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１１月 調和・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P0548 

１２月 法を依りどころとした思い行い・・・・・・・P0552 

１２月 偉大な主・高橋信次先生の「慈悲と愛」につ 
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 ５月 正法流布・・・・・・・・・・・・・・・・・P0601 

 ６月 現証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P0606 

７月 ひかりの道へ・・・・・・・・・・・・・・・P0610 

８月 報恩感謝・・・・・・・・・・・・・・・・・P0616 

９月 主の御生誕記念日に当たって・・・・・・・・P0623 

１０月 お救いいただいた私の人生①・・・・・・・・P0628 

１１月 お救いいただいた私の人生②・・・・・・・・P0634 

１２月 お救いいただいた私の人生③・・・・・・・・P0640 
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・1995 年分 

 １月 法とは・思想とは・・・・・・・・・・・・・・P0645 

 ２月 同上-2 

 ３月 お救いいただいた私の人生④・・・・・・・・・P0656 

 ４月 冬の日に思う・・・・・・・・・・・・・・・・P0665 

 ５月 親切・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P0668 

 ６月 偶然と必然・・・・・・・・・・・・・・・・・P0673 

７月 愛に生きる・・・・・・・・・・・・・・・・・P0677 

８月 愛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P0684 

９月 信ずるとは・・・・・・・・・・・・・・・・・P0689 

１０月 語る者ではなく行う者でありたい・・・・・・・P0695 

１１月 再び思うことについて・・・・・・・・・・・・P0699 

１２月 求めよ さらば 与えられん・・・・・・・・・P0706 

 

・1996 年分 

 １月 お救いいただいた悦び・・・・・・・・・・・・P0709 

 ２月 私の心の中におられる高橋信次先生・・・・・・P0714 

 ３月 インド大使への手紙・・・・・・・・・・・・・P0719 

 ４月 正しく聞く、語る、思う・・・・・・・・・・・P0725 

 ５月 法縁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P0731 

 ６月 '96年四月二十一日南九州地区学修会におけ 

る挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P0736 

７月 法に生きる・・・・・・・・・・・・・・・・・P0744 

８月 「第二十一回高橋信次先生に対する感謝と誓 

いの会」における挨拶・・・・・・・・・・・・P0750 

９月 神理の言魂（ことだま）を拝読させていただ 

いて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P0758 

１０月 情けは人のためならず・・・・・・・・・・・・P0764 

１１月 現証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P0769 

１２月 人との調和・・・・・・・・・・・・・・・・・P0773 

 

・1997 年分 

 １月 大いなるお計らいをいただいてて・・・・・・・P0779 

 ２月 み光をいただいて・・・・・・・・・・・・・・P0785 

 ３月 月刊誌発刊十五周年記念講演会 講演要旨・・・P0790 

 ４月 同上-2 
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 ５月 同上-3 

 ６月 「ひかり」の道へとお導きいただいて・・・・P0820 

７月 悦びと感謝を捧げて・・・・・・・・・・・・P0825 

８月 愛・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P0830 

９月 報恩感謝と魔・・・・・・・・・・・・・・・P0835 

９月 「高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」 

でのお言葉・・・・・・・・・・・・・・・・P0838 

１０月 同上-2 

１０月 お計らいをいただいて・・・・・・・・・・・P0849 

１１月 お救いいただいた悦びと報恩感謝・・・・・・P0853 

１２月 第一回浜松学修会における挨拶（概要）・・・P0860 

 

・1998 年分 

 １月 正法と常識・・・・・・・・・・・・・・・・P0867 

 ２月 高橋信次先生の年頭所感を拝読して・・・・・P0872 

 ３月 法に生きる私たちの使命・・・・・・・・・・P0877 

 ４月 正法と病気・・・・・・・・・・・・・・・・P0882 

 ５月 何故どうして今、中学生だけに『心の教育』 

が必要なのか・・・・・・・・・・・・・・・P0887 

 ６月 同上-2 

６月 法の学修例題・・・・・・・・・・・・・・・P0900 

７月 1995-1 月号「法とは、思想とは」の再掲故割愛 

８月 1995-1 月号「法とは、思想とは」の再掲故割愛 

９月 第二十三回高橋信次先生に捧げる感謝と誓い 

の会 丸山先生のお話・・・・・・・・・・・P0904 

１０月 日々法悦をいただいて・・・・・・・・・・・P0915 

１１月 他力と自力・・・・・・・・・・・・・・・・P0923 

１２月 同上-2 

翌 2 月 同上-3 

 

・1999 年分 

 １月 二一世紀を迎えるために・・・・・・・・・・P0940 

 ２月 1998-12月分に継続として掲載 

 ３月 法灯絶やすべからず・・・・・・・・・・・・P0949 

 ４月 （再掲のため、掲載せず） 

 ５月 正法と臓器移植・・・・・・・・・・・・・・P0955 
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 ６月 （再掲のため、掲載せず） 

７月 正法を物差しとした人生・・・・・・・・・・・0P965 

８月 一羽のひなどり・・・・・・・・・・・・・・・P0973 

９月 高知地区 ご購読各位・・・・・・・・・・・・P0976 

９月 第二四回 高橋信次先生に捧げる感謝と誓い 

の会で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P0981 

１０月 常識・礼儀・報恩感謝・・・・・・・・・・・・P0992 

１１月 真の信仰は他力にあらず・・・・・・・・・・・P0997 

１２月 天変地変・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1006 

 

・2000 年分 

 １月 21世紀は「地球の復活」をめざして ・・・・・P1016 

 ２月 自分にウソのない生活を・・・・・・・・・・・P1024 

 ３月 誤りのない正法の実践を・・・・・・・・・・・P1033 

 ４月 日々法悦を頂いて】・・・・・・・・・・・・・P1040 

     (1998-10 月分を一部修正したものの再掲載） 

 ５月 難病が次々癒される現象を頂いて・・・・・・・P1048 

 ６月 「教育改革に関する意見書」を提出して・・・・P1053 

７月 （再掲のため、掲載せず） 

８月 第二五回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの 

会で・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1060 

９月 「第二五回高橋信次先生に捧げる感謝と誓い 

の会」合同学修会でのあいさつ・・・・・・・・P1072 

１０月 大自然の異常と世相の混乱の原因は人の心に 

在り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1076 

１１月 はじめての人に・・・・・・・・・・・・・・・P1088 

１２月 同上-2 

 

・2001 年分 

 １月 反省について・・・・・・・・・・・・・・・P1100 

 ２月 同上-2 

 ３月 同上-3 

 ４月 正法帰依とは・・・・・・・・・・・・・・・・P1120 

 ５月 内なるひびき・・・・・・・・・・・・・・・・P1124 

 ６月 偉大な主・高橋信次先生をお慕い申し上げて・・P1125 

７月 法とは・私の学ばせて頂いた次元・・・・・・・P1132 
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８月 同上-2 

９月 「第二六回高橋信次先生に捧げる感謝と誓い 

の会」における「挨拶」・・・・・・・・・・P1142 

１０月 同上-2 

１１月 私の心に頂いてきたおことば・・・・・・・・P1151 

１２月 偉大な主・高橋信次先生のおことば『永遠の 

生命を発見しようとするならば、正法を学び 

行じる以外にそれを果たすことはできない・・P1154 

 

・2002 年分 

 １月 同上-2 

 ２月 同上-3 

 ３月 同上-4 

 ４月 同上-5 

 ５月 同上-6 

 ６月 当月の掲載のない月 

（以下、抜けている月は、丸山弘先生の投稿のない月を示しま 

す） 

９月 主のご降臨・・・・・・・・・・・・・・・・P1181 

９月 第二十七回 感謝と誓いの会における丸山先 

生のお言葉（要旨）・・・・・・・・・・・・P1182 

１０月 同上-2 

 

・2003 年 

６月 偉大な主・高橋信次先生をお偲び申し上げて・P1191 

8 月 ある方への手紙・・・・・・・・・・・・・・P1194 

 

・2004 年 

なし 

 

・2005 年 

 3 月 各地区世話人 各位・・・・・・・・・・・・P1196 

 

・2006 年 

なし 
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・2007 年 

１月 文部科学省に提出した「いじめ、ひきこもり 

等青少年問題の解決についての提言」につい 

て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1197 

１月 引導文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1200 

１０月 四国地方の心在る方々に・・・・・・・・・・・P1209 

 

・2008 年 

 ８月 『第三三回 偉大な主・高橋信次先生に捧げ 

    る感謝と誓いの会』におけるごあいさつ（要  

    旨）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1215 

１１月 誤りのない正法の実践を・・・・・・・・・・・P1219 

１１月 法の学修例題・・・・・・・・・・・・・・・・P1226 

 

・2009 年 

 １月 オバマ様の米大統領選ご当選に寄せて・・・・・P1229 

２月 コリン・パウエル様へのお手紙・・・・・・・・P1234 

３月 偉大なコリン・パウエル様からのお手紙（和

訳）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1238 

６月 正法を物差しとした人生……一九九九-七月号 

掲載の文章を改正・・・・・・・・・・・・・・P1239 
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【1983 年分】 

【あたらしい年に】1983-01 月 

 

 いま、こうして、生かしていただいている生命の流れは、永遠のとき

を経て、流れつづいている、一秒、一秒である。我々、地上に生命をい

ただいた者は、ときに、この、一瞬の地上だけが、生命の流れのように、

錯覚しがちである。しかし、そうではない。いま、自分の心の中を、通

り過ぎてゆく、一秒一秒は、それぞれの思い、行いを、乗せて流れてゆ

く。谷川のせせらぎに、一枚一枚と、いろいろな形と色のちがえた、落

ち葉を乗せて、流れてゆくように。 

 永遠の己のときへと、流れてゆく。 

 我々は、偉大なる、偉大なる大指導霊、高橋信次先生に、今生、ご指

導をいただくことができた。こんな感激と、悦びが、我々のこれまでの、

永い永い、生命流転の過程おいて、果して、あったであろうか。否。 

 また、これからの、限りのない“いのち”の、うつりかわりのときに、

再び、与えられるであろうか。否。 

 かつて、この地上に出られ、法を説かれた、モーゼ様、ブッダ様、イ

エス様にしてお説きにならなかった、「心の原点」「天上のしくみ」を、

すべて、「心行」に示され「心行」こそ、末法万年の神理であると、我

等、迷える衆生に、わかりやすく、お説きになられた。 

 その、短い生涯の生きざまは、神のみ姿そのものであられた。 

 人々よ、迷える人々よ、偉大なる師の説かれた、法に耳を傾けるがよ

い。肉の耳ではなく、心の耳を傾けよ。心の眼を見開き、その教えの光

を見よ。そして、心の口を開き、光の言魂でたたえよう。 

 聖なる方の、み教えを叫ぼう。声をかぎりに叫ぼう。たとえ、それが

野の果に消え去ろうとも叫びつづけよう。いっときも、休むことなく、

この地上での修業の終る日まで、聖なる方のみ名を叫びつづけよう。 

 人々よ、迷える人々よ 

 一秒、一秒の、己の生命の流れが、神のみ光の方向へと、流れてゆく

ためには、 

   いかりをなくしよう 

   ぐちをなくしよう 

   ねたみをなくしよう 

   悪口をなくしよう 

   むさぼりをなくしよう 

   そしりをなくしよう 
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   情欲をなくしよう 

 一秒、一秒の己のときを、神を念い、神と語り、己を裸にし、素直で

さわやかな、美しい心で生きよう。 

 そこに、こんこんとして、汲めども尽きない、悦びが心の底から湧き

あがる。 

 そして、如何に、自分を愛することが、すばらしいことであるかを、

悟るであろう。 

 自分を、愛することは、他を、愛することである。 

 他を愛することは、自己を愛することである。 

 他を、裁くことは神のみ心ではない。 

 許すことが、神のみ心である。 

 他を、語るなかれ。いま、己の眼の前を、走り過ぎようとしている、

他は、己の見えざる姿である。 

 また、己が、目指そうとしている、神のみ姿である。 

 神が、この、迷える己に与え給うた、己のいのちのかてである。 

 己の、心の中に、写して見よう。 

 己の、心の中で、かみくだいて見よう。 

 そのとき、肉の眼で、見ていたときに、見えなかった、神のみ心にふ

れよう。 

 人々よ、迷える人々よ、いまの、苦悩に心を汚すではない。いまの、

苦しみは、肉のものではないか。物質のものではないか。 

 苦しみ悩みは、人が生まれ、やがて死んでゆく中で、つきることはな

い。 

 人は、誰しも苦しみから、のがれたいと、思う。そのとき、己の心の

中を見ないで、他の故として、にくしみ、うらみを、他へとむけてゆく。

苦しみ、悩みは、ますます、大きくなってゆく。 

 苦しみ、悩みは、永遠のときから、いまにかけて、つくった、永い間

の心のひずみの集大成である。 

 いくら、この苦悩から、のがれようとしても、心の中において解決し

ない限り、のがれることはできない。たとえ肉体生命を絶とうとも、己

の心、己自身からは、人は、のがれることはできない。 

 それは、いまの、一秒、一秒の、連続の中に、昔もあり、今もこうし

てあるからである。いまの、一秒、一秒を、解決しない限り、独りでに、

解決してゆくものではない。 

 安楽の中に、溺れていては、いつまで待っても、助かることはない。

道のほとりに、流れる川に溺れたとき、いくら助けを求めても、道ゆく
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人々は救いあげることはできない。溺れている者自身が、何故、どうし

て、いま、このように、もだえ苦しんでいるのか、その原因をつきとめ、

いままでの心のあり方を正したとき、救われる。 

 己が、己自身を救う以外、救われないということである。 

 己自身を、大切に、大切に生きることである。自分を、粗末にしない

で、愛しぬくことである。 

 一秒、一秒の神のときを、逃げてはならない。己の、心の弱さから逃

避してはならない。逃げただけ、苦悩もまた、倍加する。 

 いまの、一秒、一秒を、感謝し、いのちの限り、心を砕き、己にきび

しく、きびしく、他には寛容に、正しさに、最善を尽くそう。 

 苦から逃げるではない。苦にむかって、突進しよう。勇気と、えい智

をふりしぼって、たじろぐことなく、立ちどまることなく、前へ前へと

進もう。そのときに、必ず、道は開かれる。その、精進と、努力と、悦

びとを、心に受けとめるために、神が、与え給うた大慈悲であることに、

やがて気付くであろう。 

 苦しみこそ、偉大なる「宝」である。 

 おごることなかれ。 

 傷つけることなかれ。 

 裁くことなかれ。 

 他を、見下してはならない。人間は、皆、平等である。けんきょに、

けんきょに、いつもいつも、にこやかに、明るく明るく、まわりを、あ

たたかく、あたたかくできる、己を目指そう。 

 他との、出逢いを感謝し、大切にしよう。 

 何故なら、出逢いは、神のなされたみわざであるから。 

 神に、感謝しよう。 

 偉大なる師に、感謝しよう。 

 そして、苦しみのとき、安楽のときを、心の悦びのときに、かえてゆ

こう。 

 心のともしびを、かきたて、かきたてて、大いなる光としよう。 

 この年こそ、迷える人々、つどいくる人々の心が、神の光にみたされ

んことを。 
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【法帰依】1983-02 月 

 

 「年を経て 心の道に迷いなば 法をたよりに 正道をゆく」 

                    高橋信次先生 御詠 

 

 私は先生のこの詠をいつも心の中で繰り返している。「法を頼りに」

実践してゆく。頭ではよくわかることばであるが、心では仲々理解しに

くいことである。何故なら実際の生活面では、これまでの永い永い生活

習慣が優先し、つい「あの人がいっていることだから」とか、「あの方

は高橋信次先生から直接ご指導を受けられた方だから」また「あの方は、

正法を勉強されて、もう何年にもなるから間違いない」などといった「人」

を中心とした生き方をしてきたことが非常に多いことを発見するので

ある。 

 その人の「心のあり方」や「生きざま」を見ないで、自分にない霊的

な言動や、人伝えに聞いた過去世の著名度にげんわくされて、ついつい

法をたよりとすることからはずれて、人をたよりに生活する人が多いよ

うである。 

 先生が、まだご在世の頃、ある人が「自分は、いままで、さる所で反

省の指導を受けてきたが、高橋先生の教えとは何等変わることがない。

むしろ、反省の面では、そこの方が一歩進んでいる」といわれたので疑

問に思いその後、先生にお目にかゝらせていただいたとき、そのことに

ついてご指導を仰いだところ、先生は只一言、「そこには『法』がない

のだよ」と申された。このお言葉をこれまで八年の間、私は、心の中で

いつもいつもくりかえしくりかえし自問自答してきた。 

 その意味は「頭」の中では、よく理解されるのであるが「心」の中で

は、仲々落ちずいつも心の中のどこかにひっかかっていた。「心」の中

での正法に対する理解は、自分の来し方をふりかえって見ても、一年一

年ちがっているように、先生の「お言葉」の意味を、自分の次元なりに、

腑に落とすことは、仲々大変な努力のいることであることが此頃どうに

かわかりかけてきた。 

 今年も全国各地の先生のご縁の方々から年賀状をいただいた。その中

で和歌山のある方からの年賀状に、次の文がつづられていた。 

 「やっと信次先生の教えが解るようになってきたと思います。ほんの

少ししか解っていませんが、そうだったとかと日々、気づかせていただ

ける最近です。何にも知らなんだと思います」 

 この年賀状を手にしたとき、今から七年前、ともに半月の間、大阪の



16 

 

生駒山麓での研修会に引き続き東京で、朝早くから夜遅くまで、反省と

学習に明け暮れたときの、彼の姿がほうふつとして眼前に浮かんできた。 

 自分より年長者であり、また、早くからご縁にふれた先達の彼は、当

時、既に「心の窓」が開かれておられる方であった。いま、私はその当

時のことを思い起こし、また、この方の今日までのひたむきな努力の足

音が聞こえるような気がして、急に胸がこみ上げてきた。そうだ、自分

も先生がおられたときは何もやっていなかった。何もわかっていなかっ

たと、申し訳ない思いで一杯になった。 

 坊主頭をゆさぶって、泣き乍ら反省をしておられた彼、約十人余りの

その研修の場へ、お忙しい中をわざわざ車で往復四時間もかかる道のり

を指導に来て下さり、一人一人の弟子たちに、今後の道を説かれた先生

のお姿を昨日のことのように思い出した。 

 私は、そのとき、何とはなしに、天上界のすべての意識が、いまこの

場所に集中されていると思い、深い深い感動にひたされたのであった。 

 窓越しの葉桜を通し、五月の青空が、どこまでも澄み、山鳩が静かに

鳴いていたのが妙に印象的であった。また、既に正法から離れ、仏教哲

学に傾倒しておられる方や、大阪のさる新興宗教に帰依しておられる

方々、先生のみ教えから、遠く離れ、他の霊的指導者と組んで、霊的指

導のみに没入しておられる方々等々、夫々、思い想いの道をとっておら

れる方々が、非常に多くなっていることを知ることができた。 

 その殆どの方は、一般の帰依者ではなく、先生の身近で修行しておら

れた指導的立場の方や地方の中心的指導の立場におられた方であり、し

かも、心の窓が開かれている方もおられ、非常に驚き、残念に思うもの

である。それは、一にかかって、「法を頼りとせよ」と叫ばれた先生の

お心を知る努力が足りないのではなかろうかと思うのである。 

 我々の修行は永遠であり、今生だけではない。まして、先生のご著書

を一回か二回読んだからといってわかったというものでは決してない。

常に、初心にかえって、自分は法を中心に一秒、一秒精進しているだろ

うかと、心に問いかけ、現代のバイブルである「心の発見」「人間釈迦」

を読みかえし、読みかえし、実践を積み重ねてゆく「道」こそが、「光」

への道であり、神の子の道である。 

 先生のお導きによって知ることが出来た多くの修行者と、手に手をた

ずさえ、あと残された人生を命の限り、どんな人をも許せる、どんな人

をも愛することが出来る、広い広い、暖かい己を目指し精進してゆこう

と決意している。 

 神に対して 
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 主に対して 

 同志に対して  心からの感謝を捧げたい 
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【正法雑感】1983-04 月 

 

 大晦日に、昭和五十年三月小田原市民会館で開催された高橋信次先生

の、ご講演を拝聴した。先生の説かれる法に帰依して一カ月そこそこで、

ご講演を拝聴するのも、大阪についで二度目のときであった。特にお願

いして、前の方の席に坐らせていただいた。ご著書をまだ充分に読みき

っていなかった自分には、充分に理解できないところが多かった。これ

までの永年の既成概念がすべて邪魔をしていたのであろうか。しかし、

始めのときよりも、もっとひきこまれて、心からの感動を覚えた。 

 それから今日まで、このテープを何十回、聞かせていただいたことや

ら。実際に自分が出席して聞かせていただいた、ご講演のテープは、何

回お聞きしても、ジーンと胸に迫ってくるものがある。この日の小田原

は、すごく肌寒い日であった。帰りの新幹線を待つ間、ブルブルふるえ

たのを覚えている。帰りの車中で、これからの「正法」を学ぶ道のりの

遥か遠いことを思った。あの日から、もう八年の才月が流れ、この三月

で、九年目を迎えるわけである。いつも心の奥底から、「もっともっと

巳にきびしく」と叶び声が聞えてくる。来る年こそ、この年よりも、も

っとしっかりとした計画をたてて頑張ることを誓った。そして一カ月た

ち、愈々、二月から特訓に入ろうと目下計画をたてている。 

 「神理学修会」も、三田さんを始め、多くの同志の方々のご支援、ご

協力により、毎月七回の日程が組み込まれ、そのうえ、「月刊ほくりく

誌」の原稿書きと、正に何年ぶりかで、先生ご在世当時の忙しさにかえ

ったような感がする。こんな有難い機会を与えていただいて、共に心ゆ

くまで学習させていただけるとは、有難い極みである。只只、感謝を捧

げ、精進に精進を重ね、ご恩に報いたい。 

 昨年末、同志の一人の方が、内臓疾患で入院され、開腹手術を受けら

れた。その手術は、九時から始まって、午後四時まで、時間のかかった

大手術であった。普通どんな小さな手術でも、その晩から、最底二・三

日は、苦痛を訴えるものであるが、この方の場合は、少しも痛まないと

いうのである。担当された医師や看護婦さんは、始めは、強がりをいっ

ているのかと思って眺めていたのであるが、一日たち、二日・三日とた

っても、本人は少しも痛くないというので、始めて、「これは不思議な

ことだ」とばかり、頭を振っておられるようである。その方の、入院態

度や、付添いの家族の方々の、実に安らいだ、落ち着いた様子を見てか、

そのうち担当の看護婦さんが、二人までも、高橋信次先生のご著書「心

の発見」を、読み始められたということである。最近は、もう退院準備
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のため、病院の廊下を、歩行訓練をしておられるということである。時々、

