまでよりも意欲的でのびのびして来ました。お友達と

の問題も少なくなり、親子共々心穏やかに過ごせるようになったのです。正法

によってお救い頂き、正法の学修と実践の中で子育てが出来る事に、心から感

謝しています。 

 「母親は産んだから、すぐお母さんになれるのではなく、まず正法実践につ

いて学び、子供に、より豊かな愛情を与えることによってお母さんにならせて

頂けるのです」と教えて頂いた言葉に心から納得出来、子供によって一歩ずつ

お母さんにならせて頂いている事に悦びで一杯です。 
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 「△△、お母さんを選んで生まれて来てくれて、本当に有り難う」 

 子供は、母親の笑顔と温もりが一番のようです。「思いやり合い、生かし合い、

許し合い、助け合い、補い合い」の温かく広い心でそっと包んであげられるよ

う、まずは私自身が愛の心ある人になれるよう一歩一歩精進していきます。 

 今、四年前の苦しみがウソのように、心が安らぎ、子供と心から笑って過ご

せている事がとても幸せです。正法に出会えて本当に本当に良かったです。 

 □□様、○○様には、私達親子・両親を正法にお導きくださり、心から深く

感謝申し上げます。これからも何卒宜しくお願いいたします。 

 丸山先生、愛について、一つ一つ分かりやすく丁寧に、何度も何度も優しく

ご指導して頂き誠に有り難うございました。丸山先生にお出会いを頂けなかっ

たなら、今の私達親子、両親はどうなっていたか分かりません。今、丸山先生

から直接ご指導して頂くことが出来、自分の愚かな思い、行いに気付かせて頂

き、修正出来るこの機会をお与え頂けた事がこんなにも有り難く、貴重で、こ

の上ない悦びです。お陰様で、母親として成長させて頂き、子供も私も、悦び

幸せを感じながら生活出来るようにならせて頂きました。本当に本当に心から

感謝申し上げます。これからも頑張りますので、益々ご指導くださいますよう、

何卒宜しくお願いいたします。 

 大宇宙大神霊・仏様、お陰様で今日の平安をお与え頂き心より感謝申し上げ

ます。 

 

 