お見舞に訪づれる、若い同志の方々に「先生のご本をもっともっと読ま

んとだめや」とか「神の光は、太陽の光と一緒やと思っていたが、別の

ものなんですね」と語りかけておられるということである。ちなみに、

この病院の入口の壁面に「我、汝を休息させん」と、刻まれている。 

 私は、これまで正法とのご縁で、福井・金沢・高岡・富山・魚津と、

各地の病院に入院しておられた縁生の友を、何度も見舞ったことがある。

いろいろな方の、難病と闘っておられるお姿を、いつも拝見してきたの

であるが、今回のこの方のような、ケースは始めてである。私たちも、

ともにこの方のとうといご体験を、聞かせてもらえることを、心から深

く感謝したい。また、この方の入院を機縁として、お嬢さんが、自分の

来し方をふりかえられて、ご両親に対しての深い悟りを得られたとお聞

きして、嬉しい限りである。私も、負けじとばかり、ど馬に鞭打ってい

る次第である。 
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【一人の青年】1983-04 月 

 

 白いトックリのセーターを着た、まだ少年のような青年が、訪ねてき

たのはいまからもう七年ほど前になる。彼は、当時、金沢大学を受験し

て一浪の身であった。ある新興宗教を体験した浪人学校での友人のすす

めで、興味半分にきたようであった。まだ坊やのような幼い感じがした。

その後、時々やってくるようになった。 

 その青年と話しているうち、他の青年と全くちがった発想をしている

ことがわかってきた。世界をまたに商売をしながら世界中に正法を伝導

をしたいというのである。そして自分は、過去の時代でも商売をしなが

ら伝導をしていたのではないかと思う、といろんな空想をしているので

ある。発想がいつも世界的で、彼をよく知らない人なら、誇大妄想狂で

はないかと思われるようなことをいっていた。 

 そのうちに、だんだん家にまで遊びにくるようになり、「おばさん、

お茶！」と、まるで我が家のように振舞う無邪気なところがあるのであ

る。当時は、高橋信次先生のご著書を読まれて感動された方々が、私の

家や会社、昼夜を問わずいつも沢山訪ねてこられた。遠く富山県や福井

県からも、続々としてやってこられた。仕事中にこられても、私はいつ

も高橋先生のお導きによって遥々訪ねてこられたんだ、いまの自分にと

って出来ることは、せめてその方の話をじっくりと聞いてあげることだ、

と思い時間のたつのを忘れてお会いしたものである。また、仕事の関係

で先約があろうとも、訪ねてこられる方々を優先してお目にかからせて

いただいた。 

 仕事のことも勿論大切なことは充分わかっていたが、それ以上に、高

橋信次先生の法を求めて、続々とやってこられる人々こそ、神のはから

いであると信じ、仕事をやめてお迎えした。家は家で毎日毎夜、訪ねて

こられる方で一杯になった。せまい我が家の、一室に入りきれないで幾

室かに別れて待っていて下さる方々に、廊下トンビのように渡り歩いて

お目にかからせていただき、教えていただいた範囲でお話をさせていた

だいた。 

 しかし、私たち家族にとって、一人でも多くの人が訪ねてこられるこ

とが非常に嬉しく、当時の先生のお気持がわかるような気がしたもので

ある。縁生の人々が、次々とふえてこられるその悦びを、先生とともに

体験させていただける大きな悦びで一杯の毎日であった。彼がきたのも

その頃であった。そのうちに、私の会社でアルバイトをさせてくれない

かということであったが、私は何かそばにいたいという、少年時代の一
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時の感激の故だろう。ひよわな身体では到底続くこともないだろうがと

思いながらも、手伝ってもらうことにした。ご両親も非常に喜んでおら

れるようであった。自転車でアルバイトに通っているうちに金大の受験

発表があるので、私がついて見にいった。沢山の受験生の中をかきわけ、

かきわけ彼の名前を探してまわったが、どこにも発見できなかった。彼

はガックリと肩を落し、泣き出してしまった。私は、「金大ばかりが大

学じゃないよ。君を待ってくれている大学が、どこかにあるよ。元気を

出しなさい。」といって慰めながら家まで送った。そのうち、京都のＬ

大学にゆくことになった、といって挨拶にやってきた。 

 その、私との短い出会いのうちに、ご両親が「新興宗教に息子が狂い

出した」とでも思われておられるようなので、彼からのたのみもあって、

私たち夫婦が、彼の両親を訪ね、「正法」についてお話をした。しかし、

ご両親はすっきりしない風であった。その後、関西での、高橋先生のご

講演のときや、研修会にも、ひょっこり出会ったこともあった。当時の

彼はそれ位、非常に熱心であった。休暇になると真直ぐ私の家にやって

きて、朝から晩まで私の家にいるのである。彼、一流のチャッカリやさ

んらしく、下宿は大阪の「正法」を学んでいたある人のビルの管理人と

して住込みさせてもらい、逆に、いくらかのアルバイト料と、電話の使

用許可を得るという、しっかり者でもあった。 

 大学も半ばすぎて、後半頃になって、台湾へ行き、日本語を教えなが

ら、中国語を学んでいるといってきた。どうも、学校は殆どゆかず、貸

ビルの方は、後輩に責任をもたせ、日本と台湾を往き来しているようす

であった。台湾でも彼を可愛がってくれる人ができるようになり、滞在

費は、殆どかからず、小遣いは日本語教師で、充分まかなわれているよ

うであった。また、日本へ帰ってくると、学生に中国語を教えて、渡航

の費用を、かせぐという合理主義者というか、彼独特の経済手法を実践

しているのである。 

 彼地に通ううちに、美人の台湾娘を好きになり、「何とか結婚したい」

と、思いつめたような顔をして、金沢にやってきたことがあった。その

うちに、双方の両親の猛烈な反対にあい、結局、実らなかった。彼の父

は、ある官庁に勤めておられたが、停年のため、退職されて、ある会社

に就職された。しかし、いままで全く経験のない事務職のため、次第に

自信を失ってゆかれるようになられた。奥さんのすすめで、私の処へこ

られ「心の偉大性」について話を聞いて下さるようになり、先生のご著

書も読まれるようになった。そして息子が新興宗教に迷っているのでは

ないかと心配していたことが、とんでもない間違いで、すばらしい、偉
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大な教えであることを知り、息子を見直されるようになってゆかれた。 

 小一年位のうちだったと思うが、すっかり立ち直られてしまわれた。

奥さん－彼のお母さんは、現在、人形づくりでは、日本唯一の人といわ

れ、毎年開かれる三越での展示会を通し、遠く、アメリカの著名人から

も、制作を申込まれていると聞いている。いくつもの日本的な賞を、と

っておられるのだが、その作品を売ろうとなさらないのである。私も何

回かお目にかかって、「心」についてお話をさせていただいたことがあ

ったが、作品は、作者の「心」のあらわれであるといっておられた。い

まも、毎日毎日、アトリエにこもって、思いを正し、制作に打ち込んで

おられるようである。 

 彼も、永かった学生生活を卒え、金沢に再びもどってきた。就職につ

いて、相談を受けた。「丸山さんの会社に商事部が出来るまで、どこか

の会社に入って世界の経済を勉強をしてきたい」と、何年か前にいって

いたことが少しも変っていないのには驚いた。彼、独特のやり方で、金

沢にあるＤ社の支店を訪ね就職を申入れた。大卒新入社員の一年間の研

修を受けるようになってから、間もなく訪ねてこられた。そのときの、

彼の様子は、これまでの得意気な波動は、全く消え失せ、自信そう失と

いった状態なのである。 

 聞くところによると、研修生は東大・京大・早大・慶応といった一流

大学卒ばかりで、講義もむづかしく、しかも講師からは、しょっちゅう

お前のようなくずはやめてしまえ、といつもどなられてばかりいるので、

いやになったから、やめることにしたというのである。私は、内心、彼

も社会のきびしさが少しわかりかけてきたなと思い、「これ位のことで

へこたれてどうするんだ。こんなことでは、君がいつも言っている世界

に雄飛することは到底至難だ。一流大卒が何だ。学校によって人間の価

値がきまるものではない、君はいま研修に際して、在学時代、怠けてい

たお返しがきているんだ。学問で実社会の勝負がきまることはないよ。

しばらくはつらいことがあっても、よくにんにくするんだ。やがて、実

力の場へ出たら君は、一流大卒の誰にも負けることはないよ。むしろ、

トップにおどり出ることが出来るから、もっと勇気を出せよ」と激励し

て帰した。 

 ご両親も、大分心配しておられるようであった。それからしばらくた

って、はずむような声で電話がかかってきた。研修を了えて、名古屋支

店に配属され、第一線に出るようになった。目下、セールスをしている

が、とうとう月間売上げ成績が、同期は勿論、先輩を追いぬいて、支店

のトップになった、というのである。私は、我が子のことのように嬉し
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くなり、眼頭がジーンと熱くなった。名古屋市内の日本でも有数の会社

役員の奥さんに可愛がられるようになり、その紹介で、ぐんぐん成績を

あげていったようであった。そのうちに、その会社での全社内のトップ

の成績をあげるようになり、一躍、本社の重役直属の外国関係の仕事を

担当するようになってしまった。「お前のようなくずは、やめてしまえ」

と叫んでいた、先輩の講師も全く顔色なしになってしまったのである。

第一線の営業畑は、学歴は関係なしで、売り上げ成績をあげた者が勝利

者の世界なのである。 

 私の処へ来るごとに、お金にほんろうされ、おつきあいで飲みまわる

ようになり、大分心がよごれてしまいました。というようになってきた。

私は、いつも先生のご本を離すんではないよ、といいながら彼の成長を

眺めてきた。昨年の暮にやってきて、今度中東勤務になるかもしれん、

といって帰っていった。中東へ行く、香港へ転勤するかもと、何回か聞

かされていたので余り気にもしていなかった。 

 二・三日前の夜、十時頃電話がかかってきた。家内とのやりとりを聞

いていると、おどるような声で「ロンドン支店」勤務がきまったといっ

ているのが、じかに伝わってくるようにわかった。 

 いま、まだ見たこともない、遠い国に旅立とうとしている一人の青年

に、私は、心からの拍手をおくっている。声を限りに「先生のご本を離

すなよ！」と叫んでいるのである。 

 金沢の地で「正法」の縁にふれた「一人の青年」が、彼の念願の通り、

イギリスにおいて、高橋信次先生が叫ばれた「法」を叫ぼうとしている

のだ。 

 かつて、光の大指導霊、アピアが、法を説かれたかの地に、幾千年の

ときを経て、やがて金沢から「法」が伝えられてゆこうとしている。 

 彼の健康を祈ってやまない。 
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【思いやり】1983-05 月 

 

 雪の降る日曜日の午後、突然一組の若い夫婦が富山から訪ねてこられ

た。予定を急きょ変更してお目にかかった。いきなり、ご主人は、「昨

年の十二月に結婚してすぐ別れたんだけど、去年の暮から、その別れた

女性が、約束してきた人ではないかと気になって、誰に相談しても、自

分の心に落ちる答を教えてくれる人がいないので、やってきた。」とい

うのである。だまって聞いていると、次々と「前の妻が、別れた妻が－。」

と出てくるのである。 

 どうしたんだろうか。横にいるこの女性は、この男性にとって何にな

るのかしら、どうも、奥さんのようだがなあーと、私は、とっさに彼の

前後の事情がのみこめなかった。彼は、富山県で、農業をしている青年

で、五十一年頃に、二回位見えられ、その後は全くお姿を拝見しなくな

っていた。五十六年の六月頃か、夜突然友人と二人で、久しぶりに訪ね

てこられた。そのときお二人のお話をお伺いしていると、正法の「法」

が充分わかっておられないように思われたので、「先ず、神理を充分学

ぶことが大切ですから、先生のご著書の「心の発見」を、神理、科学、

現証篇の順で、毎日、最低五頁は読むといった風に計画をたて、少なく

とも、十回は読んで下さい。それでないと、先生のお説きになっておら

れることが、仲々つかみにくいと思いますがー」といって、別れてから

久しぶりの、来訪であった。きっとこの様子では、先生のご本は、まだ

一回も読んでおらないのではないかと思われた。残念ながら、五十一年

頃に初めてお目にかかったときと、少しも変っておられないのである。 

 私は、そのかたわらの女性が誰なのか、先ずたずねてみた。「二度目

の妻だ」というのである。前の女性と別れて翌年、つまり昨五十七年の

七月に、再婚したというのである。 

 「前の妻と別れるんではなかったのじゃないか」という旦那も旦那だ

が、この奥方も、一向に気にかける風もなく、大人なのである。この奥

方も「少し位つらいことがあっても、辛抱すればやがては自分のものに

なるから－」とおっしゃるのである。似た者夫婦という諺があるが、私

は少なからず驚いた。普通だったら「何言っているの、失礼しちゃうわ

ね、ハイサヨウナラ！」といった処だろうに、どうしたんだろうか。私

は、この三十五才の旦那様を見ていて気の毒になってしまった。自分の

ことばかりに、気を取られてしまって、新妻に対する思いやりは、かけ

らもないのである。この青年旦那様は、立山の頂上に心をうばわれてし

まって、立山に行くためには、一歩一歩、汗を流して歩くことを、お忘
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れになっておられるのである。 

 だから、新妻に対しては、みじんも悪気はないのである。私たちも、

日々の一秒一秒の思い、行いの中で、案外とこの青年のように、自分の

ことだけで、心が一杯になり、周囲の人々に対する配慮が欠けることは、

ないだろうか。自分さえ善ければ後はどうでもよい、相手が、どう思っ

ていようとも、自分の心の中に一杯に詰まった思いを、一方的に、しゃ

べりまくる、といった自己中心の行動をとっていないだろうか。一秒一

秒の思いや行いの中で、「これは正しいんだろうか」と、常に心に問い

かけて、生きている人は、自分を生かし、また、周囲の人をも生かせら

れる。その、自分の心にむけての問いかけを忘れた瞬間、五官にあやつ

られた自分に、変身してしまう。そのとき、心の眼は、肉の眼に変わり、

すべてが、肉にふりまわされてしまう。止観こそ心の杖である。 

 「人のふり見て、我がふりなおせ」とは、思うに、心行を教えたもの

かもしれない。 
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【師への感謝の道】1983-06 月 

 

 来る六月二十五日は、高橋信次先生がご昇天された日である。昭和五

十一年から既に八年の才月が流れようとしている。先生の短い今生のご

計画の中に、特に金沢を選び、法を説いて下さることを組込んでいただ

いたことは、誠に有難い、有難いことであった。当時は、来年もまた来

て下さるだろうといった、全く安易な考え方をしていた。然し、金沢へ

来ていただいた、一周年の七月六日を目前にして、急がれるようにして、

お帰りになられてしまった。先生から、何回も何回も、法を中心に生き

ることを教はっていたにもかかわらず、当時は、忘然自失、なすところ

もないまま、ただただ、悲しくて悲しくて、くる日もくる日も、涙にむ

せんだのであった。 

 自分の肉親の別れのときよりも、比較できない程、悲嘆にくれ、ガッ

クリと気落ちしてしまった。あとから思ったことであったが、当時は、

多分に、先生に対する他力的な感情と、肉にとらわれたための、悲しみ

であった。自分の感情にのみ押し流されて、帰ってゆかれる先生のお心

の中を、少しも、思って見たこともなかった愚かな状態であった。 

 先生は、多くの聴衆を眺められ、「初めての講演会としては、大盛況

で、今後の伝導活動にとって大きな転機となることでしょう。しかし、

この中でほんとうにわかる人は、ひと握りの人でしょう」とおっしゃら

れました。 

 この中の何人の人が、神の心を己の心に、深く落とし、実践してゆく

であろうかと、思はれたときの先生のお心のうちと、多くの罪人（つみ

びと）たちのために、祈られたであろうことを思うと、胸がこみあげて

くるのである。 

 かつて、イスラエルにおける、イエス様も、やはり、そうではなかっ

ただろうか。 

 

 「ガラリヤ湖の周辺に集った、多くの群集に対して、舟の上から、イ

エス様は説かれた。 

 

 お聞きなさい。農夫が種まきに出た。ところで、路ばたに落ちた種は、

すぐに鳥に食べられてしまった。土のうすくかぶった岩地の上に落ちた

種は、萌え出るには出たが、日に焼かれてすぐに枯れてしまった。いば

らの中に落ちた種は、生え出たけれども、いばらの成長が早いので、そ

のためにふさがれて、実を結ばなかった。しかし、良き地に落ちた種は、
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生え出て茂り、実を結ぶこと、あるいは三十倍、あるいは六十倍、ある

いは百倍した───。 

 神の国は、種を地にまくようなもので、寝たり起きたりして日を過ご

すうちに、まかれた種は、生え出て育つ。まいた当人の知らない間に、

自然に生えてくるのだ。初めには、苗がのび、次に穂ができ、それから

穂の中に穀が実る。みのりさえすれば、すぐに鎌を入れて収穫するのだ」 

 

 種をまかれた土地は、聴く人々の心である。その心が、がんこだと、

踏み固めた道路のようなもので、いくら種が落ちても発芽しない。次に、

少しは法を聴こうという心があっても、それが好奇心や知識欲や利益心

であって、一皮下には「己」というものを、がんこに守り通している者

は、岩の上に、うすい表土のかぶさった土地のごときものである。たと

え、発芽はしても、根を深く張っていないから、少し炎天にあえばすぐ

に枯死する。 

 法を聴いて、早わかりがして「ああわかった。がんばります」「命の

かぎり人々に叫んでゆきます」「ただ、もう感激で一杯です。縁生の友

たちと手に手をたずさえて、がんばります」とか軽々しい感傷にふけっ

ている者は、月日がたったり、少しのかんなんにあえば、ただちに法を

捨ててしまう。 

 ことに他から、この法のために、かんなんや迫害がきそうになれば、

急いで転向してしまう。彼らは、自分の利益とか、慰めとか、要するに

自分本位で救われる道を求めていたにすぎないからである。それから、

いわゆる人間味の比較的豊かな、人生の各方面に対して興味と感受性を

もっている人の心は、やぶかくさむらのようなものである。土があるか

ら何でもよく生える。 

 法もその人の心に発芽してある所までは成育するようには見える。し

かし、他の人間的欲望、この世的な快楽の欲求なども、同時によく発芽

し成長する。そして、自然の成長に放任しておけば、やがては、切角伸

びかけた法の芽も、物に執着する欲望に消されてしまう。その人はこの

世的な人間のまま終ってゆく。 

 「まいた種がいつ生えていつ育つか、それは種まきの農夫の知るとこ

ろではない。まいた種のそばにじっとついていて、その発芽成育を見届

けるような農夫はいない。彼らは、まいた種を土地にゆだねて、安心し

て眠り、また起きる。そのうちに、いつのまにか、芽が出て茎がのびる

のである。法を説くものは、その結果についてやきもきすることはない。

育てるのは一人一人の人の心であり、神のなさるみわざである」 
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              ・・・矢内原忠雄著「イエス」伝から 

 

 かつてのイエス様も、今生の先生も、汚れきった衆生の心を歎かれな

がら、しかし、それにとらわれることなく、ただ神のみ心のままに、黙々

と、日夜、肉体をいやされることも惜しまれて、法を説かれ、ご自分の

ご使命を確認しつつ、果されてゆかれたのではなかろうかと、ご推察申

しあげるのである。 

 この地に、先生がきて下さったことは、どれだけ、深いお心で、この

地の衆生に慈悲と愛の光をお与え下さったことであろうか。 

 約二カ月も前から、この地に意識を向けて下さっておられたことは、

既に早くから、悪霊たちが一斉にさわぎ出したことでもあきらかである。

当時、あらためて先生が偉大な方であることを深く思ったのであった。 

 七月六日は、先生がお悟りになられた記念すべき日であり、この重大

な日を特に私たちにお与え下さった、先生の深遠なお心を、私たちは、

生涯をかけて少しでも深くわからせていただける努力を積みあげてい

かねばならないと思う。 

 先生がお出になられた二日間は、天上の意識がすべて、この地金沢に

集中され、光にみたされた。いま生を受けている人も、既に亡くなられ

た魂たちも、多く救われていった。過去、幾千年のときをさかのぼろう

とも、このような偉大な光の大指導霊が、この地にこられたことはなか

ったにちがいない。 

 また、これから先にも、再びないことであろう。 

 私たちの、肉体先祖たちは、気の遠くなるような古から、この日のた

めに、ただただ、鋭々として、たゆまざる調和への努力を積み重ねてき

た。約束された愛する子孫たちがこの栄光の日に出会うために───。 

 私たちは、永年の間、血と汗を流してきたこれら多くの肉体先祖たち

の代表として、お目にかかる晴れの重大責任を全うすることができた。

今日まで、私たちの礎（いしずえ）となってこられた多くの魂たちに対

して、心深く感謝の誠を捧げるとともに、より己にきびしい自己確立へ

の精進の道を歩みつつ、この法悦を一人でも多くの人々に叫んでゆくこ

とこそ、この方々に対する真の供養ともなるのである。 

 これから先、命のある限り、この偉大な光を消すことなく、益々明る

く、愈々、高々とかかげてゆくことが、私たちに課せられた道であり、

神に対し、師に対する報恩感謝への道でもあると確信するものである。 
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【感謝】1983-07 月 

 感謝の少ない自分を、何とかして、深く感謝できるような自分にした

いと思い、いろいろと努力してきた。 

 道路に落ちている、煙草の空箱やすいがらを始め、ジュースの空かん、

健康飲料の空びん、釘、ガラスの破片、大きな角材に至るまでを拾い集

めたり、公共地の草むしり、清掃、会社や家庭の便所掃除等をやり、少

しでも、感謝ということが心、でわかる人間になりたいと思った。 

 先ず、人の視線、思いを気にしては、仲々やれない。一寸した勇気の

いることがわかった。だんだんと続けてゆくうちに、真黒だった板の間

が、雑巾がけをするごとに、自分の顔がうつるようになったり、道路や

便器に対する愛情がでてくるようになった。汚さないように、使わせて

もらおうといった、自分中心から一歩踏み出した、思いやる心が湧いて

くるようになった。ものいはぬ道路であり、汚物を受け止める便器では

あるが、いつとはなしに掃除をし乍ら、語りあうようになり、暖かい愛

情が交流するようになってきた。 

 しかし、まだまだ心から深く感謝できるようには、なっていかない。

頭ではわかっていても、心からの感謝は湧きあがってこないのである。 

 そのうち、まがりなりに、少しずつではあるが、母の反省をしていっ

た。 

 永年の間、母からいただいたものを、思い出してゆくうちに、涙があ

ふれ、どうすることもできなくなってしまった。 

 つぎのあたった、かすりの着物を着た母の姿が眼の前に飛び出てきた。 

 朝早くから、夜おそくまで、田圃へいって働いていた母、ときどき、

過労で何も食べないで横になっていた母、朝から、寝るまで、ガミガミ

父に叱られ、オロオロしていた母。 

 雪の降る季節は、火の気のない処で、朝早くから、夜おそくまで、ガ

チャン、ガチャンと機械で漁網をすく、賃仕事をしていた母、その指先

は、ひび割れと油とこうやくとで真黒になっていた。 

 すいた網を、大きな木綿の風呂敷に包み、背中に背負い、隣村の工場

まで持ってゆき、駄賃をもらって嬉しそうな顔をしていた母、歯がうづ

く、お腹がいたい、熱が出た、耳が痛いといって、夜通し看病をしても

らった母、軍隊に入隊した新兵の頃、上野射撃場にゆく途中の、お醤油

屋さんの前に、いつもたって待ってくれていた母、いつ通るかもしれな

い息子を、毎日、毎日あてもなく待っていてくれた母、おなかをすかし

ているだろうと思ってか、手に風呂敷包みをさげてたっていた母、一言

も言葉をかけることもできないのに、食べ物を渡すこともできないのに、
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───眼で、「元気かー。身体をこわすなー。」励ましてくれていた母。

母。母。 

 八十四年間生きた我が母に、どんな悦びがあったというのだろうか。 

 お前は、何をしてあげたというのか。愚かにも親不幸ばかりしていた

自分。 

 母から、いただいた限りない愛情は、ひからびた私の心に、法雨とと

もによみがえってきた。申し訳なかったという心からのザンゲによって、

心にうるおいが出てきた。 

 心の中に眠っていた、偉大な我が母の愛は、私の心の奥底から、仏心

をめざめさせてくれた。 

 幼いときから、自分は食べないで、私に与えてくれた母、それをよい

ことに、まだ欲しい、まだ、まだ足りないといってせがみ、我侭一杯に

育った自分、当然、親からいただいたものへの悦び、感謝があろうはず

もなかった。 

 母に対し、父に対して悦びの心をもてないのに、他人に対し、ものに

対して悦びがもてる筈もなかった。当然、感謝のない人間であった。 

 いまは、もうこの世に母は、おられないので、ご恩返しはできないが、

せめて、残されたこれからの人生の中で、出逢う人々に、先生から教わ

った偉大な教えを、お伝えしよう。 

 苦しめる人、悩める人、迷えるこの地の人々に、先生が叫ばれた「法」

を、悦びをお伝えしてゆこうと思っている。 

 私が、小さな実践の中から知ることができたこの悦びを、神に対し、

先生に対し、母に対し、父に対し、捧げたい。 
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【思い】1983-08 月 

 

 あの青空のような、広い広い心になりたいな。 

 いつも、いつも、己が己が、己こそ己こそと、牙をむきだしにして、

かみついている。おろかな姿。 

 一言も、しゃべらなくとも、だまっただけでも、あたたかい心の伝わ

る、心の持主になりたいな。 

 しゃべりすぎるんじゃないか、もっともっと、だまった時間を、もっ

た方がいいんじゃないかな。 

 あの、青空のように、だまって、あたたかく、つつみこんでくれる。

だきしめてあげられる、心の持主になりたいな。 

 欲望を乗り越えられる、心の持ち主になりたいな。 

 すべてが、神の光のままの、美しい姿となって見えるだろうな。 

 神は、大きい、広い、あたたかい、心を下さったのに、どうして、小

さい、小さい心にしてしまったんだろうか。 

 神は、地球を始めとした、多くの星雲と、そこに住む魂たちの喜び、

悲しみ、怒り、争いをじっとだまって見ておられる、皆神の子だから、

やがて気付くであろうと、ひたすら信じて待っておられる。 

 一人の人を、言い負かしたり力づくで、勝って見たって、むなしいで

はないか。それよりも、広い心で、あたたかい心で聞いてあげる、見守

ってあげる。じっと待ってあげることがどんなに嬉しいことか。 

 北国からの───。北海道の富良野の雪景色を見て美しいほんとうに

美しいと思った。 

 そこに住む人たちは、多くを語らずとも、ときには大声で歌って叫ん

ではいるが、心の奥底で、ガッチリとつながりあっている。心のつなが

りのあるのを見た。 

 女はきびしいあの自然に立ち向うことのおそろしいことを、いやとい

うほど知っているが故に、男に対し一歩控えて、つつましく、せんさい

なあたたかい、明るい、役割を見せている。 

 きびしいことを、きびしい中に、神の子の姿が見出せる。きびしいも

のから逃げてはならない。 

 きびしいものは、己の心を、あの冬景色のように、ひらひらと舞い落

ちる雪片のように、また押しだまったまま、吹雪にヒューヒューと泣い

ている、枯れ枯れの木々のように、美しくしてくれる。浄化してくれる

きびしい中でこそ、涙を流すこともできる。 

 人のあたたかい行為に、心に感激することもできる。 
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 自分も人に負けずに、善なる行いをせねばと、神なる心がもえあがる。 

 天上の世界から、この北陸を眺めた、たたずまいは、あの北国からの

───。北海道のように美しかったのだろう。 

 小さい頃の北陸の雪は、冬はいまの北海道のようであった。 
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【自分を知る】1983-09 月 

 

 私たちは、自分の顔や背中などを見ることはできません。まして、真

の自分自身を、知ることは仲々、むずかしいことだと思います。 

 私が、先生に初めてお目にかかることができましたのは、昭和五十年

三月九日でございました。そのとき、先生がお話をしていただいたお言

葉の中で、いつまでも、心にひっかかった、ひとことがございました。

それは、「あなたは、人に対してきびしいですね。」といわれたことで

ございます。 

 私は、それまでの五十年の人生の間、他人からこんなことを注意され

たことは一度もございませんでした。ですから、非常にびっくりしてし

まいました。でも内心、自分ほど、他人を思いやってきた者はいない。

どう考えても、自分ほど、やさしい者はいないと、自信をもって今日ま

できたのに、どうも先生の見方は違うな、と思いました。 

 しかし、そのお言葉は、いつまでたっても私の心の中に強く浮かんで

くるのでした。「あなたは、きびしいね。きびしいね。きびしい。きび

しい。………。」と。 

 それから、何年もたって、自分という人間は、憎長慢で、自分こそ正

しい、自分こそ、自分こそというものを、一杯もった、どうにもならな

い愚者（おろかもの）であることが、除々にわかりかけてきました。 

 身体中から、一度に冷汗が吹き出したときのようなショックを受け、

人前へ出られないような恥ずかしさに、いたたまれなくなりました。自

我我欲のままに、いつも自分の周辺にいる人に対して、表面はとりつく

ろいながら、心の中では、自己流の正しいという、物差しで裁いてきた

自分でした。その思いと行ないは、単に、きびしいというものだけでは

なく、いかり、ぐち、ねたみ、そしり、悪口、足ることを知らぬ欲望、

情欲等々、この世の中にある、ありとあらゆる不調和な、毒をまいてき

た、諸悪の根源のような自分でありました。 

 目をおおいかくしても、忘れようとしても、益々鮮明に自分のみにく

い姿が浮き出てくるのです。身体中に石けんをぬりたくって、ゴシゴシ

洗い流せるものなら流したい。今世は、何という愚かにも心を汚（よご）

したのだろう、もう過ぎ去った人生は、二度と戻ってはこない。私は、

自分が、永い年月の一秒一秒の過程において、沢山の人に投げつけてき

た、痛みを、いま一度に自分の身体に受けたような想いで、のたうちま

わりながら、苦しみました。 

 神に、この人生において出逢う、一人一人の人に対し、心をこめた慈
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悲と愛の心で、足を洗わさせていただく修業を、やらせていただきます

と、誓った筈なのに、神との約束を破ってきた自分でした。神が、おは

からい下さった、そのとき、そのときの師ともなる人々に対し、許され

ることのない、あやまちをつくってきたのでした。そのために、心は大

きくゆがみ、まわりの人々からの、あたたかい思いやりも、受けとるこ

とができませんでした。人からの言葉は、いつもひねくって聞き、自己

中心の眼鏡で、人を眺め、批判し、これでもか、これでもかと、相手の

心をえぐるようなきびしい言葉を投げつけてきたのでした。先生ならず

とも、私のこの五十年の人生で、どれだけの多くの方々が、傷つき、毒

を飲み、愚かな私に、顔をしかめ、憎み、恨んでおられたことでしょう

か。 

 私は、短い人生の最後の土壇場（どたんば）に、先生に救っていただ

きました。生きながらにして、地獄に落ちこんでいた私に、先生は、慈

悲と愛のロープを一本下さいました。永年、私は自分の痛み、苦しみと

いうものを知りませんでした。先生からいただいた、この一本のロープ

にすがり、とかく、一服しようとする甘え心にむち打ち乍ら、少しでも

上へはいずりあがろうと努力している今日此頃の自分でございます。 

 先週、ある歯医者さんの待合室で、一輪ざしに、いけてある一本の紫

陽花と出逢いました。その花は、まことに大きく、立派な花と、はち切

れそうな青々とした葉をつけておりました。最初に出逢った日「いまま

でにも、何度か貴方様と出逢ったことがあったかもしれませんが、いま

こうして、お目にかかれることを幸せに思います。貴方様の生命は、あ

と短い生涯かもしれませんが、神と約束された通り、命のつづく限り咲

きつづけて下さい。美しく、しかもおごることなく、自分を知りつつ、

自分を生かしつづけておられる貴方様によって、私を始め、ここにいら

れる多くの人間は、心をいやされることでしょう。ありがとうございま

す。」と語りかけたところ、その紫陽花は「ありがとうございます。私

は幸せでございます。」といわんばかりに、この世では、見ることもで

きない、美しい、絶えなる神の光にみたされた姿を見せて下さいました。

自分というものを知らないのは、人間だけだと、しみじみと思ったので

した。今週もまだ、この紫陽花と語りあうことができるか、どうかわか

りませんが、しみじみと、神は、私たちの一秒一秒のときの中で、実に、

こまやかに、精妙に、神の子たちが心豊かに生きられるように、思いや

って下さっておられることを思います。私たちは、この偉大なはからい

に感謝しながら、一秒一秒過ぎてゆく思いと行いの中で、神のときをも

つ精進を積みあげてゆかねばならないのではないでしょうか。 
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 神は、一本の草花を通し、一個の石を通じて語りかけ、導いておられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

【正しい規準】1983-10月 

 

 日曜日の午後のひととき、ボンヤリとテレビを見ていると、その番組

の中に一人の宗教人が出てこられた。そのとき、まちがった他力信仰は、

何故その人の心を汚し、その周辺を暗くするのであろうかと思った。 

 「それは、正しい規準からはずれているからだよ」と、即座に答がか

えってきた。いかり、ぐち、悪口、ねたみ、そしり、むさぼり、情欲等々

の、煩悩のままに生きていると、心が汚れてしまうことは、正法を学修

する者ならば誰でも知っていることである。 

 先生のご著書「心の指針」の四九頁に次のように教えられている。 

 「見えない世界への憧れ、それを知ろうとして昔から、さまざまな行

を求め、あるいは信仰に入って行く者が多いようです。たとえば、山中

に入って厳しい肉体行をする。神社、仏閣で祝詞（のりと）をあげたり、

経文を読誦（どくじゅ）したりする・・・・。 

 信仰に対する心の働きは、病気、貧乏、家庭的な悩みなどから他力信

仰にはいる者もあれば、霊能力を身につけ、人びとにその力を与えてゆ

きたいとする者もいましよう。現代宗教の多くは、その目的も動機も、

人間の欲望を満たそうとして生まれてきたといってもいいでしょう。 

 つまり現代宗教のほとんどは、現象利益という欲望を軸にして動いて

いるからです。行者の末路の多くが哀れをとどめ、あの世の生活にはま

ず十人が十人、地獄で苦役にあえいでいる事実を知るならば、信仰の誤

りほど恐ろしいものはないといえましょう」 

 

 これまで、何回も読まさせていただいたのであるが、深く心から理解

をしていなかったことがわかった。 

 月刊「ほくりく」六月号の、「他力の誤り」の中でも先生は、「人間

の心をかえるものは、『理解と行為』である」と教えておられるが、私

は深く理解しようとする努力と、実践ができていなかった。先生の教え

を、ただ頭の中へつめこんでいるような、理解の仕方であった愚かさに、

やっと気付かせていただいたのであった。 

 それは、肉体を持った自分を中心に、思い、行ってきたからであった。

魂として、霊として、真の己として、神とコンタクトしている「心」を

中心に、一秒一秒、生きていく実践、努力が、できていなかったからで

ある。 

 『いまの自分は、何もわからなくても、真の己は、きちっと、正しい、

正しくないことを知っているのである。』 
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 正しい生活をしていれば、心はなごみ、晴れ晴れとして、自然と、神

に対する感謝の言葉が口をついて出てくる。心からの悦びは、ふつふつ

とあふれ、その悦びを何か行為としての奉仕をしないではおられなくな

るのである。 

 大自然が示している、偏らない、中道の生活を目指すことは、即、神

の心に、調和しようとすることである。そのとき、その調和の度合いに

よって、神の光にみたされるのである。だから、心が明るくなり、感動

し、悦びがあふれ、仏心が萌え出るのである。 

 神は、太陽の熱や光と同じように、神の光も、すべてに平等に、たえ

まなく、限りなく、与えつづけておられる。しかし、素直でない自分が、

怒り、ぐち、ねたみ、そしり、悪口、むさぼり、情欲等の、自我によっ

て、心を汚（よご）し、神の光をいただけなくしてしまうのである。だ

から、その周辺は当然暗くなり、その波動は暗い世界に通じ、益々苦し

くなっていくのである。 

 一秒一秒、法によった明るい心で、明るい笑顔で、生きることがどれ

だけ有難いことか、今生だけの幸せだけでなく、永遠の幸せへとつなが

ってゆくのである。 

 法によった明るい心をつくる道とは、 

 『自らの眼に映る不調和な諸現象を制し、自らの耳に入る雑音を制し、

自分の都合ばかりを語る言葉を押さえ、臭覚、味覚のおごりを制し、一

切の執着を断ち、足ることを知ったならば、人生航路の荒波は柔らぎ、

安らぎのある光明に満たされた大海のなかに調和されて行くことだろ

う』（心の原点・一六○頁から） 

 

 一秒、一秒のときを、自らに打ち克つことこそ、神の子、人間として

の正しい道であると、先生は教えておられる。 

 正しい規準を大切にして、一日一日と真の己へと脱皮するよう、不断

の精進を積みあげたい。 
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【しあわせの道】1983-11月 

 

 人間は、誰もが「しあわせ」になりたいと願っています。精神的にも、

物質的にも、誰よりもより「しあわせ」になりたいと努力しています。

物質的な「しあわせ」とは、名誉・地位・財産・お金に恵まれた環境で

ありましょう。また精神的な「しあわせ」とは、心に安らぎのある生活

ということになると思います。 

 物質的な「しあわせ」は、どんな人でもそれぞれ努力していますが、

精神的な「しあわせ」への道は、哲学的に、思想的に、それぞれ思い思

いの道をたどっているようです。そして、自分がいま信じている道こそ

は、正しい道であり、心が救われる「やすらぎ」への道であると信じて

います。その道は、先祖代々から言い伝えられた信仰であり、また、あ

るとき自分が心から感動し、ふれた道であります。人間は一度その道に

踏み込んでしまうと、心の底からその道を信じ酔いしれてしまい、狂

信・盲信的になりがちであります。先祖代々からの道であると、なおさ

ら理屈ぬきでそのまま信じてしまい、根本的に疑問をもって見直そうと

はしません。頭から信じこんでしまうか、それとも深く究める必要のな

い特別な分野のようにふれずじまいの人が多いようであります。 

 世界中に、多くの道があるがどれを選ぶかは自由であり、どの道が一

番正しい道なのかはどこにも示されていません。国によっては、自由に

選ぶことのできない国もあります。かつての日本にもそういう時代があ

りました。 

 人間の正しい道とは、大自然の姿の中に神が示されておられます。太

陽は一秒間に二百万トンからの石炭を燃やしたと同じような熱と光の

エネルギーを、全宇宙にむけて無償で与え続けています。これこそが、

神の慈悲の姿であります。 

 また、太陽を中心に、多くの惑星が整然とそれぞれの軌道を自転公転

しながら循環しつづけています。いっときも休むことなくまわりつづけ

ています。万生万物すべてが循環しています。このような、大きな「は

からい」の中に我々人間は、一秒一秒を生かさせていただいているので

あります。このような「はからい」については、誰一人として正しい理

解をもってはいませんでした。お釈迦様やイエス様の説かれた正しい道

も、二千年以上もたった今日、既に形式化されてしまい、他力と化して

しまっています。このような「法」の光の消えた末法のとき、昭和二年

九月二十一日に、高橋信次先生という、偉大な光の大指導霊がこの日本

にお出ましになられ、やがて、三十数年のときを経てお悟りになられ、
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我々眼の見えない「めしい」の者に、光明の道を説かれました。私たち

の心に、「法」のともしびをともしていただきました。今生、この「法」

に帰依し、学び、実践することがどれだけ偉大な「宝」であるか、はか

りしれません。私たち正法に生きる者は、救われたのです。あとは、師

の説かれた道のとおり自分が歩く努力をするかどうかにかかっている

だけです。 

 それには、「法」をしっかりと心にきざんで、「法」からはずれない

で一歩一歩たどる一秒一秒の道を、心の眼、心の耳、心の口、心の鼻、

心の身体で、たしかめながらたどる以外ありません。 

 心のふるえるこの悦び、師を想うだけで涙のあふれるこの感動は、永

遠の宝であります。 

 私はいつも、師の説かれた道を、ただただ必至にたどろうとしてもが

いているだけで、少しでも深く師のお心にふれようという努力のたりな

い自分を歎いています。 

 そして、お会いできたこの大きな悦び、偉大なみ教えを学べることの

できたこの感動、それに、汚れきった愚かな者に託された大きな慈愛だ

けでも「しあわせ者」だといって、実践に欠ける己を慰め、自戒してお

ります。 

 自分が努力しつづけただけ自分の眼の前は明るくなりますが、いっと

きは休憩してしまうと再び暗くなり、自分の行く先が闇に閉ざされてし

まいます。自分の歩むさきざきを、明るくする方法はただひとつ「法の

実践」にあるのみであります。 

 この混濁した世に、私たち一人一人が「光」となって、多くの人の前

途を照らしつづけられるならば、こんな「しあわせ」なことはないと思

います。 

 今日、妻から「彼らは、そのなすすべを知らざればなり」という、イ

エス様の大きな愛のお言葉を教えていただきました。すべての人に、こ

れから出会う一人一人の人に、イエス様のこの大きな愛の心をいただい

てお会いしよう、そうしたら、高橋信次先生の大きな大きなお心に一歩

でも近づけることとなるにちがいないと思うのです。 

 道は永遠でありますが、この永遠の道も、この身体を使って努力しな

い限りたどることはできません。あと残された命の日は少ないようです

が、これからはもっともっとしっかりと、むちをあてて休むことなく歩

きつづけたいと思い決心しております。 

 神仏の慈悲と、多くの方々の愛に感謝を捧げて。 
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【1984年分】 

 

【新しい年を迎えて】1984-01月 

 

 太陽は今日も昨日に変ることなく、さんさんとして輝き、光と熱を、

平等に、限りなく、絶え間なく与えつづけています。神は、この熱・光・

電気・磁気・重力という、五つのエネルギーを通じ、私達に、悦びと希

望と勇気を与え、慈悲と愛の魂修業ができるようにお計い下さっていま

す。 

 しかし、私達は、日日生きている中で、悦びで心がはづむときよりも、

不安や苦悩のときの方を長くもってしまいがちです。自分の眼で見、手

でたしかにつかむまで、不安と苦悩に心を波立たせてしまいがちです。 

 神は、私達が必要とするものは、すべて与えておられます。しかし、

私達は少しばかりいただく方法に工夫が足りないのではないでしょう

か。自分の肉の眼でたしかめ、肉の手でふれるものの中にしか、そのい

ま必要なものはない、しあわせはないと思いがちです。しかしそうでは

なく、私達が必要と思ったとき、もう既に神が眼の前に与えておられる

のです。ただ私達の眼に見えないだけです。そして既に与えられている

のに、不安と苦しみの中でもがいているのです。 

 私達の肉の眼・肉の耳・肉の手は、産まれてから今日まで、物質に適

合するように馴らされ、どうしてもこの世を中心に、自分を中心に思っ

たり、見たり、聞いたり、語ったりしてしまいます。他人から悪口をい

われたり、しいたげられたり、おとしいれられたりしますと、すぐその

毒を食べてしまいます。その眼の前の人を、いやな人と瞬間きめつけて

しまい、正しく見る心を失ってしまいます。 

 嫌いな人、好きな人、それは自分にとって都合のよい人、都合の悪い

人となりはしませんでしょうか。 

 いま、自分の眼の前で、自分に対して怒り狂っている人がいたとした

ら、その怒りの波動の渦の外側から冷ややかにその人の心と姿を眺める

ことです。その中に自分を発見できる人は救われたのです。神の大きな

慈愛のこもった計らいを発見することでしょう。 

 このように、いま自分の前にある問題、人、物を通して神はいつも語

りかけておられます。そして、その人、神の子たちが、人間としての正

しい生き方に気付くのを待っておられるのです。いま孤独だと思ってい

る人、自分ほど不幸な者はいないと思っている人、何故いつもいつもこ

んなに苦しいんだろうと思っている人、いま名誉・地位・財産・お金を
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すべてだと思っている人、これらすべての人は皆平等にいま神の大きな

計らいの中に生かしていただいているということであります。 

 あの人が倒産した不幸だ、あの人が若死した不幸だと、よくいわれま

すがそんなことはありません。神は、愛する神の子たちを不幸にされた

り、罰をあてたりは絶対にされません。神はいつも愛する神の子たちに、

悦びと希望と勇気とを限りなく平等に与えつづけておられます。 

 お金があるから、財産が大きいから幸せではないのです。また、お金

がないから、財産がないからといって不幸ではありません。私達は、い

まこそ心の眼を見開いて、いま与えられている中で、一秒一秒の生活を

通し、永遠の宝を堀り起こさねばなりません。その永遠の宝を発見する

道は、先生の説かれた神理（法）を深く理解し、実践することでありま

す。自分にきびしく、きびしく、業を修正し、中道（神の心）に沿った

生活実践をした分だけ、宝を身（心）につけることができるのでありま

す。 

 また、中道から外れた分だけ、心がいたみます。 

 あの太陽のように、暖かく明るい一秒一秒を過ごせるように努力しま

しょう。それが積もり積もって一日となり、一カ月となり、一年となっ

て大きく育ってゆくのです。 

 そうした生き方の中に、自然に心の中から感謝の心と報恩の行いとが

芽生え、実践してゆくうちに、次第に心は豊かに、広く、暖かく成長し、

身も心も軽く、さわやかな人生となってゆくのではないでしょうか。 

 今日の世相は、物欲と情欲とで益々混乱を極めてゆくものと思われま

すが、私達、先生のお教えをいただく者は、心に一杯、神の光をいただ

き、迷える人、苦しめる人たちの道しるべとなられるよう精進してゆこ

うではありませんか。不断の精進によって、我が魂の叫びに心の耳を傾

け、より深く、より高く神の心にめざめることこそ、人間として、幸福

者ではないでしょうか。 

 私達が、いま住むこの地球の文明が、今後どれだけ大きく進歩しよう

が、人間としての、しあわせへの道は、「正法」以外にはないのでござ

います。 

 今年こそ、この地に縁をもって出られた塊たちが、多くめざめられ約

束通りに集まってこられるよう神に祈ります。 

 新しい年を迎え、私達縁につながる同志は、法のもとにますますきづ

なをかため、感謝と悦び一杯で、手に手をたづさえ光の輪を一歩一歩広

げてゆこうではありませんか。 

 