【2005-2 月】Ｐ040 

【母と子をお救い頂いて】主婦の方の投稿 

 今年の四月の終わりと五月の始めに、「ご光輪が出られていますので拝見して

ください」と○○地区のお世話人の方からお電話頂き、初めて拝見させて頂け

たご光輪の美しさに感動し、悦びいっぱいになり丸山先生にファックスさせて

頂きました。 

 息子は四月に三歳になったのですが、言葉が出るのが非常に遅く、私はその

ことを気にしたりしなかったりで、一生懸命しているのに何故だろうと思い、

心が重い毎日でした。このような素晴らしいご光輪を拝見させて頂けたのも丸

山先生のお蔭様だと感謝でいっぱいになり、またそのような時でしたので心が

明るくなり、励ましを頂いたかのように思え、そのままを書いて送信させて頂

いたのでした。 

 その日、直ぐに丸山先生からお電話を頂き、『ご光輪の本当の意味が分かって

いないようですね、自分中心に考えていたら法を曲げていく事になりますよ。

これでは自分の為に地球もご光輪もある感じです』とお話くださり、丸山先生

は息子の事をお訊ねくださいました。 

 息子はその当時、単語を少し話すだけでした。丸山先生は、『ご主人様とあな

たとお二人共、自分中心ですね、それからお二人ともご結婚されてから、こん

なはずでなかったと思われていると思います、あなたもこの結婚を失敗したと



189 
 

思われた事があったのではないでしょうか』と仰られました。 

 私はこの時点では、自分は失敗したとは思っていなかったので、「主人は分か

りませんが、自分はそんな事はないと思うのですが」とお応えしますと、『いい

え思っているように思いますが、何か思い当たりませんか』とお訊ねくださり、

私は以前の会でご指導くださる方を盲信していたので、その当時話し合いを主

人とすると、「何故かしっくりこない、僕が分からないのかもしれないが、心が

もうひとつ納得しない」などと言っていたので、私はこの人は本当に神理を求

めているのだろうかと思ったりしたことを丸山先生にお話しさせて頂きますと、

そういう思い一つ一つが問題になっている事をお話しくださいました。 

 又、息子を妊娠する前から現在迄の事、私の両親や弟の事を訊ねてくださり、

私達家族の不調和の源を教えてくださったのでした。『両親共に愛情不足で育ち、

あなたは充分な愛を頂けなかったようですね。あなたは呼吸が浅くないです

か？』と先生が訊ねてくださり、私は呼吸が浅くはないですが、気管が弱くて

風邪を引きやすく、幼い頃はよく病院通いをした事、また乗り物に酔いやすい

事をお話しさせて頂きますと、『それが呼吸が浅いという事なんですよ、それか

ら目や鼻、耳もあまり良くないのではないですか』とお訊ねくださり、両親の

心が円満でないと健全な子供は生まれない事をお教え頂きました。 

 そして両親の反省をきちんとする事、これをしないと心からの愛情を息子に

は与えられない事、主人の事、息子の事、また今迄ご指導頂いた会での反省と、

項目別に各ノートを作り、『思い出した事を一つずつ書いて、その一つずつに対

して、大宇宙大神霊・仏様に何度も謝罪なさることです、又、特に重要と思わ

れたところは、ノートに赤線を引いて何度も何度も謝罪してください』と私が

間違わないように、そして解りやすいように、丸山先生は噛み砕いてご指導く

ださいました。 

 私は、五月九日に開催されました大阪地区学修会のオブザーバーに、実家に

息子を預けて参加出来そうだという事もファックスに書かせて頂いていました

ので、丸山先生は『子供がこんな時に、実家に子供を預けて学修会に参加され

るなんてとんでもない事です、今お子さんから離れてはいけません。あなたは

今、私が話したことが自分の仕事だと思われて、毎日一生懸命努力なさる事で

す。子供さんには、いっぱいともかく話しかけてあげて、いっぱい抱きしめて、

精々褒めてあげる事が大切です』とおっしゃってくださり、先生は、その時息

子の声がしない事を気にされて『今、何をしておられますか』と訊ねてくださ

り、一人で積み木やブロックをして遊んでいる事を申し上げますと、 

 『一人で遊んでばかりいたら孤独を愛する人間になりますよ。一緒に遊ぼう

と声をかけて。それからお宅の場合、早く幼稚園に預けた方が良いかもしれま

せんね。心在る先生のいる幼稚園を探してください。でもその為にも、経済が

安定しないとね。ご夫婦は何でも心から話し合って調和していく事が大事です。 

 それからあなたは心配性ではありませんか。良い心配ならよいが、あなたの

心配は心を毒することになっています。もっと神仏様を信じる努力をなさる事

です』と厳しくも優しさ溢れる丸山先生のご指導に涙声で応える私に『頑張ろ
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うね、よくファックスしてこられたね、早めに分かられて良かったね』と先生