42 

 

 すべての人に神の祝福がありますように 
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【こころ】1984-02月 

 

 今日ほど「こころ」の問われている時代はないのではないでしょうか。 

 「物」が湯水のように溢れる時代を迎えましたが、人の心はみち足り

たでしょうか。 

 「物」が豊かになると、かえって「感謝」が忘れ去られ、「愛」に欠

けるようになってきたように思われてなりません。 

 「こころ」という問題については、テレヒや新聞・雑誌を通じて、政

治家・文化人・経済人・教育家・宗教家等、著名な方々が、口々に「こ

うあるべきだ」「こうしたらよくなる」と述べておられるのを、心静か

に聞いていますと、どうもそのご意見は、その方の生まれてから今日ま

でのご体験や読まれたご本による知識等が殆どのように感じられます。

かといってそれがみんな違っているということではありませんが、しか

しそこには、一貫した不偏の規律が抜けているように思えてならないの

です。 

 死後の未来に悦びを求めるのではなく、今、日々のきびしい苦悩の中

に悦びを発見するのではなくて、この地上界に生をいただいた価値がな

いのではないでしょうか。 

 私たちは、毎日毎日が、経済的に、精神的にきびしく苦しいがために、

つい、白雪におおわれた遠山の連なりを見ることもなく、それに続く無

限に広がっている大空を見上げることもしないで、暗くうちひしがれた

心で自分の足許ばかり見つめてしまいがちです。また、毎日毎日、名誉・

地位・財産・お金という無常なものをすべて自分がつかんでいると錯覚

して、その安楽という中に埋没して生きている人もありましょう。 

 その人達は、今の自分の肉の目で見え、肉の手でしっかりとつかんで

いるものが、この世のすべてであり永遠につかんでいられると思いこん

で、その他には何もない、何もすがるものはないんだと信じ切っている

ようであります。 

 とかく私たちは、自分を中心に他を眺め、比較する癖を持っておりま

す。自分を中心に、金沢を中心に、北陸を中心に、日本を中心にという

ふうに、せまい視野で外を見がちであります。しかし、地球も、無限に

広がっている大宇宙の中に小さく小さく漂う一惑星にしかすぎません。

その中に四十数億人という人間が、国境がどうの、地下資源がどうの、

漁業権がどうの、はては敵味方にわかれ防衛という殺人手段まで考え、

自己を守るために苦心さんたんしています。 

 いまは粉雪が舞い、地上のすべてが白雪におおわれ、何もかも見えな
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くなり、太陽も厚い雲にさえぎられ、その姿を見ることもできません。 

 しかし、雪の下の大地には、やがて近づく春の足音にこたえ、草の芽

や木の芽が一斉に萌え出る準備をしております。厚い雲のうえでは太陽

は変ることなくさんさんとして輝いております。あと一ケ月もすれば冬

も過ぎて春がめぐってきます。花が咲き乱れるのも一瞬のうちに散り、

新緑を迎え、太陽と水によってはぐくまれ、いつしか実りの秋のたたず

まいへと変容してゆきます。そして、木枯らしとともに、再び冬が舞い

戻ってきます。一年の四季はこうして折目正しく厳然とした姿を私達の

眼前に展開してくれています。 

 太陽は、どこの国の人にも、どんな思いをしている人にも、どんな行

いをしている人にも、無償で熱と光とを限りなく、平等に与えつづけて

います。そして永遠に輝きつづけ、私達に希望と勇気と悦びとを与えて

います。 

 空気は地表に片寄ることなく、霧散せず、一定不変のもとに私達を生

かしつづけています。 

 

 この大宇宙は、広大でしかも無限の万生万物の母体であり、すべてが

いささかの狂いもない運行をしています。 

 また生物にとっては欠くことの出来ないものに水がありますが、水は、

気体・液体・固体の三相によって循環をしており、地球上の水は不増不

滅であります。そのうえ、高い所から低い所へと流れる習性をもち、ど

んな形の容器にも、素直に従う順応性をもっております。 

 このような大自然の姿こそ、神仏の慈悲と愛でなくてなんでありまし

ょう。 

 一本の名もない草花を見ても私達の心はなごみ、すさんだ心もいやさ

れます。 

 何故でしょうか。 

 それは花には人間のように欲望がないからです。一人の人間も見てく

れないような、深山に咲く草花も、多くの人に見て欲しいとか、もっと

さんさんと日光の当る場所へ出て咲きたいとかいった欲望を何ひとつ

もつこともなく、いま与えられた短いひとときをただ黙々と与えられた

環境の中で、明日という日を考えないで、いまの一瞬一瞬を悦び一杯で

咲き誇っているからこそ、人の心を打つのだと思います。 

 こうした姿を通じて、私達人間は、先づいま生かされている。大自然

によって生かされている。周囲の人々によって生かされているという事

実を認識すべきではないでしょうか。 
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 その認識のもとに、私達も周囲の人達を生かす努力を惜しんではなら

ない、他を生かすことに悦びがあることに気付く筈です。また、大自然

の計らいや恵みに対して心からの感謝をし、自分もまた大自然のように

無所得で周囲の人々に対して奉仕の誠を捧げる報恩の行為をしなくて

は、心にやすらぎがなくなるのではないでしょうか。人間本来の魂の叫

びに素直に従って実践することが大切であります。先生は、素直さにつ

いて次のように教えておられます。 

 「ただ素直になる、その想いがあなたの心を洗う。そのとき心は天上

界の仲間と同じものとなる」 

 私達は、もっと大自然の厳正さ、素直さ、寛容性に目をむけ、自分の

心の欠点を修正し、大自然の姿に適うような精進をするためにこの地上

界に生をいただいたのではないでしょうか。 

 一人一人の人間が、大自然と密接につながっていることに深く気付く

べきであると思います。大自然を否定しては、私達は生きてゆくことは

できません。大自然にさからって生きてゆくことができないことは誰も

が承知していることでありますが、大自然の中に私達人間が生きてゆく

うえに最も大切な、正しい心の規準が示されていることには気付いては

いませんでした。 

 しかし、かつてゴーダマ・ブッダもイエス・キリストも同様に大自然

の法則を人間も正しい心の法則として生きてゆくことを説かれたので

した。その道は、人間が智識として考えたもの即ち思想ではなく、永遠

に不変の法則即ち神の心であります。 

 大宇宙の中に生かされるものはすべて大宇宙の法（神の心=神理）に

かなった生き方をしなければなりません。その生きる規準こそが人間の

生きる正しい規準でもあります。この規準によって人類がすべて生きた

ならば神の心を心として生きることになるわけであります。したがって

地球の人々は相争うこともなく、食糧危機に瀕することもなく、夫れ夫

れの立場で大調和のもと、しあわせに生きられるのであります。 

 高橋信次先生は、ゴーダマ・ブッダとイエス・キリストが説かれた教

えの原点にもどれと強く叫ばれたのであります。 

 いまや法不在の末法の世状であります。真の人間としての生きる法

（神理）を学ばなくては、人間として終生正しく生きることもできない

し、しあわせにもなれる筈もありません。したがって混濁した世相も正

しく清らかで、美しい姿にかえることもないでしょう。このままの状態

が続いてゆけば、やがて人類は破滅することになることは必定といえま

しょう。 
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 いまこそ、「心ある人」は、心の眼を見開いて真の正しさに目覚め、

法を学び、手に手をとりあって実践してゆくことの悦びに出会って下さ

い。それこそが「永遠に変わることのない名誉・地位・財産を自分の心

にたくわえる道」であります。 

 神の光が、この地の隅々にみたされますように。 
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【仏縁】1984-03月、4月 

 

 高橋信次先生には、地球創世期と今世で二度この地上界に肉体をもた

れたとお聞きしました。三億六千五百(万)年振りという人智では、計り

しれない時を経て、お出ましになられた偉大な光の大指導霊に、この地

上界でお目にかかれたことや、説かれた法を学ぶことのできることがど

んなに有難いことか、筆舌ではいい現わすことのできない大きな大きな

悦びであります。 

 光の大指導霊がお出ましになられるときは、いつの時も、多くの高弟

を伴って出ておられますが、今生もやはりそうであったことと思います。

しかし、そのうち何人のお方がお約束通りにお目にかかることができ、

その使命を果されたことでしょうか。その当時お聞きした処によれば、

我が国の経済界においても著名な方で、そういった使命をもって出てお

られるが、いまだにふれてきていないということでした。 

 そのうちのお一人の方は、世界的にも有名な方で、現代の経営の神様

とまで讃えられている方であります。先生は、この方は、イスラエル時

代、イエス・キリストの十二使徒の一人であり、今生は、法を説く光の

大指導霊の経済的な援助と正法を流布する環境を提出する諸天善神と

しての使命を持たれている方であるとおっしゃっておられました。 

 先生は、この方の会社を二度もお訪ねになられ、その方の魂をゆさぶ

り、その使命を想い起こさせようとなさいましたが、会社の厚い組織に

阻（はば）まれ、ついに会われることはできませんでした。このことは

昭和五十年七月六日、金沢講演会が開かれる直前に先生からお伺いした

ことでありますが、いつまでもそのことが私の心の中で呼びさまされ、

「お前がそれを果すんだ」という叫びが、日が経つにつれて高まってい

くのでした。（後日、私はそのお方をお訪ねいたしました。そのことに

ついてはまた別にお話し申しあげる機会があろうかと思います。） 

 先生が、お忙しい中を二回までもわざわざ足を運ばれたのに、どこか

の宗教家のように扱われ、その機会がなかったことは誠に残念なことで

あり、とりわけ先生のその方に対する深い愛情を思うとき胸が熱くなる

のでした。その経済人が、お一人だけでも先生の法に帰依しておられた

ら今生の法の伝導も、もっともっと拡がっていったにちがいないと思い、

悔やまれてなりません。 

 このような偉大な魂でさえも、この地上界に肉体を持ってしまうと、

その環境に支配されて仲々法に帰依することは勿論のこと、わけて光の

大指導霊に直接お会いできることは全く難しいことのようであります。 
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 先生の御著書の「人間釈迦」における、ウパテッサとコリーターのお

二人の方が、ブッダに今生も、前生も帰依された仏縁は、拝読した私達

も感動いたしました。 

 「人は誰しも転生輪廻の体験をつみ、永遠の生命だということを知る

がよかろう。実在の意識界と物質的現象界を転生し、今、人びとはここ

に在る。心を失った現象界の中で、人びとは自ら選んだその環境で自ら

の魂の新しい体験を学んでいる。人は皆盲目の人生を送りながらも、そ

の体験を通して、豊かな心と調和された社会をつくる内在された目的を

持って毎日をすごしているが、ブッダは、その内在された目的をひき出

すべく、盲目の衆生に光明を与えるために生まれて来たのだ。 

 サロモン達よ、そなた達は、小さな気持で、早くから弟子入りした者

もあるであろう。 

 しかし転生の過程において、既に広く大きく、豊かな心を持っている

サロモン達も生まれているのだ。 

 過去世を通して、ブッダの縁にふれ、道を学び、今生では他の弟子達

より遅れて、ブッダの下にたどりつく者もあろう。しかし今生のそうし

た早い遅いによって、その人達の魂の大きさを推し量ることは出来ない

のだ。 

 ウパテッサ、コリータの両人は、ブッダの前世において、肉体を持っ

た時、すでにボサッターとしての悟りを得た弟子達である。 

 サロモン達よ、今世において、早くからブッダの縁にふれた者は、法

を心と行ないの物差しとして日々の修行に精進したならば、その事実を

自ら悟ることが出来るのだ。 

 そなた達は心の内に、過去世の転生の体験を記憶し、偉大なる智慧の

宝庫を持っている。 

 その扉は誰が開くか。ほかならぬそなた達自身だ。宝庫の扉は法の実

践によって開くことが出来る。 

 そなた達の心の王国の主人公は他人ではなく、そなた達自身である。

マーハー・パニャー・パラー・ミター（偉大なる内在された智慧に到達

する）の境地になるには、一切の執着を断って、調和された安らぎの境

地、彼岸に到達することを目標としなくてはならない。 

 サロモン達よ、ブッダの弟子として、今世だけの縁生をもって、先輩、

後輩の不平不満をいだいてはならない。不平や不満は、自己の欲望が満

たされないために起こるのである。 

 欲望は心に歪みをつくり、人びとに毒を与え、自らをして苦悩の種を

蒔くことになる。ブッダの弟子は、このような小さな心を持ってはなら
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ない。今世において、弟子として縁生に早くめぐり合えた者達は、後輩

に対してより謙虚な心と行為を持って当たり、自己の確立を図らなけれ

ばならない。 

 諸々のサロモン達よ、ブッダは過去六仏の転生を通して、その法灯を、

諸々の衆生の心に灯し、救済して来た。そなた達は、ブッダの過去六仏

の何れかの縁によって、現世の弟子となったのだ。 

 ウパテッサ・コリータは、はあらゆる師を求めて迷い、ブッダの過去

六仏の縁生をことごとく体験した。今世で仏の法を求めてようやく現在

のブッダの縁にたどりついたのだ。 

 そのため、ウパテッサからも、コリータからも、五体から出ている光

明は、恰もヒマラヤの山頂から転がって来た雪の塊のように、大きな後

光となって満たされている。 

 そなた達も、法を依りどころとして生活するならば、自ら、その光明

を見ることが出来るだろう。」（人間釈迦より） 

 

 また、「心の原点」では、次のように教えておられます。 

 「この地上界に肉体を持っている光の天使達は、変わることのない神

の心である道、すなわち正法の種を人々の心の中に蒔き、正法の花を咲

かせ、大調和への道に光明を与えるであろう。 

 しかし、インドのゴーダマ・ブッダや、イエス・キリスト、モーゼも

悟りの境地に到達するまでの道程は、並々ならないものがあったであろ

う。 

 光の大指導霊達が現われてくるというときは、すでに正法の力のない、

末法の混乱期である。 

 人々は心を失い、人間として生まれてきた目的や使命を忘れ去ってい

るときだ。自らの心を物質文明の奴隷としてしまい、不調和な宗教が乱

立し、心を魔王や動物霊に売り渡している人々が多くなってしまってい

るときである。 

 闘争や破壊が日常茶飯事のようになっている変わり果てた世相を、末

法の世というのである。 

 世界の国々に災害や天変地異が次々と起こる。 

 家庭は乱れ、親と子の心は断絶する。教育者は中道の教育を忘れて、

思想的に片よった教育をする。政治家は私利私欲、党利党略に走り、思

想の、というより自己主張の乱立、巷での事故死・・・など、列挙すれ

ば限りない不調和な世相なのである。 

 これを救うには・・・政治家も法律家も教育者も文化人も宗教家も、
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すべてが両極端を捨てて、中道的な判断を基本とするしかないといえる。 

 他人をかえりみないで、自分さえよければいい、というものの考え方

をする者は、利己主義者で、自ら調和への道を閉ざして孤独な人生を送

ることになろう。 

 それは、人間の道ではないということを知らなくてはならないのだ。 

 慈愛を他に与える心を忘れてはならない。 

 慈愛の表現にもいろいろとあるが、報いを求めないで、社会人類の幸

福に結びつく行為をすることが、本当の布施の心ということになる。 

 労働奉仕、経済的奉仕、精神的奉仕の行動が、より良い社会を築き上

げて行く。それが各人の自発的な行為にある場合はなおさらだ。 

 その行為は、強制でもなく、義務でもなく、人間として当然の道だか

らだ。 

 失われた心をとりもどすため、肉体を持ってこの世に出る光の大指導

霊達も、一般の人間と変わることなく、両親を選んでもっとも悟りやす

い環境に生まれてくるのである。 

 イエスもモーゼも、ゴーダマ・シッタルダーも、大指導霊としての使

命を持っている人々で、アガシャー系グループの光の大指導霊だといえ

よう。 

 ゴーダマ・ブッダは慈悲の心を四十五年間も当時のインドの衆生に説

いた。そして仏国土を築く目的を持って、人生の目的と使命を説いたは

ずだ。 

 当時の、バラモン教の化石化したヴェーダやウバニシャード、それら

の埃りと塵をはらい除き、正しい法の光によって、多くの衆生の心に人

生の生きる喜びを説いたのである。 

 イエス・キリストも、自ら悟れる環境を定め、イスラエルに肉体を持

って出てきた。そして、口－マの支配下にあって苦しんでいる大衆、化

石化されたユダヤ教、人々の知や意の埃りにまみれたモーゼの正しい法

の在り方を、愛という表現をもって救って行ったのだ。 

 自らの肉体は悪魔達によって亡ぼされたが、復活の現象によって弟子

達の結束をはかり、正法の土台を築いたのである。 

 このように、地上界に、神の福音を告げるため現われた光の大指導霊

は、自ら人生の疑問にぶつかり、これでよいのだろうかと、その解明を

自らなし、実在界の光の天使達の協力を得て、悟りの境地に到着して行

くのである。 

 その神理は、不変のもので、誰も否定できない心の教えである。 

 しかし、その正法も、歴史の経過に従って、その弟子達や学者達によ
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って、学問的にむずかしくされ、個人の見解で変えられてしまい化石化

されてしまったということである。 

 またその歴史のなかにおける権力者や指導者達が、大衆を支配するた

めの方便として宗教を利用する、そのような間に正法が歪められてきた

ということもある。 

 そうした、化石化された“法”の修正のため、使命を持って指導霊達

が生まれてくるのだが、旧来の狂信者や盲信者達に迫害されたり、学者

や権力者達によって阻害され、目的を果たすことができない場合も多い。 

 また、いろいろな光の天使達もやはり肉体を持って生まれてくるが、

やはり旧来の宗教的環境のなかで、正道に戻すことができないまま、実

在界に帰ってしまう例も多いのである。 

 自ら神様になって、拝ませて、衆生の心はおろか自分まで執着の塊り

となってしまい、地獄界に堕ちてしまった者も少なくないということだ。            

 末法の世になればなるほど、混乱した不調和な宗教が人々の心を狂わ

せ、教祖と称するやからが造り出した紙きれを拝ませてしまう。 

 最近では、お札の代わりにペンダントまで飛び出し、神の代名詞とし

て高く信者に売りつけているといった例がある。 

 教祖とかとり巻きといった連中は、大神殿であるはずの地球上に、屋

上屋を重ね、浄財と称した不浄の金を集めて優雅な芸術的な建物を造り、

祈る対象物を造り出して盲信者・狂信者達を迷わしている。 

 また何人を折伏すれば救われるとか、何人を導けば病気が治るとかい

って、脅迫している。そして、大神殿・大仏殿と称する建物を次々と建

設して行くのである。 

 欲望に尽きるところを知らない、盲信者・狂信者達こそ救われないで

あろう。 

 一心に題目を唱えれば救われるといって朝晩の勤行をさせるとは宗

教も地に落ちたものである。 

 『貧乏しているのは、前世の因縁によるものだ。この宗教に帰依して

神様を祈ればその業は消える』と信仰の押し売りをする。 

 しかし、貧乏しているからといっても、心まで貧しくならなければ、

人間は本来豊かなのだ。 

 生まれてきたときは、金を持っていないし、みな裸であったはずであ

る。曼荼羅を首からぶら下げて、生まれてきたわけでもない。 

 しかし皆、人間として生活をしている。 

 太陽の熱と光、大自然の恵みの一切が、神の大慈悲の現われであり、

それがまた心というものの姿ではないか。 
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 人間もそのような誤った指導者達から、だまされる時代はすぎたとい

うことを、悟らなくてはならない。 

 私達は、神の子なのである。一切の苦しみは、私達自身の心の在り方

と行ないで修正する以外、なくならないのだ、ということを自覚しなく

てはならないだろう。 

 それを悟ったとき、人間は救われて行くといえよう。 

 正法は人間の智慧によって造り出すことのできない、不変の神理なの

である。 

 楽をして救われる道を選ぶのではなく、勇気と智慧と努力によって、

自らの欠点を修正して苦しみの原因を除いたとき、神からの調和された

光明によって救われて行くということだ。 

 道はただひとつ、神の心に近づき、日常生活のなかで安らぎの心を自

ら造り出すことが大事ではなかろうか。 

 神は罰など与えはしない。 

 罰は、自らの心の在り方と行為の在り方が、中道の正法を踏みはずし

たときから心に曇りを造り出し、それが神の光をさえぎったときに、現

象化されてくるのである。 

 つまり、罰は、自分が造り出しているということだ。 

 それを受けないためには、苦しみの原因を造らないようにすればよい

のではないだろうか。 

 仏教でも、キリスト教でも、本来の教えは、人間の在り方を説いてい

るといえよう。 

 そして、自らの転生輪廻をとおして、私達の心のなかには、一切の人

生に対する偉大な指導書が記憶されている、ということを知らなくては

ならない。 

 その体験された指導書をひもとくことが大事であろう。 

 正法は、この方法も教えているのである。イエスもゴーダマ・ブッダ

も、同じなのである。 

 哲学化された仏典だけが正法ではなく、仏典の正しい意味を理解して

行なうことがより重要だからである。 

 この世に肉体を持っている光の大指導霊達も、このような不変の神理

を説くであろう。 

 人々は、それがまさしく原始仏教とか、原始キリスト教と全く同じも

のであることに、気がつくだろう。 

 しかし、原始仏教であろうと、原始キリスト教であろうと、それが神

理であるならば、現代でも通用するのが当然でもある。 
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 インドのガンガーの河の流れが、昔も今も変わらないように、神理は

不変なのである。変わってしまったのは、人間の心ではないだろうか。 

 正法は、その時代の様相に合わせて説かれて行くが、根本は全く変わ

ってはいないのである。」（心の原点より） 

 

 この地上界で仏縁にあうことは、仲々至難の業であります。 

 先づ、智識でこの世的に判断しがちである、自我にふり回される。現

在の物質的安楽におぼれてしまう、素直さがない、努力を惜しんで向上

への意欲に欠ける、我欲に負けやすい、自己満足に陥りやすい等の偽我

の己に引っ張られ、神理を深く理解できないままに、正しくない方向に

とらわれてゆきがちであります。 

 この地上界では、肉体を持つことによって如何なる光の大指導霊にも

直接お目にかかり指導をいただくことが出来ます。しかし、あの世、天

上界は人それぞれの光の量の世界へ帰るため、自分よりも高い次元の魂

にあうことはできません。ですから、この地上界で法に帰依することは

勿論のこと、とりわけ光の大指導霊（仏）にお会いし、法を学ぶことが

出来ますことは千載一遇の好機であります。その上守護霊も共に学ぶ絶

好のチャンスでもありますので「仏縁」をいただくことが如何に重大な

ことであるかが、ご理解いただけるものと思います。 

 今日、学習の機会をいただくごとに、縁生の同志が相集い、ともに学

べることの「しあわせ」を、心から嬉しく思い感謝しております。 

 お互いに、明日があるという保証は何ひとつありません。いま与えら

れている、この一秒、一秒が生涯であります。この一瞬、一瞬を、法を

中心として、如何に真剣に、有意義に取り組んでゆくかが、すべての人

間の正しい道であると思います。 

 法を勉強するために、千里の道も遠しとせず足を運ぶのも、自分であ

ります。また、遠ざかるのも自分であります。その別れ道は、自分の心

にあります。 

 天国への階段を昇ってゆくのも自分であり、地獄への道へとたどるの

も、己であり、その選択は自由であります。もし、自分の心が、そのど

ちらをも意識していなくても、既に、そのどちらかの方向にむかって歩

いているのであります。 

 心こそ、肉体の支配者であり、永遠に生きつづける真の自分自身であ

ります。 

 これから与えられる生涯を、「仏縁」を大切にして、自己の確立へ向

って精進してゆきたいと念じております。 
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 神に対し、先生に対し、仏縁へとおみちびき下さった方々に対し、心

からの感謝を捧げます。この地に神の光がみたされますように。 
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【花のこころ】1984-5月 

 

 きびしい冬もどうにか去って、心待ちにしていた春がめぐってきた。

春の知らせを告げる桜の花は、長かった寒さの故か開くのが遅れている

ようである。金沢の桜も、例年から一週間も遅れて、やっと昨日、今日

あたりから咲き始めた。待ちに待った桜の花は、人の心に春がきたとい

う喜びと同時に心をなごましてくれる。きびしかった冬の間のつかれを

一気にいやしてくれるのである。 

 

 高橋信次先生は「心のことば」の中で「花」について次のように教え

ておられる。 

     花 

   花は雨風や 

   人の足に踏まれようとも 

   季節がくると 

   開花する 

   花の美しさは 

   どんな絵筆も描ききれない 

   花には 

   自分がないからである 

 

 また、いまから約二千五百年前にインドで法を説かれたゴーダマ・ブ

ッダ釈迦牟尼仏も、一輪の蓮（はす）の花の姿を通して説法された。 

 「諸々の衆生よ、比丘、比丘尼たちよ、あの泥沼の中をごらんなさい。

あの泥沼は、ウジ虫や蝿が一杯むらがっている。あのきたない泥の中に

咲く美しい一輪の蓮の花を見るがよい。 

 貴方たちの肉体というものはあの泥沼のようなものだ。何故ならば、

目を見れば目くそしか出ないではないか、鼻を見れば鼻くそ、口を開け

ばたん、或いは体から出てくる汗、これもきたないものだ。このように

大小便に至るまで、人間の肉体から出るものは一つとしてきれいなもの

はない。 

 このきたない泥沼のような人生航路の乗り舟（のりぶね）である肉体

も、その船頭さんである意識、その中心である「心」というものが、神

理を悟って執着から離れ、生老病死という根本を悟って、己自身が八正

道の神理を実践したならば、あの美しい蓮の花のように、貴方たちの「心」

は、仏の「心」と調和されて安らぎの境地に到達し、苦しみから己自身
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を開放することができるのだ」 

                （高橋信次先生ご講演から） 

 

 春の山野に咲き乱れているどんなに小さな花も、また名もないような

花も、皆人の心をなぐさめてくれる。人の心に、あたたかい、あたたか

い、やすらぎを与えて、すさんだ心をいやしてくれる。花は何故人の心

をこうも和（なご）ましてくれるのであろうか。 

 花には私心がないからである。ひっそりとした深山に咲く花は、一人

の人にも見られなくても、沢山人の見てくれるような処で咲きたいとい

う欲望はもたない。また、陽陰に咲く花が、もっと太陽のサンサンとし

た日光にふれる場所に出て咲きたいといった我欲をもたないから人の

心をいやしてくれるのである。一片の自我我欲ももたず、また、いま与

えられている生命の限りを、一生懸命に咲いているからこそ人の心を感

動させるのである。 

 その姿は、自分を一生懸命生かすことにより、またその周辺の人の心

をいやすという、自分を生かし、他を生かす調和を与えているからであ

る。調和こそ神の心であり、私たちに、いっときも休むことなく与え続

けて下さっている慈悲である。私たち神の子は、沢山の花が無言で教え

てくれている「調和」「生かしあう」ことの学修のために、花の命のよ

うに、明日をも知れない「いま」という一秒一秒が与えられているので

ある。それには先づ、法によって己の心を調和し、あの花のように、周

辺の人々の心を調和し続けて生きなければならないのである。 

 小さな花のひとつ、ひとつが私たち人間に「調和して生きて下さい」

と叫んでいるのである。花のいのちに感謝を棒げて。 
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【苦悩】1984-06月 

 

 「苦悩」それは精神的な悩みや肉体的な悩みである。心のいたみとで

もいおうか。 

 その苦悩の中味には、経済的なもの、病気、家庭の不調和、職場の不

調和、己自身の精神的な不安定によるもの等々があろう。 

 苦しみ悩んでいるときには、自分の心の内をのぞいて見ることも忘れ

てしまっている。肉体的にも不調和な状態へと進行してゆくものである。

その苦しみの殆どが物質的なものに原因している。自分も永年苦しみ悩

んできた。五十九年間、人間関係において、自分の仕事の責任において、

経済について、病気について、家庭の人間関係について、等々数えきれ

ない位の苦悩に心をズタズタに切りきざんできた。 

 或る日のこと、この五十数年間の苦悩について反省をしているとき、

ハタと心の中で 

『お前は苦悩にばかりとらわれ、心の底では苦悩から逃がれたい、少

しでも苦悩から遠ざかりたい。そして、安楽の中に生きたいと願ってい

るではないか。しかし、苦しみにばかりとらわれて、その苦しみの陰に

かくれているものに目を向けたことがあるのか。 

 これまで、その苦しみによって救われてきていることに気付いている

か。先づ、その苦しみがあったからこそ、今生高橋信次先生にお目にか

かれることができたではないか。 

 ちょうど肉体と一体となっている真の己である光子体が見えないよ

うに、苦悩に一体となってくっついている宝に目を向けることが大切だ。

苦悩の中にこそ、心の救いがあるのだ。苦悩を避けることなく、自ら進

んでその苦悩を、心の宝として悦び精進したとき『光の道』が開けてゆ

くのだ。 

 そうなれば、苦しみにも感謝をしなければならない。お前は心からの

感謝をして日々生きているか。感謝が心深く理解できるかー。自分がこ

の世に生を得たことに対しどんな感謝をしたというのか』 

と問いかけられ、始めて、一秒一秒の生活の中で悦びを一杯いただい

ていることに気付かないで、苦しいことばかりに心をうばわれ、自分ほ

ど孤独な者はいない自分ほど不幸な者はいない、と思ってきたことに気

付いた。 

 そこで悦びをどれだけいただいているか毎日詳細に点検確認して見

ようと思った。 
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一、神に対し、自分が望んだ環境に出していただいたことに悦びをもち

感謝しているか。 

二、五体満足な肉体をいただいたこと。 

三、父と母が揃っている環境をいただいたこと。 

四、朝早くから夜遅くまで、わずかな田圃にしがみついて、命を削るよ

うにして働いていた勤勉な父をいただいたこと。 

五、どんなに苦しくても、ぐちひとついわないで、いつも底抜けに明る

く、あたたかかった母をいただいたこと。小さいときに母に別れた人で

あったのにー。 

六、川に小魚が群れ、蛙や蝉、蛍、いなご、とんぼ等が沢山いた豊かな

大自然に恵まれた環境で幼年期、少年期を過ごすことができたこと。 

七、兄とは、この世では会えなかったが、一人の姉を与えられたこと。 

八、祖母、伯父、叔父叔母等多くの肉親に恵まれ、大切に育てられたこ

と。 

九、隣人を始め、周辺に多くの友人、知己をいただいたこと。 

一〇、きびしいことも多かったが、今日までこうして生かしていただい

たこと。 

一一、自分が希望した人と結婚できたこと。 

一二、二人の娘に恵まれたこと。 

一三、高橋信次先生に、金沢にお出でいただいたこと。 

一四、日々、正法の中に生きていること。 

 等々、おおまかに数えあげても数えあげることのできない位、多くの

悦びを一杯いただいていることに生れて始めて気付かせていただいた。

これらは、今日までの誠におおまかなことであって、一日、一時間とい

う「とき」の流れを細かく、詳細に点検して見ると悦びの山に埋もれて

生かされていただいていたのである。「愛」という光を一杯受けて今日

まで生きてきたのであった。 

 神の偉大な慈悲のなかにあり乍ら、悦び感謝することもなく、自我我

欲一杯に生き、なお且つ苦しみを叫んできたのである。深く心の中でと

らえることもなく、自分の眼の前に飛び出てくる毎日毎日の出来事に、

おどおどし、不安におびえ乍ら生きてきたのであった。その不安がどこ

からきたのか、心の中でどう処置をしたらよいのかも知らないままに、

我慢をしたり、人を恨んだり、怒ったり、ぐちったり、悪口をいっての

のしったり、ねたみを一杯もったり、際限もない欲望の渦中に溺れ、自

己中心に五十年の才月を過ごしてきたのであった。 

 いつも、苦しいことが起きると真先に逃げよう、逃げたい、逃がれよ
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うとしていた自分であった。その苦しみに立ち向かおうといった勇気は

勿論なく、何とか要領よく、他人の力を借りてでも避けよう、逃がれよ

うとしているのであった。「頭かくして尻かくさず」のたとえのように、

お尻が出ていても、頭さえかくれていて自分の眼さえ合わさなかったら

それでいいというような、ひきょうな自分であった。またそれが要領の

よい人生の生き方であると思ってきた。 

 高橋信次先生に、教えていただき始めて感謝ということの重大なこと

を知った。 

 肉体をもった自分は何も気付いてはいなかったが、真の自分は、全部

知っており、神に対する感謝、父母に対する感謝を始め、悦びや感謝の

思い、行為のないことが即心の中に不安定な領域をつくり出し、そこに

苦悩の根元をつくっていることに気付かせていただいた。我々は神の大

きな慈悲に目をふせ、日日、自分にとって都合の悪いことで、悩み、苦

しみ、心を汚しているのではなかろうか。人間としての正しい指針を知

らないでは一秒たりとも安らぎのある幸せな人生を歩むことは出来な

い。 

 人生の指針については、多くの人々が本に書いたり、語っているが、

それは単なるその人自身の今生、生まれてから今日まで、見、聞き、学

んできた知識にしか過ぎない。つまり、思想である。これは今日の経済

学や道徳のように常に変動し、永遠に通用するものではない。しかし、

高橋信次先生の説かれた神理は神仏の心であり、永遠に不偏な教えであ

る。ブッダもイエスも説かれた「法」である。悟られた偉大な聖者だけ

が説かれる、大宇宙の神理であり、それは、文証、理証、現証の三証に

よって成りたっているものなのである。この法を人は皆誰しもがこの世

に生まれた以上、真先に知らねばならない。何故なら、この「法」を知

らないでは、人生の日々、一秒一秒を正しく歩むことが出来ないからで

ある。 

 或る日、Ａさんが電話口で「少しもスッキリしないんです。元気があ

るようで元気がないんです」といわれたのを聞き、電話を切った後、い

つまでも自分の心が傷んだ。お目にかかって二年もたつというのに、何

ひとつ生きる悦びをわけてあげていなかったことを知り、自分の未熟さ

にいたたまれない思いがした。それからは苦しみ、悦びとはと自問自答

する日々が続いた。 

 そして、その方の一言によって、苦悩と悦びが常に同居していること

を知ることが出来た。苦悩があってこそ、勇気、希望、悦びが発見でき

るものである。苦しみは、「法」を知らない人が持っているものであり、
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「法」に生きるものは、悦びがいっぱい満たされた中に生かされている

ことを知るのである。 

 即ち、苦しみは、自己本位の暗い心で生きているからであり「法」を

心の指針として生きるものは、先ず生かされているという悦びを、ひと

つでも多く発見しようという努力の中に生きているから明るい。 

 悦びを日々の生活の中でひとつでも多く見つけようと努力して生き

てゆくとき、次第に悦びは感謝となり、やがては報恩の行いという愛の

実践へと昇華してゆくのである。 

 自分を生かし他を生かすことの実践の積み上げは、己自身の心を豊か

にし丸く大きくはずませてゆく。悦びもますます大きくなってゆくので

ある。 

 その悦びの輪が一人より二人、三人と拡がってゆくことが、光の輪が

拡がり、この地の隅々にまで「法」が浸透してゆくことなのである。 

 神に対し仏に対し悦びと感謝を棒げて。 
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【我が偉大なる師を思う】1984-0７月  

 

 「あなたは、きびしいですね。しかし、まあ、経営者だからいいか…

…」 

 始めて、先生にお目にかかったときにお聞きした言葉でした。当時の

私には「きびしい」という意味すらもわかりませんでした。だからその

とき私は心の中で「こんなに人一倍人の心を思いやって生きてきた自分

であったのに、きびしいなんて、世の中に自分程やさしい者はいない。

この人は私の心の中はわかっておられない」と思い乍ら先生のお顔を眺

めておりました。 

 三月始めで、まだ新緑の頃でもないのに、そのときの光線の具合か、

何故か先生のお顔が青白い感じに見えたのがいつまでも残っている印

象でした。その翌月の四月に先生にお目にかかったときには「人に正法

を伝えることよりも先ず自己確立をしなさい。いま、あなたには北陸地

方が全部見渡せますか。北陸が全部見渡せる自分になりなさい。」とい

われました。 

 正法にふれて約二カ月頃の自分にとっては先生がおっしゃられる意

味すらもわかりませんでした。心の中では、「立山か白山の上へあがっ

ても北陸の全部は見渡せないのに、不思議なことをいわれる方だなあ。」

と思いました。しかし、その後日々、心の片隅ではいつも、「あなたは

きびしいね、きびしいね」「北陸を見渡せるか、見渡せるか」という小

さい声が叫び始めてきました。先生の偉大な光が真っ黒な私の心の一点

に光明の穴をあけて下さったのでしょうか。 

 六月に始めて先生のお部屋にお伺いをさせていただきました。先生の

お机の上に大きな地球儀があるのを見て、ただ「おやー、何に使われる

のかなあ。」という思いで眺めていました。私自身の過去世、今生の使

命についてお教えになられ、次に家内のことについて「いまから二千五

百年前の印度の時代では、あなたの奥さんは私の処から、あなたのとこ

ろへお嫁にいったんですよ。」とおっしゃられるのを聞いて私は自分の

耳を疑う位びっくりしてしまいました。自分の今生の使命についてひっ

くりかえるほど心が動揺したのに引き続いて家内のことをお聞きし、更

にびっくりぎょうてんしたのでした。足が地につかないとはこんなとき

の表現かもしれませんが、先生の御指導をいただいたあと、自分が自分

でないような、「宙を駈ける」ような状態で家内にいま先生からお聞き

したばかりのことを半信半疑の気持で電話をしたのでした。 

 その当時の家内は、我が家では「ＧＬＡ博士」というニックネームが
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つく位、毎日毎日、夜も昼も、明けても暮れても、先生の御著書を読ん

だり、御講演のカセットテープを聞いて、涙を流しつづけている状態で

したから、さぞや驚くことだろうと思ったのですが、何と「私は、そう

やろうと思っていた」という返事に私は「こりゃ一体どうなっているん

だろう」と二度びっくりいたしました。しかし、私にはまだ心の真底ま

ですっきりと信じられるには至っておりませんでした。 

 心の中にある、これから先の事業に対する不安感を一杯もっていたの

ですが、そのことに対しての先生からの御指導は何一つお聞きできなか

ったので、心の大方は暗く沈んでおりました。その悩み、不安について

思い切って御相談すればよいのに、お会いする前までは、このことも、

あのこともおたづねしようと思っていったのですが、いざとなると勇気

がなくて、自分を裸にして謙虚に御指導をいただくことが出来ませんで

した。そして自分勝手に「この人は人の心を見ることができない人だ、

自分の悩みを少しも理解し導いてくれない」ときめこんでしまい、益々

心を暗くしてしまいました。一方の心はうわっちょうしなのに一方の心

は益々がっくりと沈んで帰宅したのでした。そして家内に自分の苦悩が

解決できなかったことを話し、「あの人は何もわからん人や」といって

しまいました。 

 家内は、私のこの一言で心が冷めてしまい、あれほど涙を流していた

感激、感動も何処かにふっとんでしまったような状態となりました。そ

れまでの家内の正法にふれた感動はすさまじいもので、私は家内が気が

変になるのではないかと思う位でした。あるときのこと、家内の状態に

ついてひそかに先生の側近の方に相談をしました処、もう既にそのよう

な妻の状態を先生も知っておられることを伺い、びっくりしたものでし

た。その妻の心がいっぺんに冷めてしまったのでした。 

 私は彼女に毒を与えてしまい、彼女も毒をたべないコツを知ってはお

りませんでしたから、他愛もなくモロに受けてしまったのでした。その

頃は、先生の金沢講演会まであと十日間位しかない切迫したときでした。 

 しかし、講演会の準備だけは、恥をかけないという気持で相変らず不

眠不休で頑張りました。心の中では講演会が終ったら、脱退しようと考

えていました。 

 講演会が終った翌日だったと思いますが、先生は私に「あなたは、逃

げよう逃げようとしている。もっと深く法を理解し、自分の使命を自覚

しなさい」ときびしく指導されました。 

 その後、先生には何十回もお目にかからせていただきご指導をいただ

きましたが、肝心の自分自身が、先生の御著書を深く勉強することもな
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く、また自分自身について反省をするとか、日々の生活の中で自分の欠

点を正していくとかといった、己の心をふりかえる努力もないままに過

ごしているのですから、自分がみがかれてゆくはずもありませんでした。

逆に回りの方々が、すばらしく成長してゆかれるので、自分自身の荒い

波動やみにくさが益々目立ち、日増しに心の中に別の苦悩が増えてきま

した。正法によって自分が救われたいと願っていたのに、その反対にい

ままで持っていなかった新しい苦しみがたまってくるのでは、どうしよ

うもない状況に追い込まれていくのでした。しかし、表面は如何にも、

人一倍正法の精進を積みあげているかのような態度で、先生の前にも出

ておりました。 

 しかし、先生は既に見透しておられ、私がご挨拶をしてもぷいと顔を

そむけられました。私は先生が今日はなんで御機嫌が悪いのかなあとす

っかり心を暗くしました。原因が自分にあるとは夢にも思いませんから、

先生に嫌われたかなあと思ったりもしました。その後、ほんのちょっぴ

り意識を心に向けた頃先生にお目にかかると、この間とは打って変わっ

て「お元気ですか。会社は大丈夫ですか。キリンビールは入りましたか」

と声をかけていただき、ホッとし乍ら感動いたしました。先生からやさ

しいお言葉をいただくと、だんだんと心がジーンとする程感激するよう

になってきました。しかし、まだまだ、石のようにかたく、がんこな自

我我欲のこりかたまりのような自分でした。 

 研修会等で解散するときなど、わざわざ私の処まで来て下さり、「北

陸をたのみましたよ。お願いします。」とおっしゃられたこともありま

した。いつもお目にかかると「北陸をたのみましたよ」といわれ、ジー

ッとあたたかく目を見られた先生を、私はいつまでも、いつまでも永遠

に忘れることは出来ません。しかし、愚かな私は、先生のサンガーの中

におれば、また先生の説かれる法を叫んでさえおれば、救われてゆくん

だといった他力一杯で生きておりました。毎日毎夜、富山、福井とかけ

めぐって先生の御教えを叫んでさえおれば、自分の使命は果せるし、自

分の事業も安泰であり、家族は守られてゆくんだ、しかもこれだけ北陸

地方に拡がっていっているからといった、凡そ「法」から遥かかけ離れ

た自分でありました。 

 ですから、当然「法」ということも深く理解出来ていませんから、サ

ンガーの中での問題がいつもゴタゴタと起きていました。「いま何か起

きているでしょう」と先生から直接御指導のお電話をいただき「やはり

先生は見透しておられるんだなあ」とびっくりしたこともありました。

いまから思いますと、そのゴタゴタも、すべて中心であった自分の心に



64 

 

起因しているのでした。何かといえば、感情むき出しになり、人の姿を

見て批判したり、悪口をいったり、自分に都合が悪いとぐちをいったり

で、先生からいただいたすばらしい環境を汚しておったのでした。あち

こちで私の話を聞いて下さった方々も、少しの安らぎも、感動も、法に

よる悦びも、何もなかったことと思います。 

 私こそ特別に守られている、自分こそ、といった、自意識過剰の鼻ッ

柱をヘシ折られたのは昭和五十三年でした。私の愛する息子が病死し、

一カ月後には母が老衰で続くようにして亡くなりました。母は八十四才

という高令からいっても極く自然のことですが、愛する息子については、

息の引き取るまで絶対に助かると信じていた私にとって、脳天を打ち割

られたような衝撃でした。 

 神は愛する息子を通して人間は凡て平等であり、特別なことがないこ

とを教えて下さったのでした。心からの己にきびしい精進を積みあげな

いで、他人にばかり眼を向け、その行動をとかく批判している自分でし

たから、人が遠ざかってゆくのは当然でありましょう。気がついて見る

と、私の回りにはあれ程多数の人が集まってきていたのに、ただの一人

もおられなくなっていました。いろいろな事情もあったかもしれないが、

自分自身が「法」を深く実践し、光り輝いた存在であったならば、こう

したことにはならなかったのにと悔やまれてなりませんでした。しかし、

後悔先にたたずの諺のように、今更悔やんでもどうするものでもありま

せんでした。 

 第一に、先生がわざわざこの地に来て下さり、法を説かれた「光の輪」

をめちゃめちゃにしてしまったことに対し、何とお詑びしてよいかわか

らない気持でした。日夜、自責と苦悩とで眠れぬ日々が続きました。床

についても眠ることができず、起きあがってみても立ちあがることもで

きず、また横になることも出来ず、部屋の中をつかれ果てて倒れるまで

走り回りたいような感情におおわれるのでした。いつまでもこんなこと

をしていて倒れるのならば、いっそ死んでもよいという気持で正法の学

習と反省、実践を一からやり直して見ようと決意しました。 

 その頃はもう昭和五十三年の初冬の頃でした。スポーツウェアに着替

え、家族とも心で決別して出発しました。しかし乍ら、すぐ自分に甘く

人にはきびしくきびしくなり、悪口、ぐちから逃げ切ることは仲々出来

ませんでした。そしてこれまで人様には、わかったような顔をして、愛

だの、感謝だの、調和だのといい乍ら、何もわかっていなかった貧しい

自分の心を発見したのでした。 

 あの当時からはもう六年になろうとしておりますが、一向に精進出来
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ない自分を悲しくさえ思うのです。欲望にすぐ負けてしまう弱い自分を

あわれに思います。偉大な聖者に直接お目にかからせていただき、しか

もこの地に法を伝える重責をお与え下さったというのに。重責を果し、

付託におこたえするためにも頑張らねばと必死に思い続けて生きてい

るつもりですが、勇気のない自分につい溺れてしまっているのです。 

 この愚かな心貧しい者を信じて託された偉大な師の心を思うとき、た

だただ申し訳なく、お許し下さいとお詑びするしかない現在の自分であ

ります。 

 しかし、この愚かな者にも、いつのまにか多くの心美しい、心きよい

友をお与え下さり、あるときは心の支えとして、あるときは励ましとし

て、今日修業させていただけることを感謝いたします。いつまでも縁生

の心の友を、御紹介下さる御配慮に心からの感謝を捧げ、きびしい自分

から、やさしく、あたたかい自分を目指し、やがて北陸の隅々まで見渡

せる日のくることを夢見て、あと残された生涯を偉大なる師のお声に耳

を傾け乍ら一歩一歩、あゆみつづけることをお誓いいたします。 

 高橋信次先生、今日をいただきまして有難うございます。 

 