は本当に優しく勇気づけてくださいました。 

 又、『健康祈願文』で息子の名前を入れて拝読させて頂く際、大宇宙大神霊・

仏様に、今迄の自分の愚かな思いや行為を何卒お赦しくださいと、お祈りさせ

て頂く事もご指導くださいました。 

 そして、これらのことをノートに記して主人の帰宅後に見てもらう事と、我

が家の経済状態は丸山先生とご縁を頂く前からずっと悪く、その当時、出張専

門の中国整体の勤務状況では、学修会に出席させて頂けていなかったので、主

人を気にかけてくださり、他にもご指導を頂きました。 

 思いもよらず、丸山先生からお電話頂き、お忙しい丸山先生が、沢山のご慈

愛溢れるご指導をくださり、何度も神仏様、丸山先生に感謝のお祈りを捧げさ

せて頂いていますと、今迄のもやもやしていた心が落ち着き、ともかくご指導

頂いた通り一生懸命実践しようと思い、その日から反省を始め、主人に息子に

明るい笑顔と明るく優しく話す事を心がけました。 

 そうしている内に、息子も少しずつですが、言葉を話そうとするように変わ

ってきました。そして、ここで気付いた事は、息子は言葉を話そうと思っても

言葉を知らないという事も原因の一つだと気付かされました。私は息子と話す

事が少なかっただけでなく、息子の反応を見て先に何かをしてあげる事が多か

ったのです。お茶が飲みたそう、何か食べたそうと思えば、息子に聞かないで

お茶を出してあげて、何か出してどうぞ、外に行きたそうと思えば、外に行こ

うかなどと先取りしては、少ない対話の中に、息子が話そうとするところを摘

み取っていたのです。 

 これではいけないと思い、息子の様子でどうしたいか見えてきたら、息子に

訊ねながら、『ママも気付かないことがあるし、○○も、お茶が飲みたいと思っ

たら、お茶が欲しいと言ってくれると嬉しいな。欲しいっていうと飲みたいん

だなって分かるからね。ママだけでなく誰でもお話することで○○の気持ちが

分かるんだよ。ほらお茶欲しいかな？』「ほしい」『凄い、言えたね。偉いぞ』

と言いながら頭をボンボンとやさしくなでるという、この時点では、まだこの

程度の息子への話しかけでしたが、それでも息子に一つずつ言葉をかけて、息

子も少しずつ言葉が増えていきました。 

 反省を進めていくと、如何に言葉が少なかったか、そして経済的なことや主

人の事など他の事が気にかかりながら、目の前の息子に愛一杯の心で過ごして

いなかった事が良く分かり、これまでの三年間の分も取り返して行くようにし

ていこうと思いました。 

 丸山先生に息子の事で二度目のご指導を頂きましたのは六月の終わりで、主

人が中国整体の会社を辞めて、新しく勤め先が決まった事を、主人がファック

スでご報告させて頂いた時でした。先生はお電話をくださり、大変悦んでくだ

さり、息子の事も気にかけてくださいました。少し言葉が増えてきましたとお

話しますと、『普段あなたはお子さんから話しかけられた時、どのように応えら

れていますか。私をお子さんだと思ってちょっと話してみてください』と仰ら
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れ、私は戸惑いながらも大体こんな感じかなあと先生にお話してみますと、 