           高橋信次先生に対する感謝の会によせて 
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【悦びに生きる】1984-08月 

 

 過日、サンガーの友と一緒に「法」の学習をいたしました。約十人の

方々が、次々に最近の心境について話されました。どの方も、法を実践

しての日々の生活の中でいただいた悦びのことよりも、“落ち込んでい

る”という暗い話ばかりをされるのでした。私はじっと聞いているうち、

かつての自分も、いやいまの自分もやはり何ら変らない心の持主である

ことを思いました。神は、慈悲と愛の光を一杯下さっているというのに、

その光に対する悦びをもたないで、こうして暗い心をもっているとはと、

自分自身があわれに思えてくるのでした。 

 悦びの唄を唄っている自分は明るく、まわりも浮き浮きとはずませる

のですが、暗い唄を口ずさんでいるときの自分は、小さい小さい地獄霊

のようになっているようです。光をさけて、暗い所を暗い所をと探し求

めて這っている自分の姿です。こうして暗い陽陰をよって這い回ってい

る自分自身も、神のエネルギーをいただき生かされているということを

そのときは、すっかり忘れているのでした。 

 何故、このように暗い所を好むのだろうかと考えて見ますとき、自分

を中心とした思いと行いの中にあるからなのです。正しい神の心「法」

からはずれた心は、はずれた分だけ暗いのです。どんどん暗い次元の方

向に近付いていっているからです。 

 そうしますと、心の中にある、神からいただいている、勇気、希望、

悦び、思いやり、調和という神性が次第に光を失い、力を弱めてゆきま

す。いつのまにか、「だめだ、どうしようもない、自分は駄目な人間だ」

と自分で自分をののしり、あざけり、ズタズタに心を傷つけ、のたうち

狂います。ちょうど、くもの巣にかかった昆虫のように、益々、くもの

糸が全身にからみつくように、自分で自分をなくしてゆきます。 

 どうしてこんなことを何時もくりかえすのだろうかと静かに考えて

見ますと、先ず自分の心がいつも悦びに燃えていないからだと思うので

す。 

 朝早く、向かいの山間から、きらきらと輝き乍ら昇ってくる朝日を見

たとき、どんな人の心も感動します。思わず、手を合わせ伏しおがむ気

持ちになります。そして心の中で、「さあ、今日も頑張るぞ！」と叫ん

でいます。こう見ますと、毎朝眼覚めた時、自分の心の中に朝日があが

っていなかったんだなあと思いました。心の中が明るくなかったには何

か原因があるにちがいありません。それは、前夜やすむときに、一日の

心の整理をして、暗いものは捨て去り、感謝と悦びのしめくくりをして
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いなかったことに起因しているのでした。 

 それと、生まれてから今日までの間に、自分の心に積み重ねてきた自

分中心の思いと行いの暗い部分を温床としてそこから芽を吹いてくる

のでした。心の中の暗い温床から萌え出る芽は、大自然の草木の芽のよ

うに春になると太陽の熱、光によって規則正しく萌え出るのとちがい、

心の中の暗さから出ている暗い波動に合ったものが、回りの人の顔や姿

となって自分の眼に飛び込んできたり、人の声として自分の耳に入って

きたり等の縁によって、即座に心に伝わり、暗い芽が瞬時にして萌え出

るのでした。 

 人間は、どんな人でも、大なり小なりのこんな暗い温床を心の中に持

ち歩いているものではないでしょうか。しかし、いつも神仏に感謝をし

て生きている人、他人に対し思いやりの深い人、明るい悦びの方へと心

を向けている人、日々小さな愛の実践を積みあげ心に悦びをふやしつづ

けている人は、心が光で明るいために暗い芽は発芽出来ません。 

 大自然に対する感謝、回りの人に対する感謝は人間として最低の条件

ではないでしょうか。感謝を基盤として“自分を全く生かし、また他も

全く生かす”、この神がお示し下さっている道を歩いている人々の魂は、

いつも、悦びに涙し、悦びにふるえることでしょう。 

 テーブルのうえの美しい紫陽花が、いま生かされていることの悦びを

静かに教えているようでした。 

 神に対し、先生に対し、サンガーの友に対して感謝を捧げます。 
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【大きなはからい】1984-09月 

 

 かつて商売のしがけの頃、取引の契約のことで、引くに引けない苦境

に立たされたことがありました。充分に相手先の実態を調べたつもりで

したが、一旦契約してからは、ガラリと態度が変わり、いやがらせをさ

れたり、またあるときは、おどされたりで、毎日毎日暗いめいるような

心で何年間も過ごしてきました。いまから思うと、おかしいと気付いた

ときに契約を解消すればよかったのですが、当時の私には、いっかくせ

んきんの我欲と回りに対する見得とがあったために、思い切って解約ま

でする勇気はありませんでした。相手方は始めから私のそんな野心を既

に見透してきているのですから、何とか契約さえすれば後は此方のもの

だ位にしか考えていなかったのではないかとさえ考えられました。 

 契約というものは、お互いが平等と信頼の原則にたってのことであり

ますが、一方的に自分の方の利益ばかりを主張されるので、当方の契約

上の立場を説明し、紳士的な運営を希望するのですが、そのようなこと

はおかまいなしのゴリ押しをしてくるのでした。 

 契約をする前、私は最初から並べられる相手方の良いことづくめの話

に飛び込んでしまい、欲望に眼がくらんで既に正しく相手方を見ること

が出来なくなっていたのでした。その頃は、まだ先生がお悟りになられ

る前のことですから、当然正法にふれてはおりませんでした。当時の私

は、小切手の印かんを押す場所も、領収証ひとつ書くことも知らない有

様でしたから、千軍万馬の相手方にとっては、赤子の手をひねるような

ものだったことと思います。 

 回りの人の中には、話に乗らない方がよい、苦労しても利益が少ない

と忠告してくれた方も何人かおられたのですが、自信過剰と欲に眼がく

らんでいた自分は、何のこれ位やって見せてやるといった鼻息の荒い状

態でしたから、他人様の話など耳に入ろう筈もありませんでした。しか

し、一歩中に入ってからは、いやというほど、人の心の恐ろしさと、み

にくさを知らされました。取引の相手方の実態もだんだんとわかってき

ました。私どもの企業などひと吹きで吹き飛ばされるような大企業です

が、トップの人たちの考え方には、自分の会社もよくなれば、また相手

方の会社もよくなるようにとの「生かし合う愛の心」がありませんでし

た。ですから、いつもあちこちでトラブルが絶えない状況でした。 

 私は自分を守るためには当然法律にたよるしかないと思い、そういっ

た処置をいたしました。相手方は始めのうちはほんの少しひるんだよう

な感じでしたが、日がたつにつれて、以前よりも増していやな仕打ちを
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してくるようになりました。私は自分が選んだ道だからと思い乍らも、

気をとりなおして、こんな連中に負けるものか、正しいか、正しくない

かは神様が見ておられると思っておりました。しかし、心の中では日夜

かつて経験したことがないほど、相手方のトップを始め、誰彼といわず

憎み、恨みました。相手方に正しさを求めても、やはり自分を守ろうと

する自己中心の心が働いているので、相手方も、何をこしゃくなという

態度がみえみえの状態でした。私の心がそんな状態ですから会社の中に

も次々と問題が発生するのは当然のことでした。 

 私は自分にとっていやな仕事は皆部下がするのが当り前だ位にしか

思っていませんから、自分にとって都合の悪いことからは逃げよう逃げ

ようとしておりました。しかし、いくら逃げていても、自分の心は休ま

る筈もなく、逃げている間中、どんな状況になったのか、うまく丸めこ

まれたのじゃないか等と逆に気をもむのでした。逃げてばかりいるもの

ですから、今度は会社の中から、こんな仕事は、社長の責任だといわれ

るようになり、次第に逃げることはできなくなってきました。 

 他人まかせにしていても所詮自分が責任をとらなきゃならないのな

ら、これからは直接自分が前面に出て当たってくだける式戦法をとるこ

とを決意し実行してゆくようにいたしました。創業して十年もたって、

やっとこんなことに気付いた状態の自分でした。自分自身が直接やるこ

とによって、又聞きしなくても実態をよくつかめるし、相手方とも信頼

を積みあげていけることが徐々にわかってきました。 

 零細企業は大企業のように、人事異動をして自分の回りには自分の意

の通り動ける優秀な人材を集めるわけにはいきません。また、お役所の

ように自動的に給料日に給料が支払われるようなわけにはいきません。

いくら苦しくても何とかやりくり算段して、きちんと毎月支払いはしな

くてはなりません。また従業員も子飼いから育てたのではなく、いろい

ろな道を通ってきた人を採用しているのですから、急に会社の調和を図

ることは仲々至難の業でした。 

 昭和五十年七月六日、はからずも高橋信次先生には私の会社へお立ち

寄り下さいました。その日から私は少しづつ救われてきました。その永

く暗かった重苦しい日々もいま終りの方へと近付こうとしております。 

 いままで相手方を憎み恨み、言葉の端々にまですっかり心をうばわれ、

その中に光っているものがあることに気付きませんでした。 

 アスーラーのようなかつての自分の心では、到底発見できる筈もあり

ません。いま静かに過ぎし十八年の才月を振り返って見ますと、何も世

間を知らない赤子同然の自分を、雨や風や嵐や雪で十八年間、今日まで
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鍛え、教え、導いて下さっていた「光」の存在を気付かせていただきま

した。大きな大きなはからいのゆりかごの中で自我一杯にわめき散らし

ていた自分を発見したのでした。神はいつも正しく歩む努力をしている

者に、微笑みをかけておられることを知りました。 

 神の子はこの地上界に、赤子で生まれて何十年間かの心の修業をして

夫れ夫れ卒業をしてゆきます。これらも神の大きなはからいでありまし

ょう。いつもさんさんと降りそそぐ太陽の熱や光は神の慈悲のあらわれ

であると教えていただきました。しかし私たちはこの大きなはからいに

対して「感謝」の心で受けとめている時間が一日のうちにどれ位ありま

すでしょうか。ましてや人とのふれあいの中で、その姿・形にばかり気

をとられて、その中に秘められている、神の大きなはからい＝慈悲に気

付かないで過ごすときが非常に多いのではないでしょうか。一秒一秒を

生きる中で、身も心もすまして、大自然を通し、また人とのふれあいの

中に無限に与えて下さっている、神の大きな慈悲をより深くいただき、

その悦びを回りの一人でも多くの人々におわけしてゆくことが、この地

上界での有難い修行の機会ではないかと思うのです。 

 いつかのトップの人に道でお会いしたとき、永年の間、胆石で苦しん

でばかりいましたといっておられました。 

 憎んだり恨んだりしていた人たちの「平安」を心から祈らせていただ

ける「しあわせ」を、私はいまかみしめ、その愚かさを深くお詑びして

おります。 

 神に対し、先生に対し、私を「大きなはからい」に気付かせて下さっ

た多くの方々に対し、心からの感謝を捧げます。 
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【感謝】1984-10月 

 

 「ありがとうございます」と、心からの悦びを言葉にこめて話される

方は沢山おられます。 

 しかし、そのありがたいこと、嬉しいことの表現は、その人の心の深

さによって違うように思います。これまでの人生で出合った、多くの

方々を思い出して見ますとき、心の中の悦びが大きく深い人ほど、「し

あわせ」の中に生きておられるように思えてなりません。いくら回りの

人から暖かい愛をいただいても、「まだ足りない。まだまだ欲しい」と、

求めている人ほど、自分でつくった「ふしあわせ」の中に、生きておら

れるように思われます。今日からは心を入れかえて、早速感謝の深い人

間になりましょうと思って努力してみても、そう一気には、ある域への

到達は至難の業といえましょう。それは、人に対して「ありがとうござ

います」と、きちっと言えたとしても、なかなか心が伴わないからだと

思います。 

 「ありがとうございます」という感謝の言葉も、心の次元によって違

うように思われます。口から出している言葉は、声の質とか音量の差は

あっても、殆ど同様であります。しかし、耳に伝わる語句の音波のほか

に、心に伝わってくる思いの波動が、一緒になってひびいてきます。心

の中に思う「感謝」の度合いも、人によってそれぞれ違い、大きい人も

あれば、何も感じない人もおられます。また、心の中で思っていても、

その悦びを素直に言葉に出して、表現できない人も多数おられるようで

あります。字数にしたら、わずか十字にしか過ぎない言葉を出し、頭を

下げるといった、こんな簡単な行動ができないとは、どんな人間だろう

かと思われる方も、おられると思うのですが、現実には、こういった方

が沢山おられるのです。 

 たとえ言葉にして出していなくても、心の中では一杯感謝しているん

だ、と言われる方もおられるかと思います。しかし、心の中でどれほど

思ってはいても、それを言葉として出さない限り、その感謝の念を相手

に伝えることは出来ません。 

 心の中で思っている悦びを、体を使って現わすことの出来ない人には、

何かその行動を抑止するものがあると考えねばなりません。 

 抑止するということは、自分の思いを外に向って発表することが出来

ない状態であります。それは、自分の心を、何かの原因によって閉ざし

ているためであります。心の扉を開放し、どんどん出している方は、ま

た人からもいただくことが出来、絶えず新鮮な交流があるため明るい状
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態となります。心を閉ざしている人は、自分も発表しない限り、回りの

人からも愛の言葉を貰うことは出来ないのです。自分の心を閉ざしてい

る人は、閉ざす原因を思いの中につくっているからでしょう。 

 自分だけしか知らない、いつでも自分が逃げ込むことの出来る寝袋を

心の中に持っている人だと思います。その寝袋は、自分本位の我欲が永

年堆積して造りあげたものであります。この寝袋を正法の実践によって

取り去る努力をしたとき、除々に明るい自分を取り戻すことができ、外

に向って自分の思いを表現できるようになってゆきます。 

 このような自己本位の思いが、本来素直な自分を「がんこ」な自分に

かえ、暗い人間となり苦しみをつくってゆくのではないでしょうか。 

 しかし、人間は誰しもが、心の中にいくらかの苦しみを持っているも

のではないでしょうか。その大小は別として何時もその苦しみから逃が

れたいと考えております。この苦しみさえなかったらどれだけ「しあわ

せ」だろうかと思い悩みます。しかし、いまの苦しみが、どれだけ自分

を今日まで支え、救ってきたかということを考えて見たことがあるでし

ょうか。 

 この苦しみがあったからこそ救われたのです。苦しみにも感謝をしな

ければならないのではないでしょうか。苦しみは、その苦しみがなくな

っても駄目にならない自分になったときにいつのまにか退散してゆき

ます。苦しみから逃がれたいと思うことよりも、その原因をさぐってそ

れにふり回されない自分をつくりあげてゆくことが一番大切なことで

あります。 

 苦しみは次々とやってきます。しかし、苦しみも自分にとって、心の

救いとして見ていけるようになったとき、感謝をもって迎えることがで

きるのではないでしょうか。 

 感謝は、心の中により豊かに、大きく、深く悦びを育てることから始

まると思います。それには、自分の心の汚れを除いて、神からいただい

た、もとの素直な心をとり戻す努力、精進が大切だと思います。素直な

心の人ほど、大きな悦びを私たちに分け与えて下さいます。そして貧し

い私たちの心の隅々まで明るく、豊かにして下さいます。 

 正法にたどりつく道は、まず常識、礼儀、報恩感謝を充分に実践して

ゆく努力から始まります。特に感謝は言葉や思いだけでなく、報恩の行

為が伴わない限りそれは感謝とはならないと先生からお教えいただい

ております。 

 私たち、正法を学ぶ者の報恩感謝への道は、第一に法を正しく実践し

て日々自己確立への精進をすることであります。第二に、その悦びをで
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きるだけ多くの人々に伝え、人々の心の奥に眠っている神性を呼びさま

すことであります。 

 明日あると思うことなく、いま生かされている一秒一秒の中で、報恩

感謝の精進を積み重ねてゆきたいものと思います。 

 神仏の大慈悲に対し、心からの感謝を棒げ、報恩の精進をお誓い致し

ます。 
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【「正しく見る」ことについて】1984-11月 

 

 先生のご著書を何回か読み返してゆくうちに、いままで気付かなかっ

た新しい教えにふれ感動いたします。ご著書に甲、乙はつけられません

が、「心の発見」「人間釈迦」こそ、地球上、最も深く、わかりやすく、

人間の正しく生きる道を説かれた永遠のバイブルであると確信いたし

ます。教えておられる万分の一も理解できていないのですが、一生懸命

に読み返してゆく中で、一歩一歩深く人間の心について教えていただけ

るのです。そして自分の心の状態を発見してゆくのです。 

 「正見」について、最近深く感動させていただきました先生のみ教え

を次にかかげ、あと、私の学ばせていただいたことを、まとめてみまし

た。 

 

 『波立つ水面の心では正しく見ることは出来ないでしょう。常にその

ままの姿が見られるような波立たない自分の心を作る努力をせねば前

進はありません』 

 

 『人生における失敗も苦しみも、本当は心を豊かにするための学習で

あり、もしも失敗や苦しみがないとすると、苦しみや悲しみの本当の味

を知ることができない。悪を通して善を通して大善を知るのであり、善

と悪が混り合っているので善の良さ、悪のみにくさが理解されているの

である。カルマの修正は善悪混合の環境でないと理解されない』 

 

 『素直な心が失われたとき、偏見が生まれる、そこには感謝の心がな

い。自分を小さくしている。八正道は循環しているのだ。 

 心の眼で見ること。片寄らないこと。心の針が中道を指していること。 

 正見は八正道の根本である。 

 己の心にないものは、自分の周囲に現われることがないからです。こ

の神理をまずかみしめていただきたい』 

 

（学習） 

 一日の生活の始まりは、まず目覚めて「見る」ことから始まります。

見るという行為には意識が働きます。「意識の中心は心である」と教え

ていただいております。即ち、見るという行為は心が働いて見ることが

できるということになります。肉眼の目は、カメラのレンズと同様に、

目の前の万生万物の姿をそのまま機械的に写します。心の眼に送信しま
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す。赤い花の色も、人によってそれぞれの赤さを見ます。したがって、

絵筆によって現われる赤い花の色は画く人によっていろいろと違った

表現をされます。一人の人を見ても、心やさしい人と見る人もおれば、

反対にやさしくないきびしい人として見る人もおります。このように見

ることは、同時に同一のものを見ても、一人一人がそれぞれ千差万別に

見ているものであります。見るという働きに心が伴うわけでありますか

ら、千差万別に見ることの原因は、それぞれの心にあるということにな

ります。 

 見るものが人によってそれぞれ違うということは、自分がいま見てい

るものは、他人の知らない自分だけのものを見ているということがおわ

かりになるでしょう。もしも、自分がいなかったら見ることはありませ

ん。自分があって始めて見るということは、自分と自分の見るものとは

同時発生であって、不二一体であるということになります。見ることは、

自分の心の通りに現象で現われることになります。したがいまして、自

分の周囲に現われるものは、すべて自分の心にあるものの現象化として

見るべきでありましょう。見ることは、いまの自分の心の次元で見てい

るということになります。しかし、日々の心の精進によって段々見るも

のも違ってくることになります。 

 心の次元によって見るものが違うということは、自分がこれまでの転

生輪廻の過程で心をくもらせてしまったということであります。 

 

 『正しさの在り方についていうと、八正道の目的が左右に片寄らない

中道にあるわけですから、自分の立場を離れて、常に第三者の立場でも

のを見る、聞く、語るということが大事になってきます。すなわち正し

さの規準は、全体との調和ということになります。そしてその調和はよ

り高い次元の調和を尺度とすることはいうまでもありません』 

 

（学習） 

 一秒一秒の生活の中で心をかたよらせない、実践訓練が大切でありま

す。いつも心が神に向けられておられるように心を正す努力をしましょ

う。自分の良心と神とを結んでいるつながり（中道）から、はづれない

ように一瞬一瞬の思いと行いを正して生活しましょう。 

 いくら失敗をくりかえしても、立ちあがって前進しようとする勇気と

不断の努力の積み重ねは、必ず徐々に自分の心に安らぎとなり悦びとな

ってかえってきます。そして慈愛の心が高まり、万生万物すべてに心か

らの感謝を捧げられる自分へと昇華してゆくことでありましょう。 
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 自分が、正しく見ようとする自分に対し、これを妨げる何物かがあっ

て心をくもらせていることを知っている。先生は、これを執着があるか

らだと教えておられます。自己保存・我執・我欲が執着となって不調和

な正しくない見方をしてしまうのだと教えて下さいました。 
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【「正しく見る」ことについて－２】1984-12月 

 

 前号にひきつづき、先生のご著書を拝読して私の感動した一節を抜き

書きいたしました。そしてその中で、学ばさせていただいたことを（学

習）としてまとめてみました。 

 

 『執着から離れたいと願うならば、まずものを正しく見ることから始

めよ。正しく見るためには自分の立場を離れ、客観的な眼を養え、そう

すると次第に“もの”の実相が明らかとなり、とらわれの心から解脱す

るようになる』 

 

（学習） 

 執着というものは、肉体をまとってこの地上界に生まれたときからも

つようになったのではないでしょうか。先ず、自分の肉体から始まり、

男と女に対し、次々と回りの“もの“にとらわれていったものと思いま

す。 

 

 

 『八正道の正しさは、その極点にいくと無我の心となる』 

 

（学習） 

 八正道を物差しとして、日々を実践することにより、いくらかずつ自

己保存・我執・我欲の執着から離れることができ、やがて執着がなくな

っていくにつれ、自分と他との境界はなくなり、心は無限大に広く、肉

体の乗舟もまた宇宙大に拡大し、いささかのとらわれもない、雲一つな

い境涯に立って正法を行じ、自分の職業に精進するのが八正道の極点か

と思います。そのためには、まずいまの一秒一秒を、ニコニコとルンル

ン気分で過ごせる自分をつくる努力が大切だと思います。怒り、ぐち、

足ることを知らぬ生活、情欲の思いといったものを一つももたない一日

を目標に精進しましょう。 

 調和とは回りを和（なご）ませる言葉を語るという。回りの人を和ま

せるためには、自分が和んでいなくてはならないと思います。 

 個の調和を家庭の調和へ、家庭の調和を社会の調和へとつないでゆく

ことが私たち神の子に与えられた大きな使命であります。 

 物事の認識判断は、眼で見た、耳で聞いたという五官によるものが基

本となっての生活をしてきました。自分自身の生活行為のすべての根元
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である思い、考えるという心をもちながら、それを忘れて五官・肉体を

基準とした生活をしてきました。姿や形に現われた世界を基準としてし

まい、この現象をつくり出している心を忘れていました。また、思い、

考える心に“ひずみ”のあることに気付かずに、その心のひずみが造り

出した環境で苦しみ悩んできました。 

 見た通りに思い、思った通りに行い、行った通りの結果に、寸分間違

いのない「法」の正確無比なことに気付かせていただきました。 

 心に千差万別という無数の光の量の段階があるように、正しく見る心

にも無限の段階があると考えられます。 

 私たちは、正しい段階を一歩一歩高めるために、今生生まれてきまし

た。“もの”に偏った正しさから、心の正しさ、心で正しく見る精進の

積みあげがこの世での目的であります。 

 

 

 『悪いことは、心に想っても、見てもいけない。心に描いたことはい

つか物質化するのが法則である』 

 

 『神は蛇をつくり、人類に警告を与えたのだ。業想念にとらわれて、

五官六根にふり回されると、やがて自分が蛇のようになると───』 

 

（学習） 

 反省とは原因の追及であります。 

 自分の心の表面意識の偏った自己保存、自我我欲が本能を、あるいは

感情等の領域をゆがめてきました。本来丸く豊かで心の各領域が調和さ

れてあるべきものを変形させてしまい、そこから苦しみが出るようにな

りました。そして、自分の我欲が正しく見ることを妨げるようになりま

した。 

 物には、すべて表があれば裏があるし光があれば影があります。一つ

の現れを見てもそれを感謝という神の光の方向から見るか、いやだなあ

と影の方向から見るか、見ることにも二通りあります。明るい光の面か

ら積極的にすべてを見たとき、そのすばらしいものの中に生かされてい

る自分を発見し、心から神に感謝を捧げることができるでしょう。一日

一日の生活の中で、いやな暗い出来事も、みな神が与えて下さった心の

糧であり、修業の課題であると感謝をし、光の方向から“もの”を見る

ようにしてゆけば、段々と自分の周辺に起きる出来事はみな素晴しいも

のとなることでしょう。 
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（ある学校の先生の手記から） 

 「教師という教える立場にはあるが、生徒から学ぶ姿勢がどんなに大

切であるかということだと思う。人間はこの世に自分の業を修正し魂を

磨くためと、平和な世の中にするために生まれてきたという。ふれあう

一切のものは、そのための学習の材料であるという。生徒はわざわざ、

授業料を払って、私を磨いてくれるために、今ここにいる。生徒があっ

て私があるのだ。これもありがたいことである。生徒も教師も校舎があ

って、雨風を凌ぐことができる。校舎は大地に支えられ、すべての自然

に包まれて私はある。なんとありがたいことだろうか。神は、私たち一

人一人に、その学習にふさわしい環境をお与え下されている」 
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【1985年分】 

 

【人間としての原点にたってみよう】1985-01月 

 

 始まりと終りの、一瞬一瞬のつながりのなかに、いま、私たちは生か

されています。 

 神の光にみたされて、永遠の流れのなかに、いまあります。 

 いつのときも、神のみ心のままに生きることを誓って、この地上界に

肉体をもたせていただきました。 

 しかし、物質界に出てしまうと、五官六根による煩悩にほんろうされ

て、いつしか、心を汚し、神のみ心から遠く離れてしまいました。 

 今生もまた、自我我欲にとらわれて、怒り、ぐち、ねたみ、そしり、

足ることを知らぬ欲望、情欲等に己を見失ってしまいました。人間とし

ての正しい道もわからないままに、苦しみのなかでもがいてきました。

人間は、どのようにしたら、この苦しみからのがれてやすらかな境地を

得ることができるのだろうか。死後はどうなるんだろうかと、不安な心

で生きてきました。 

 ところが、或る日突然、一冊の本を勧められ、疑心暗鬼のなかにも何

かしら心引かれるがままに、高橋信次先生の説かれる教えに、めぐり合

うことができました。始めのうちは、小さな自分の既成概念で、既成宗

教と比較をしたりし乍ら一歩一歩入ってきました。当然、偉大な方の悟

られた教えであることもわからないままに、学んできました。 

 時が流れ、日が経つにつれ、法を深く学ぶごとに眠っていた心のなか

の神性が目覚め、悦びに心がふるえる自分を発見いたしました。 

 先生は命がけで、一人一人の人の心に「この混濁した世にあって、光

の先達たれ」と教え導かれました。そのとき、感動の熱い涙を流して、

「この命が燃え尽きる日まで、この悦びを胸にかきいだき、法を正しく

実践し、一人でも多くの人々に叫んでゆきます」と、かたくかたく先生

にお誓いしたのでした。 

 昭和五十一年六月二十五日、先生には天上界におかえりになられ、再

びこの地上界での肉体を拝することはできなくなってしまいました。先

生は、「いつもお前たちの心のなかに生きつづけ見守っている」と教え

られたにもかかわらず、いつしか、「先生は、もうこの世にはおられな

い」と思ったり、語ったりしました。また「どうしてこんなに早くおか

えりになられたんだろうか」と疑念を持ったりも致しました。そして、

やがては「先生はもうこの世にはおられない」という思いにとらわれ、
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人々は西に東に、果ては外国にまで新たな師を求めて訪ずれ歩くように

なってしまいました。 

 今生の限られた大切な時間を割いてこの北陸の地に足を運ばれ、二日

の間、休まれることもなく「神は自分の心のなかにあるんだよ。己の心

を大切にして生きなさい」「神は神の子の必要なものはすべて与えてあ

る」と教えてゆかれました。今年は、先生がこの金沢で法を説かれて十

周年の記念すべき年であります。にもかかわらず、多くの人々の心は、

法から遠く離れ、不安と苦悩の世界をさ迷うようになってしまいました。 

 私たち法を学ぶ者は、ここでもう一度真剣に考えて見なくてはなりま

せん。それは、何故限られた時間を特に割かれて、日本海岸で唯一箇所、

この金沢で法を説かれたのであろうかーということであります。また、

昭和四十八年五月二十日、東京の中野での御講演の中で、「金沢の地は

守られてあるのだ」と説かれておられることも併せて、この地に生をい

ただき心を知る人達はあらためて心深く考えて見なければならないこ

とだと思います。 

 頭では先生の説かれた法を実践しているつもりでも、日々の行動は遠

く法から離れたものとなっているということは、法が心に根ざしていな

いからだと思います。 

 何故、法が心の中に育っていないのでしょうか。それは、先ず法を正

しく学習していないからです。 

 心行の始めに 

 「心行は 宇宙の神理 人間の心を 言霊（ことだま）によって表現

したものである 

 それ故 心行は拝むものでも 暗記するものでもなく これを理解

し 行うものである 

 正法は実践のなかにこそ 生命が宿ることを知れ」 

 と説いておられ、また終りには 

 「この諸説は未法万年の神理なることを悟り 日々の生活の師とすべ

し」 

 

 と諭（さと）しておられますように、「心行」こそ、先生が心血をそ

そいで悟られた法の根元であり、私たち神の子の生きてゆく心の指針で

あります。先ず「心行」を心深く理解し、正しく実践する努力を日々積

み重ねてゆくことが大切であります。 

 次に、いま与えられている環境にたいして、感謝することが大切であ

ります。 
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 神からいただいている、はかりしれない大きな慈愛にたいして、いつ

もいつも心をこめて感謝すべきであります。神を思いましょう。天なる

父に絶えず意識をむけ感謝しましょう。 

 また、今生肉体をもっての、またとない修行の機会を与えて下さった、

肉体先祖を始め、両親にたいして、報恩感謝の行いをしなければなりま

せん。 

 私たちが、法にふれる以前から、肉体先祖への報恩供養、両親にたい

しての孝行は、人間として当然の道であることを教えられ、知っており

ます。その当然のことができているでしょうか。 

 次に、常識、礼儀ある日常生活をしているかを、自分に問いかけて見

て下さい。 

 人間として、当然しなければならない最低の生活条件すらも実行でき

ていないとしたら、正法の光り輝く門には到底入門することは難しいも

のと思います。法に入門するまでに一人の人間として踏みしめてゆかな

ければならない階段がある筈であります。日常生活における自分の大き

な欠点をあらためてゆくことによって、法の入口が一段一段と近づいて

くるのです。 

 一日も早く人並の自分になるように一秒一秒を積み重ねることから

始めて見て下さい。 

 報恩感謝、礼儀、常識こそ、法に帰依するための必須条件であります。

この基礎的階段を一段一段と昇ってゆくために、もう一度、人間として

どうあるべきかという問いかけを自分の心にして見て下さい。 

 一人の人間として、父として、母として、子として、夫として、妻と

して、兄として、弟として、姉として、妹として、友人として、隣人と

して、自分は何かしていないことがないだろうか。つい忘れてしまって

いることがないだろうか。甘えていないだろうか。人並からはずれてい

るところはないだろうかと、点検をして見ましょう。 

 今年は十年という節目を迎え、もう一度初心にかえって再出発して見

ようではありませんか。 

 先生は次のように教えておられます。 

 「信心とは、神仏の心が宿っている自分の心を信じ、信仰とは、その

心で日々を行じることです。大自然に調和し、肉体先祖、両親にたいし

ては報恩し、万生万物には感謝する。この心を忘れなければ、人間の精

神は健全に保たれ、肉体も健やかになります」 

 

 この地に神の光がみたされますように 
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【北陸に生きる悦び】1985-02月 

 

 北陸の山も里も、すべてが雪につつまれてしまいました。神は、この

大自然を通して、己にきびしく、素直に、心美しく、清らかに、汚れの

ない一秒一秒の生涯を生きるように諭しておられるように思います。 

 雲間から差し込む太陽の光りに、美しく照り映える北陸の大自然を眺

めたとき、この地に生をいただいた悦びと感動は、私の心一杯に満ちあ

ふれます。この地に住んでいる人が皆思っておられるように、私も、こ

の地をこよなく愛しています。好きです。 

 ひろびろとして、果てしもなく拡がる日本海に面した、きびしい北陸

の地を美しいと思います。いとしいと思います。この六十年の生涯の間、

訪ね歩いた北陸の隅々の思い出は、いついつまでも暖かく心のなかによ

みがえってきます。雪の降りしきる暗い冬のきびしさも終り、雪解けの

大地から萌え出る青々とした草とともに、一度にどっと押し寄せてくる

ような北陸の春は、美しい花につつまれ、幾多の色彩に色どられ華麗に

変化するのです。 

 キラキラと水面に輝く真夏の陽は、この地の人に明るい悦びと希望と

勇気を与えてくれるのです。待ちに待った夏の日々は短く、やがて寂し

く秋の日へと移ってゆくのです。 

 木々の葉が、黄色から赤い色に変わり、やがて一枚一枚と落ちてゆき

ます。北陸の秋は、寂しく物悲しいと思います。しかし、秋の日々は静

かに過ぎ去った日のことを、ふりかえらせてくれます。悲しかったこと、

苦しかったこと、にがい思い出を、再び心の中で洗い浄める好機でもあ

ります。北陸の秋は、深い反省の日日を与えてくれます。 

 木枯しとともに訪れてくる北陸の冬は、この地に住む人々の心を引き

締めてくれます。一段と己にきびしく、しかもあるがまま素直に生きる

ことを諭してくれるのです。 

 神の子、万生万物が与えられた時を、与えられたままに一生懸命に生

きる精進のときでもあります。そして、隣人たちがお互いに協力しあい、

助けあって永い雪の季節を乗り越えるのです。知らず知らずのうちにお

互いが、回りの人に暖かい思いやり、助けあい、補い合う愛の学修をさ

せていただくときでもあります。 

 神は、この地にさんさんと降りそそぐ陽光と、澄み切った空気と、豊

かな水を始め、必要なすべてのものを与えて下さっています。更に、高

橋信次先生には始めてこの地に立たれ、北陸の大自然を讃えられました。

そして、この恵まれた地に住む人々を始め、万生万物に対し、神の子と
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しての道を説かれたのでした。 

 「この地に感謝し、この地をこよなく愛し、この地に命を捧げて生き

よ」と諭されました。 

 きびしく、またやさしいこの地に神はすべてを与えて下さっています。

私たちが、今生修業するために必要なものは、すべて与えて下さってい

るのです。遠くにあるのではありません。 

 この地にすべてあるのです。自分の心を「法」のもとに積みあげる努

力をした分だけ、心がひらかれ、その深い慈愛にふれ、悦びにみたされ

るのです。 

 己を生かし他を生かす、調和への努力のなかに、神の光を見ることが

出来るのです。 

 名誉、地位、財産、お金のなかに真の悦びはないのです。物質や思想

は永遠のものではありません。物質は、この世で修業するための一つの

方便にしか過ぎません。その方便に心をうばわれてしまい、永遠の宝を

見失ってはならないのです。思想のなかに真の教えはなく、人間の幸せ

は絶対にありません。 

 悟られた偉大な光の大指導霊が説かれた教え、「法」のなかにだけ、

人間の正しく生きる道が示されているのです。その正しい光の道を、教

えていただいた通りに実行した者にだけ、永遠の幸せが与えられるので

あります。 

 神から祝福をいただけるのです。 

 思想や哲学のなかには、神の心はありません。何故なら、一人の人間

の「こうなるであろう」という推測、考えだからであります。 

 したがって、そのなかに心の救いは勿論ありません。正しさの規準も、

その国々によってまちまちでありますし、人によって夫々ちがうのを見

てもおわかりになるでしょう。 

 「己を生かし他を生かす」生かしあうという、この大自然の法則のも

とに、精進努力をすれば、この世だけでなく、永遠に幸せの道を歩むこ

とが出来るのです。 

 この地に住む人々の心が、いつのときも、神の心を心として生きつづ

けたとき、この素晴しい北陸の大自然もまた変ることはないでしょう。 

 

 この地に生をいただいたことを神に感謝いたします。 
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【「正しく聞く」ことについて】1985-03月 

 

 「正しく」ということは、一寸止まって、「見る」「聞く」「思う」

「語る」ことが基本である。日常の生活の中で、出来るだけ「正しく」

あるように心がけているつもりであるが、よく点検して見ると、自分の

最も近い回りの人たちに対しては、正しい物差しを用いることを、つい

失念していることが多い。 

 それは、親友だから、家族だから、法の学習では先輩だから、先生の

お傍近くで永年修業された方だから、とつい自分の永年培ってきた既成

概念で相手に接し、無防備状態で、見たり、聞いたりしてしまいがちで

ある。 

 自分から見て遥かに立派だと思われる人であっても、必ず、人を中心

の考え方に走ってはならない。相手の話される言葉が、法に照らし正し

いかどうか点検をしたうえで、正しいものだけをいただくように心がけ

なければならない。先ず、始めにいただいた中味を点検をし、そのおま

んじゅうがいたんでいないか、ガラスの破片が入っていないか、をたし

かめてから食べて見ることである。最初にたしかめもしないで、あの人

がくれたんだから、といってパクリと口に入れ食べてしまうとあとで、

食道にガラスの破片がささり、あの人はひどい人だと悪口をまき散らし、

やがては己を駄目にするような結果となりかねない。 

 最初のうちに、二つに割って中味をたしかめていただけば、おいしさ

も一段と増し、相手に感謝の思いをしながらいただくことができ、身も

心もさわやかに過ごせるというものである。そうなると、己を生かし、

また相手も生かすことができることになる。相手が下さったものを、正

しくいただくことによって、自分の心深く消化することもできる。 

 逆に、正しく点検をしないで、あの人の言うことだから、と鵜呑みに

してしまうと、中味を深く点検をしないために、理解も深くないので、

完全消化とはなりにくいのである。よくたしかめても、いまの自分では

どうにも判断が出来ないときは、じっくりと考えて、正しいと思った方

をとりあげて食べて見ることである。もし、まずかったら捨てて、もう

一つの方を食べ直して見たときに、始めてその体験によって、正しい味

が理解できるものである。 

 先生は、人間釈迦（第三部）の、ブッダ・サンガーの生活（二二五頁）

の中で次のように教えておられる。 

 「サロモンよ、人から聞いた話をそのままうのみにすると、間違った

見方や思い方をしてしまう。まず、その事実を、正しく自らの眼でたし
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かめ、考えるべきであろう。そうでないと、人の話でねたみの心をつく

り上げ、自分自身を暗い穴に引き込んでしまうだろう。 

 あの木の梢に生っているマンゴーの実を見なさい。あのマンゴーの味

があなたにわかるか」 

 ブッダが指差すマンゴーの木に目を移した修行者は、ブッダの言葉に

返すことができず、黙ってしまった。 

 「あのマンゴーの味が、今ここであなたにわかるか」 

 ブッダはつづいて修行者にきいた。 

 「うん、あの色具合からみて、もうしばらく日数をおかないと、味は

よくないと思うが……。いったい、それがどうしたというのだ！」 

 「取って食べれば、はっきりと味がわかろう」 

 「それはそうさ、とって食べれば味は誰だってわかるさ」 

 「サロモンよ、私のいわんとするところは、私の説く法を実践するこ

とだ。そうすれば法の味がわかるはずではないか。人の噂や理屈だけで、

あれこれといわれる前に、まず実践してみることである。そうすればマ

ンゴーの味と同じように、甘いか、すっぱいか、わかるというものだ。

実践してみて、そのうえで、これはちがう、これは本物だとわかるもの

だろう。 

 知識として貯えた学問を生活の中に生かし、体験して智慧にかえるこ

とが、シュバラーヘの道ではないか──」 

 

 「今という時に、自己を正せ。今という時に自己を正さなければ、先

にゆけばゆくほど更に大きな荷物となって、常に苦悩と同居することに

なろう。場所によってそなたたちの心が定まらないとしたならば、やが

て日は暮れ、一寸先は闇の人生が待っているということを知らなくては

ならないだろう。 

 場所や時間に関係なく、今に生きることが大事だということだ。 

 明日があるという心を捨てよ、明日があると思うところに、気のゆる

みが生じ、放逸な心で今日を過ごす。このような者たちこそ、愚かな人

生を送ってしまうことになる。 

 そなたたちサロモンは、そのような小さな心であってはならぬ。この

大自然すべてが、そなたたちの住家である。そうしたブッダの心の中に

住することだ」 

 

 自分のせまい知識や、生まれてから今日までの間に養ってきた既成概

念を、いつとき脇に置いて、「法」を学び精進努力することが大切であ
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る。深遠な神理を、小さな自分の知識や既成概念で、どれだけ推し測ろ

うとしても所詮無駄なことである。どうしても、人間は自我というフィ

ルターで、見たり、聞いたりしてしまうものである。そしてそこから苦

悩が生まれるのである。自分のフィルターをはずし、素直な心で、「法」

に眼を注ぎ、耳を傾ける努力をしたとき、理解が深まり、希望と勇気が

湧き、悦びが湧現される。 

 人をたよりにして進んでゆくと、やがては、盲信や狂信につながり、

必ずや混乱が生ずる。高橋信次先生の説かれた道は、「法」を中心に正

しく生きる永遠の道であり、調和への道である。 

 高橋信次先生御詠 

  年を経て 心の道に迷いなば 法をたよりに 正道を行く 

 

  偉大なる師に感謝を捧げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

【心に春を】1985-04月 

 

 春が来た 春が来た どこに来た 

 山に来た 里に来た 野にも来た 

 花が咲く 花が咲く どこに咲く 

 山に咲く 里に咲く 野にも咲く 

 鳥がなく 鳥がなく どこになく 

 山になく 里になく 野にもなく 

 

 私たちは、かつて、この歌を小さい口をいっぱい開いて歌いました。

春になると、いつも歌いました。そして、心の中でもう春がくるんだな

あ、もう春になったなあーと思いながら、大きい声で歌いました。 

 いま、また春がめぐってきました。やがて花が美しく咲き乱れ、烏が

嬉しそうにさえづることでしょう。春は、一年のうちでも一番明るく、

悦びと希望に胸ふくらませる季節でもあります。太陽の陽光が、さんさ

んと輝き万生万物が躍動し、生気のみなぎるときであります。 

 私たちも、心の中にひそんでいる、暗くきびしい冬の性分を切り捨て

て、春の心になりましょう。明るくはずんだ声で、「春がきた」を歌い

ましょう。 

 歌われましたか。どうです、心の中がなんとなく明るくなり春になっ

たという感じがしてきましたでしょう。 

 むずかしいことを思ったり、お話をする前に先ず自分に問いかけて見

て下さい。 

 いま、心が明るいかな。顔に笑みがあるかな。目が優しく笑っている

かなーと。 

 明るい心、はづんだ心、悦び一杯の心、感動の心、なごやかな心、感

謝できる心、と精一杯明るく安らいだ心にしましょう。もし、どうして

も明るい心になりにくいようでしたら、静かに眼をつむって下さい。そ

して、自分の夫、妻、子供、両親、兄弟、友人その他、衣、食、住、大

自然の環境等、すべてのものがみんな神から自分に与えられていること

を考えて下さい。そして、こんなにすばらしい環境を与えていただいて

いることに対し「有難いなあ、すばらしいなあ、私は孤独ではない、神

がいつも見守っていて下さるんだ。うわぁーすばらしいんだなあ。こん

なにすばらしいところに生かされているんだなあー」と心の中で、或い

は声に出して何回も叫んで見て下さい。だんだんと心が豊かになってき

ます。明るくなってきます。 
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 いつも、ニコニコ顔の自分になるように努力をしましょう。心が明る

くなれば必ず笑顔の持主になれます。 

 笑い顔の時には、怒り、ぐち、ねたみ、悪口はありません。まわりの

人々の心までも明るくします。 

 どんなにすさんだ暗い心の人にも、笑いがあります。忘れていた笑い

顔をとり戻しましょう。ニコニコ顔の人から出る言葉は、はづんだ、や

さしくあたたかいものです。それは周辺の人の心の中まであたたかくし

ます。 

 また、人間には、心から涙を流す美しいまこと心があります。他人の

悦び、悲しみにもともに熱い涙を流せる、あたたかい心の持ち主になり

ましょう。きよい涙は、すべての罪を許し、どの人の心をも浄化してゆ

きます。美しくかえてゆきます。そして、神の心に近付けてくれます。 

 いま、おかれているきびしい人生こそ神の大きなはからいであります。

このきびしさから逃げてはいけません。あらゆる智慧をしぼり、創意工

夫をこらしてゆけば、必ず道は開かれるのです。人間には不可能とか、

駄目といったことは絶対にありません。すべてが自分にとって救いであ

ります。神の慈愛であります。そのためには敢然として立ち向ってゆく

勇気が必要であります。 

 次に、自分自身の心の調和であります。夫婦の心からの調和でありま

す。恐れはありません。一つもないのです。いま、自分の心が如何に苦

しみもだえ、暗くとも、太陽の陽光を始め、与えられている大自然のは

からいはすべて明るい明るい、あたたかいあたたかいものでみちみちて

いるのです。大きく深呼吸をして静かに心の眼を見開いて眺め回して下

さい。明るい明るい、まばゆいばかりの大きな光の中にいま生かされて

いるのです。心の中に春をとりもどして下さい。はずんだ大きな声で、

「春がきた」を歌いましょう。むづかしいことではありません。心を明

るくすれば、必ずやすべての明るい姿を見つけることができるのです。 

 

 神の大きなはからいに感謝を捧げて 
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【自分を生かし他を生かす】1985-05月 

 