 『それではいけない。もっと、「お母さんは嬉しいわー」「凄いねー」と言っ

て、ぎゅうーと抱きしめてあげてください。 

 もっと悦びを大きく表現して。出来ない事は言わなくても構いません。出来

るようになった事は思い切り褒めてあげることです。ご主人様に対してもそう

です。出来ないことは言わなくてもいいのです。出来るようになったことをと

もかく褒めてあげる事です。それが家庭が明るくなる秘訣です。それから、子

供の次元にまで降りて遊んであげている親は疲れませんよ』などと愛いっぱい

のご指導をくださいました。 

 早速お電話の後、息子と動物のビデオを見ていると、私の方を見て「ライオ

ン、うさぎ」と指差してきたので、『○○、凄いねー。これがライオンって分か

ってママに教えてくれたんだね。上手にライオン、うさぎって言えるようにな

ったね。凄いなー。ママに教えてくれて有り難う。ママはとても嬉しいー』と

言ってぎゅうーと何度も抱きしめました。 

 息子はとても嬉しかったようで、何度もライオンと繰り返し、私の顔を覗き

込むのです。同じように反応してくれるのかと私を見つめているのです。それ

が分かり、何度も悦んでぎゅ～と抱きしめました。その後、四角い積み木の片

側に、平仮名の文字が一つずつと、片側にその文字にちなんだ、単語と絵が書

いてあるものがあるのですが、それを持ってきて、自分が話せるものは、話し

て私の顔を覗き込み反応を見るのです。 

 一つ言うごとに、パチパチと大きく拍手して『凄い。凄い。偉いなあ。上手

に話せるからママびっくりしたよ』などと言って悦び抱きしめてあげると、そ

の内息子も一緒に拍手しようとタイミングをはかり、合わせて揃って悦び合い

ました。とても嬉しそうな息子の表情に、私は、随分この子は寂しい思いをし

ていたのだと見せ付けられた思いがしました。 

 更に、その日の夕方の事です。近くのミニスーパーに買い物に出ようと息子

と出かけた時に、マンションの前で、三人で話している中学生位の女の子達に、

「ちはー（こんにちはのつもり）ライオン」などと声をかけて笑いかけるので

す。小さい子供のことなので、驚きながらも言葉を返してくれたのですが、続

いて通りで会う見知らぬ会社帰りの方や、犬の散歩をしている人など、誰にで

も会う人ごとに同じように笑顔で声をかけ、人のいないところでは、空を見上

げて雲や風に話しかけたりする息子を見て、本当に驚きと感動でいっぱいにな

りました。その日から息子は、益々意欲的に話そうとし始め、ついこの間まで

とは考えられない位変わってきました。 

 丸山先生は、『出来ないことは言わなくても構いません』とご指導くださいま

したが、言わなくても大丈夫なのかなと少し不安がありました。ところが、褒

めることをしっかりしていると、嫌がっていた事も自分でするように変わって

きました。自信がついて、意欲的になるようでした。 

 何でも子供と二人で共に悦びあっているうちに、最初は少し演技がかってい

た事が本当に心から嬉しく、こんな事も出来る、あんな事も出来ると有り難く、
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凄いなあと心から感動している自分に気付き、今迄は子供と一緒に過ごして遊

んだりしていて形はいつも一緒でしたが、心は近くになかった事にも気付かせ

て頂きました。 

 又私自身の子供の頃はいつも一人で遊んでいる事が多く、人といるより一人

でいるほうが気を遣わなくても良いとか、悩みがあっても母に話せず、話して

「そんな事で悩んでいるの」などと叱られるよりましだと、誰かに分かってほ

しいと思う反面、誰にも言いたくないと、一人で抱えることを好み心を開けな

かった、つまり孤独を愛しており、丸山先生の仰られたのは、私自身の姿であ

りました。 

 私は、自分みたいな人間になってほしくないと思いながら、自分自身のよう

な子供に育てている事に気付きませんでした。子供はともかく可愛く愛しいの

ですが、どんな風に遊んであげたら良いのか、どういう風に接していけば良い

のかなどと、上から見た母親の立場として、頭で考えていたイメージで子供と

接していたように思います。そして、成長の段階で、何かが出来るようになり、

出来るようなったと思い感動しても、これ位の時期には出来て当たり前などと

いうのが心にあり、そのような心があったので、子供が失敗したら、『もう一回

やってみる？』とか、何か話かけてきた時『もう一回言ってみて』など子供の

頃、母に言われ傷ついた事を忘れて、息子の心の側にたってみてあげることも

なく、傷つけてきた事に気付かせて頂きました。本当に母親の言う言葉ではあ

りませんでした。  

 又、自分みたいな思いは子供に絶対させたくないと思いながら、両親との反

省をきちんとしていなかった為、知らず知らずに自分の育った環境をそのまま

息子に与えていた事に気付かせて頂けました。 

 息子は、絵本や図鑑を持ってきて、色々と覚えた言葉や単語を話したり、ま

た分からないものは聞いてくる様になり、私の後に続いて繰り返して話すよう

になったり、平仮名の文字と、それにちなんだ文字の単語の絵が書いてある、

パズルや積み木を声に出して話す事も多くなり、話す事を必死に求めているよ

うでした。 

 何度も何度も繰り返すので、声が嗄れそうになることもあり、少し休もうと

言っても、私に聞いてほしい、褒めてもらいたという気持ちもあったかもしれ

ませんが、今自分が話せる事が嬉しいらしく、最初は上手に話せなかった言葉

もどんどん上手になっていきました。 

 そして、いつも話しているので、（あいうえお）から（わをん）までの文字や、

パズルや積み木の絵の単語などや絵本や図鑑の中の言葉や短い話も、下手なが

ら暗記出来る様にもなりました。ついこの間まで少しの単語と、後は体を使っ

たジェスチャーで会話していた事などを考えると本当に信じられない奇跡のよ

うな事でした。 

 ある日の夕方も、同じ様に、息子と本やパズルや積み木を通して言葉遊びを

していました。息子が嬉しそうに一生懸命話してくれるのを本当に凄いなと思

い、二人で悦び合っている内、感動で胸がいっぱいになり、こんなふうに息子
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が変わったのは神仏様と丸山先生のご指導のお陰様なのだと思うと、ますます

胸が熱くなり、感謝で一杯になり涙が溢れてきました。 

 今、住まわせて頂いている家はマンションですが、晴れている日は、本当に

有り難いことに、一日中どこかの部屋が太陽様の光が入って太陽様を感じさせ

て頂けます。中でもリビングの大きな窓は西に向いており、お昼から陽の沈む

頃まで、リビングは太陽様の光で満たされます。この日もそうでした。私は感

動と感謝で心がいっぱいになり、涙が溢れ、太陽様に向かい、心のままに御礼

を申し上げました。 

 『大宇宙大神霊・仏様、いつも有り難うございます。丸山先生のご指導を頂

けましたお陰様で、息子がこんなに話せる様になりました。愚かな私のせいで

話せなかった息子が、こんなにも変わりました。本当に有り難うございます。

丸山先生にご指導を頂けましたお陰様です。本当に有り難うございます。神仏

様、息子はこんなにも変わりました。神仏様、有り難うございます……』 

 何度も溢れるまま御礼を申し上げていますと、気のせいか太陽様の柔らかい

黄色い光がオレンジがかって大きく強くなり、リビングの部屋から南へ続く和

室の部屋で私たちは斜め越しに太陽様を拝見するような感じで座っていたので

すが、和室の壁に少しだけ陽が当たっていたのが御礼のお祈りを捧げさせて頂

いている間に、どんどん伸びて、和室の部屋の壁ほぼ一面に太陽様の光がまぶ

しく映し出され、驚いてしまい何かの偶然でないのかと思いましたが、今まで

どんなに太陽様の光が差し込んでもこんな事は初めてだったので、まさか、感

謝の思いを神仏様は聞いてくださったのではないかと思うと、驚きと感動感謝

で一杯になり、その場で、神仏様に、丸山先生に何度も何度も御礼を申し上げ

ました。 

 息子も私の様子を見て不思議に思って、「なぁにぃ？」と聞くので、『○○が

お話し出来た事を太陽さんの中にいらっしゃる神仏様に御礼を言ってたの。○

○が頑張ってお話し出来て、それは○○も凄く凄く偉い事だよ。でもね、それ

だけでなく神仏様のお陰様なんだよ。そして神仏様の事をいつも教えてくださ

る丸山先生が、パパやママに、○○にこうしてあげなさいと色々教えてくださ

って、そのお陰でママは○○といっぱい遊べるようになったの。だから嬉しく

てその御礼を言ってたんだよ。○○も嬉しい？ 一緒に有り難うしょうか』と

言って二人で御礼を申し上げました。 

 本当に神仏様には、いつも心を見ていてくださるのだと驚きと共に感動し、

こんな有り難いことも、丸山先生にご指導を頂けていなければ有り得なかった

ことでした。 

 初めて、正法の入り口に立てたような悦びが今の心にあります。心の修正課

題は山積みですが、この悦びを原点として忘れず、自己の確立、夫婦の調和、

家族の調和を日々精進していかせて頂きたいと思っています。丸山先生、いつ

も温かいご慈愛溢れるご指導を頂き、本当に心より幾重にも感謝申し上げます。 

 愚かな愚かな小さい心の私ですが、主人共々、今後共どうぞ宜しくお願い申

し上げます。大宇宙大神霊・仏様、いつもお導き頂きまして、どうも有り難う
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ございます。今を生かさせて頂けている悦び、心に頂けた大きな宝物に、心よ

り幾重にも感謝申し上げます。 
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