 私たちは、日常生活においてとかく自己中心の思いや行いをしがちで

あります。 

 怒りにカッカ燃えているときは、他人の立場など考える余裕はみじん

もありません。燃えさかった火が消えるまではどうしようもありません。

こんな状態が自己中心の極端な姿ではないかと思います。自己中心とい

うことは、自分自身のことで心が一杯で、相手の立場まで思いやること

ができない、つまり心に他人のことまで考える「ゆとり」のない状態だ

と思います。 

 ですから自己中心の人の思いや行いは、己を中心とした非常に小さく、

せまいものです。しかし、心を積みあげるにしたがい、回りの人の立場

を考え乍らまた、自分の立場を考えていく、自分の立場を考えまた相手

の立場を考えていくとしたら、ゆけるようになったとしたら、その人は

自分ともう一人の人のことを考えられる人になった。もう一人の人のこ

とを考えられるような心に一歩ゆとりが出来てきた。それだけ心が広く

なってきたといえると思います。 

 したがって、行いにも、思いに見られるような、他人に対する行いが

苦もなしに出来るようになってゆきます。そのときに、一一(いちいち)

相手の人の手のあげおろしや足のあげおろしまでかまうのではなく、相

手の人が、自分の思いや行いによって傷つけられることなく、やすらい

で生きられ、自分もまた悦び一杯でやすらいだ心になったとしたら、始

めて、自分を生かし相手を生かすことができたといえると思います。 

 しかし、相手を生かしたつもりでも、つい調子に乗って相手の領域に

まで深く立入ってしまうと、相手の人の心を乱し、不愉快な状態に追い

込んでしまうことがあります。始めのうちは相手の人も不愉快を「がま

ん」していますが、そのうちにだんだんと積もり積もって、やがてその

苦しみは爆発し、いっぺんに不調和になってしまいます。相手を生かそ

うとする思いも、押し売りの善意になってしまうと今度は相手の人にと

っては、誠に迷惑千万な状態となります。その時の自分はもう自己本意

になってしまっているのです。 

 相手を生かそうとするときに、最も大切なことは、自分自身の身心が

法によって健全であることであります。自分の心にイライラがあるとし

たら、もう思っていることに正しくない原因をつくっていると思います。

法を規準にして自分の思いと行いを、細かく点検しておれば、いつも心

は平安です。 
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 法からはずれていないかどうかを点検する方法は、先ずいま、自分の

心が、やすらいだ状態にあるかどうかということであります。自分の心

がイライラとゆれているとしたら、いま、相手の人に対する思いか行い

が正しくない状態にあるからです。直ちに、そのイライラゆれている原

因を追及して見て下さい。どこかに必ずその原因があるからなっている

のです。 

 先生は、原因があるから結果となって現われる=因果応報=のだと教え

ておられます。私たちは、四六時中、いつも心の中で何かを思い、考え

ております。心が落ち着かない時など、「心行」を唱えながら、「アッ

あそこのカギをしめてきたかな」、「今日あのことをあの人にいうのを

忘れたー」、「あの人に今朝ひどいことをいわれたなぁー」とか、いろ

いろなことが、心の中で浮いたり沈んだりします。 

 こういうことも、心のわからない始めのうちは、自分の頭の中にこん

な動きがあるのかと思っているのですが、だんだんと、自分で自分の心

の動きを見つめるように努力をしてゆくうちに心の中で作用している

ことが、わかってきます。次第に一秒一秒の動き＝感動とか、怒り、ぐ

ちでイライラしていることがわかるようになってきます。 

 心の動きが手にとるように眺められるようになっていったら、一秒一

秒をやすらいで、やすらいで、明るく、さわやかに、ルンルンと過ごせ

るようにもっていく、維持していく工夫と努力を致しましょう。かんじ

んなことは、一秒、一秒法を規準に自分の心を見つめ乍ら生きる訓練が

大切なのです。つい、自分の肉眼に写る現象にとらわれ、心不在の自分

になりがちであります。 

 朝のうちは、ちょうしがよかったんだけれど、お店が忙しくなったら、

つい、こられたお客様の言葉や行動、お金、ものに心をうばわれてしま

って、アッ大変、自分の心を見つめなくっちゃーと思った時には、もう

夕方になっていたということになります。これを裁縫のミシンがけに当

てはめて見ますと、朝から夕方までの間は、ミシンの針が飛んで縫われ

ていないような状態となります。心の面でいいますと朝から夕方までの

何時間もの間、自分の心を見つめ、正しながら生きなかった。自己中心

の思いや行いの時間を過ごしてしまったということになります。 

 これはわかりやすく、色でわけて見ますと、朝と夕方は、心をみつめ、

一秒一秒を正しながら生きていたのですから「金色」であります。朝か

ら夕方までの自我我欲のままに生きた時間は「黒色」となります。心を

汚してゆきます。心を自我我欲で汚した人が、反省をしているとき、頭

上からは、もくもくと黒い煙があがっていると教えておられることでも
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おわかりいただけると思います。 

 一秒一秒どんな環境にあっても、自分を正す、即ち「止観＝とどまっ

て点検をしてみる」をし乍ら生活する人こそ、真の正法者であります。

私も、いつもミシンの針を飛ばしては「アッしまった」と悔んでいる一

人でありますが、これから先、残された人生を一日でも早く、完全に「止

観」できる生活実践をしたいと念じ努力を、している次第であります。 

 一秒一秒を正しく生きれるようになったときに、始めて真に自分が調

和され、「自分を生かす」ことが出来るようになったといえるのではな

いでしょうか。それとともに、また相手の人をも全く「生かす」ことが

出来る訳であります。それが、一人だけでなく、五人、十人、百人と生

かしていけるとしたら、それだけ心が豊かで広く、あたたかい人だとい

えるのではないでしょうか。 

 名誉、地位、財産、お金持の人が立派な人、人格者ではなく、こうし

た正しい規準にたって、人のことを考えられる人、行動できる人こそ、

真の人格者といえると思います。何故なら法即ち神の心を心として生き

ている人だからです。私たちは、この人格者となるために、この世に修

業に出させていただいた訳であります。 

 人は誰でも、回りの人の姿がよく見えます。そしてその行動を見た時、

自動的に自分中心の思いや行いの規準に合わせて見てはずれていると

「おかしい人だ」「あの人は駄目な人だ」と、相手以外の人に言います。

そのとき批判しているその人自身、正しい心で相手を眺めて言っている

でしょうか。殆んどの人は自分の肉眼に写ったものを、そのまま自分の

ひずんだ心→感情を通し外へ吐き出している訳です。 

 先ず、自分がどうして他人の行動が気になって仕方がないのだろうか。

どうしてすぐ他人の欠点を回りの人に言いたくなるのだろうか。自分の

心に思ったり、他人に言うことが、自分の心と他人の心にどのように作

用するのだろうか、と考えて見たこともないと思うのです。また、自分

の心を制し、自分の口を正す方法を知られないのだと思います。 

 しかし、自分の肉眼では見えないけれども、先ず自分の心を黒く汚し

ます。また聞いている回りの人にも自分中心の思いという毒を流し他人

の心までも汚し暗くしてゆきます。また、自分の善なる心も、他人の心

をも汚したという苦しみで二重苦を持つようになり、ゆがんでいる心は

益々ひずんでゆきます。自分も他人の欠点をいい乍らそのときは、心地

いいつもりで話をしているのですが、心は次第に苦しくなってゆきます。 

 いまの自分自身がその苦しみに気付かないとしたら、それはちょうど

沢山の着物を着てその上から針を差しても針の先が届かないので痛み
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を感じないように、一枚一枚ぬいでいくにしたがって針の痛みが感じら

れてゆきます。心も同様で、心が汚れていると自分自身のまちがった思

いや行いでも痛みが感知出来ません。しかし、反省を重ねた生活をして

いますとだんだんと心に痛みが感じられ、いち早く自分のまちがいに気

付き修正しないではおれなくなります。 

 他人の言葉や行動が直ぐ気になり批判してしまう。しないではおれな

くなるということは、批判している人の心が、相手の良い点よりも欠点

にすぐむけられるという処に原因があります。どうしてもそういう波動

をすぐ受信してしまう心の持主だということです。 

 そして他人の欠点をいっているときの自分は、自分の心を内省する意

識が不在になっているのです。心が外の現象にうばわれている状態であ

ります。相手の言動を眺めている肉体の眼は心の眼に通じてゆくのです

が、他の人がやはり同じものを見ていても、夫々違った見方をします。

見方が人によって違うとしたら自分の眼に写るものは自分だけのもの

となり、究極は、自分の心の姿であるといえるわけであります。 

 神は、その人自身、自分の言動に気付かないので、回りの他人の姿を

縁として本人に気付かせようとなさっておられる大きな大きなはから

いであると思います。人間関係は只あるのではなく、縁によって精妙に

人智をこえた深えんな仕組みになっていることを教えていただいてお

ります。自分以外の他はなく、他もまたすべて己であります。自分以外

の他があるならば、それはすべて自分を生かすための大慈悲であると思

います。他を語るなかれ、己の心に意識をむけよ、といわれることもこ

こに真実があるのではないでしょうか。 

 今日からは、自己中心ではなく、横の人、お隣りの人、お向いさんの

人たちのことを思いやれる、生かせる自分になれるように一段と精進し

ようではありませんか。そのとき自分の心が五月の天空のように晴れ晴

れと明るく、明るく、さわやかに安らぎと悦びにみたされてゆくことで

ありましょう。そして、同時に偉大な神の光にみたされてゆきます。 

 今日一日に感謝を捧げて 
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【自分をかえりみて】1985-06月 

 

 三年前に会社の前庭に記念植樹をしたライラックが、今年始めて白い

花を咲かせました。先生が金沢でご講演されて七年目の七月六日に、私

は先生のお心を偲び、この木が成長してゆくのと同じく、北陸の隅々に

法が拡がってゆくことを念じて、このライラックを植えたのでした。こ

れからは毎年この委節になると香りの高い清らかな白い花を咲かせ、道

往く心ある人々に語りかけてゆくことでしょう。 

 あれからもう三年という才月が流れ、今年は十周年を迎えるわけであ

ります。この十年間、三千六百五十日という二度とかえってこない貴重

な日々を自分はどれだけ真剣に精進したであろうかとふりかえって見

ると、何ひとつ進んでいない自分を只只恥入る次第であります。 

 この十年間、心から満ち足りた安らぎの日々を何日間送ることが出来

たであろうか、それは読むほどしかない極めて少ない日々でありました。

殆どの日日は、「そんなことでどうする。甘い甘い」「もっと自分に打

ちかてる己をつくれ」「欲望にふりまわされるな」という心の叫びに、

のたうちまわっている日々でありました。 

 いくらかやすらいだ時を過ごした日々は、どんな日々であっただろう

かとふりかえって見ますと、日常生活の中で、会社の経営についてきび

しい問題に直面したときとか、肉体的に不調和になったとき、原稿を書

くとき、法の学習・反省をしているときでした。しみじみとこの世的に

きびしい環境こそ自分にとって救いになっているときであると思いま

した。 

 経済的にも肉体的にもすべてが満ち足りているときには、どうしても

物にとらわれるようになり、どうしても心は安楽な生き方になってしま

います。そのときはどうしても意識を自分の心の内深く直視し乍ら生き

ることはできません。一番自分の弱い部分が大きく花開き、物や肉にと

らわれた波動の荒い生き方になってしまいます。少年時代はもっと理性

が強く、自分にきびしいというよりもそれが当り前のような思い方で生

きていました。処が年を経るにしたがい、社会のあらゆる世界を眺め知

ってゆくにしたがい、だんだんと自分の欲望に負けてゆくようになって

ゆきました。 

 欲望に負ける瞬間は、“ああ、これでまた元の振り出しにもどるなあ、

でも、いま、これが欲しいんだもん、この方がいま自分に必要なんだ、

この欲望にどんどん溺れてゆこう──もうどうでもいいや──”という

悪魔のささやきに身も心も欲望を満たす安楽という坂道をころげ落ち
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てゆくのでした。自分にとってきびしい環境のときは心を見つめている

ために、少しも悪魔の誘惑はないのです。しかし、一寸の安楽な心にな

ると、そのすきにたちまち魔は入り込んできて、自分の弱い処をつつい

てくるのです。魔は、自分よりももっともっと瞬時の油断もなく自分の

心を見ているんだなあと思います。 

 私は、かつて誰よりも、人に思いやりのあるやさしいやさしい人間で、

また、至極理性に強い人間であると思っていました。しかし、法に帰依

してから、年がたつにつれ、自分に甘く人にきびしい自分であり、欲望

には、直ぐ負ける極めて弱い人間である。また、他人には負けたマの字

もきらいという我の強い「あく」の強い人間であることが、いや応なし

にわかってきました。ですから、どこを見ても何ひとつ取り得のない人

間であったのでした。 

 さあーこれから先、残されたわづかな時間の間に全部修正できるであ

ろうか。とんでもない、その万分の一もとれないだろうと心の一方が叫

ぶのです。できるだけきびしい環境でないと自分は直ぐ負けてしまうん

だなあ、だから、今生は、きびしい環境を次々と与えられてきたんだな

あ。この十年という節目を期に『約束したことはどんなことがあろうと

必ず実行する。決して欲望に負けない、さわやかな生き方を目指そう。

どんな人に対しても愛の心でお目にかかろう。』という誓いを新たに致

しました。 

 こうして決意を新たにして精進できるのも一重に高橋信次先生から

ご指導をいただいたからであります。正法にふれる前は全く無智な未熟

児のような自分であったと、いまから思っても身も心も寒む寒むとし、

恥ずかしい思いで一杯でございます。でも、まだまだ道は遠く自分の殻

を打ち破ることができずに、独り悶々ともがいている今日比頃の自分で

あります。 

 でも、神は神との約束も一向に実行できないこの怠惰な自分を見捨て

ることなく、日々少しでも強い人間になれるように、また愛深き人間に

なれるようにと、「苦節」という偉大な慈悲をお与えいただき、おそれ

ることなく勇気をふりしぼってたちむかって行くことにより、偉大なる

悦びが発見できることをお導き下さっております。どんなにきびしい

日々であろうとも、心楽しく、さわやかに、同志にかこまれて、こうし

て人並みに生きていること、生かしていただいていることに心からの感

謝を捧げねばならないと改めて深く思います。 

 感謝しそのご恩に報いる道は只ひとつ、自分の救はれた悦びの真実を

周辺の人々に語り伝えてゆくことであります。そうすることによって人
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に与えた分だけ自分の心の泉に尽きることのない慈悲がこんこんと湧

いてくることでありましょう。 

 他人にその深淵な悦びを分かち与えることにより、自分を生かしまた

相手を生かすことができ、ますます自分の心を大きく豊かに進化させて

ゆくことができるものと確信いたします。 

 再ひ初心にかえり、かつて先生にお誓いしたことを肝に銘じ、この感

動をますます大きく育てながら、日々心の精進を積みあげてゆく決意で

ございます。 

 偉大なる高橋信次先生に心からの感謝を捧げます。 

 

 北陸に 正しき道を 

   伝えよと 

    師のあたたかき まなざし偲ぶ 

 

因果応報――これは宇宙の原理、すべてのものは循環するので、善悪の

因縁因果は常について回る。では救いとか、自由というものはどうなる

のか。因果の循環の中では救いがないように思われるが、循環の中にい

るかぎり、その通りなのである。 

 そこで解脱とか、自由というものは、かつてつくり出した因果の循環

から離れることをいうのである。そうして進んで、善因善果をつくるべ

く心掛けることである。解脱とは、煩悩による執着の想いから離れ、中

道という正しい生活をすることである。 

 とらわれのない自由な心に帰ると、かつてつくった因縁の業（カルマ）

によって、仮の病気になったとしてもその苦痛はずっと少なく、苦痛の

中に心まで埋没することはないのである。人間の救いとは、こうした業

因縁から心を離すことなのである。 
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【金沢講演に思う】1985-0７月 

 

 高橋信次先生が、北陸放送会館でご講演されましたのが、いまから十

年前の昭和五十年七月六日でした。 

 当日、先生の言霊はこの金沢の地から全宇宙にむけて伝わっていった

のでした。金沢におけるご講演も、きっと先生が今生、地上界に出られ

る以前から計画されていたのではないかと思います。それは、金沢に来

られる二年前の昭和四十八年五月二十日に、東京の中野でご講演された

中に、「金沢に米軍の原子爆弾が落されることになっていたのが、天上

界の配慮により落されなかった。このように天上界の配慮により守られ

るべき処は守られている」というお話をされていることや、昭和四十九

年九月頃大阪で北陸地方の方々が先生に「一日も早く北陸で講演をして

下さい」とお願い申しあげた処「金沢に出ている使命のある者がふれて

きたときに行くことになっている」といわれたということ等をあわせて

思うのです。 

 私ごとき者がこんなことを想像することは、全くもって出放題なこと

ではありますが、五月の始めに、電話で七月に金沢で講演をするから準

備を始めるようにというご指示をいただき、びっくり致しました。なに

せ、三月九日に初めて大阪で先生にお目にかからせていただいてから、

ほんの二カ月余りしか経っていないものですから、びっくりするやら、

嬉しいやらで大変でございました。 

 早速、手分けをして北陸の隅々に P.R.するため連日、夜を徹してポス

ターを張ったり、計画を練ったりで、初めてのことではありましたが、

悲願であった大聖者を、金沢にお迎えすることになったのですから、関

係者の張り切りようは大変なものでした。いまも、当時の充実した感激

の日々が胸の中に高鳴っております。 

 一カ月位前だったかと思いますが、やはりお電話で、「当日は会場が

満員になって入り切れないから、会場の前庭でも聞けるような放送設備

を手配をするようにー。」とのご指示をいただき、先生にはもう当日の

状態が手にとるようにおわかりになっておられるのかと身も心もひき

しまるような感動を致しました。 

 また、同じ頃に、北陸の各地から、「うちのノイローゼの子が夜にな

ると異常に騒ぎ出して困っている。何とかしてもらえないだろうか」と

いう電話がひんぱんにかかるようになり、「こりゃ一体どうしたんだろ

うか」とびっくり致しましたが光の大天使がこられる日が近づいてくる

ことで悪霊が騒ぎ出した現証であることをお聞きし、あらためて偉大な



98 

 

大聖者であられることを知りました。何しろ私自身、東も西も皆目わか

らず、見るもの聞くものみんな初めてのことばかりの状態なのですから

毎日毎日が大変でした。突然、暴風雨の嵐の中に引きこまれたような状

態ですから、わからないことだらけでどうしてよいか途方にくれ、度々、

電話で関係の方々のご指導をいただきました。 

 当日は、早朝からしのつくような大雨で、計画外の異変の出来(しゅ

ったい)に、「困ったなあ、予定した人数が集まるだろうか」と、何か

と聴衆の人数にとらわれるのでした。 

 雨の降りしきる中を、私たち夫婦は、小松飛行場へお出迎えに走りま

した。 

 先生は飛行機から降りられて出口に向って歩いてこられ、私の姿を見

つけられると、手を振って「雨はもう晴れますから、大丈夫ですよ」と

おっしゃり乍ら歩いてこられました。 

 金沢までの車中では、いろいろと話しかけられるのですが、事故を起

したら大変だという思いにとらわれたのと、五十年の人生をすべて後か

ら見透かしておられるという思いとで、コチコチにあがってしまい、返

答も上の空でした。台湾へゆかれて、カシャパーにお会いになられた模

様をお話し下さいました。先生のお言葉の通り雨もいつのまにか晴れあ

がり、講演会の始まる頃には、熱いカンカンの陽照りになりました。 

 控室から講演会場へと、ご案内しているみちみち、先生は私に「今日

は矢でも鉄砲でも受けて立つぞ」と、それはそれは張り切っておられま

した。ご講演が終り次の現証に入られる間、会場の片隅の囲いの中で、

先生の汗まみれの上着や下着をぬいでいただき、冷たい氷の水につけた

タオルで全身をふかせていただきました。 

 初めのご計画では、六日は日帰りの予定でしたが、その後一泊される

ことになり、翌七日は、午前中北陸の主な（石川、富山、福井県各一名）

方を個人指導されました。 

 そのあと、先生は私に「今回の金沢講演は大成功でした。今回の金沢

講演会が、今後の伝導活動の方向を大きく変えてゆくことでしょう」と

激賞して下さいました。 

 地元世話人との中食会の席で、先生はこれまでの労苦をねぎらわれ、

また今後に対する励ましのこめた、朗詠をされました。 

 

   道ひらく 加賀の都に 灯が 

   心の中に 光り輝く 
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 力強い先生のお声の波動は北陸の隅々までひびいてゆくように思わ

れ、私は拝聴しているうちにもう胸がこみあけてきて、只々、涙がどっ

とあふれ、泣けてくるのをどうすることもできませんでした。先生に出

席者を代表してお礼のご挨拶を申しあげようと思ったのですが、ぼうだ

として流れる涙と男泣きに泣きじゃくるのをとめることもできず、言葉

も出ないまま失礼をしてしまいました。私の一生のうちこんな不思議な

経験はいまもってございません。 

 きっと私の魂と魂の兄弟全員がこの二日間に亘る感激と感動とで混

乱したのではなかったろうかと思います。 

 私の室に、この先生のお書きになられた短歌を掲げてありますが、日

がたつにつれインクがうすくなり消え消えになってきておりますが、私

の心の中にはいまも、当日の先生のはりきった、すきとおるようなすば

らしいお声が聞えてきます。 

 十年の才月が流れたとはいいますが、私の心の中では昨日のことのよ

うに思い出されるのです。先生はいまも、その当時と何ら変りなく、今

日まで次々と多くの縁生の方々を私にご紹介して下さっておられるの

です。私はこれまで幾億千年とこの地上界へ転生輪廻させていただいた

ことでありましょうが、今生のような光栄ある機会をいただいたことは

初めてのことだったと思います。このような栄光をいただいたことは私

の魂にとってこのうえもない有難い名誉なことであります。 

 今生ある限りは勿論のこと今後幾転生を経ても、この感激の日日のこ

とを心に大切にして精進してゆく決意でございます。これも一重に、私

の修業にご協力下さいました先輩並びに同志の方々のあたたかいお心

によるものとここに心から感謝を申し上げます。 

 偉大なる師の深遠なるお心に感謝を捧げます 
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【我が家を襲った台風】1985-08 月 

 

 昭和五十年二月八日は、私たち夫婦にとって永遠に忘れることのでき

ない日となりました。 

 銀婚式も過ぎた今日、あと残された余生は、事業の繁栄と、二人の娘

の孫の顔を見ることが、最高の幸福だとしか考えていなかった私たちで

した。しかし、この日を境に、この世だけでなくあの世にも持って帰れ

る最高の悦びを、お教えいただき、この世に生まれて始めての言いつく

せない感激と感動の涙を流している毎日でございます。 

 この日の義兄は、いつもと違って柔和な中にも幾分緊張気味の顔つき

で、「これまで、三年間も高橋信次先生のお教えについてお話しをして

きましたが、いつもまたかとうんざりした顔をされて、仲々深く理解し

ていただけませんでした。きっとうちの話し方が下手だからなんだと思

いますが、今晩はこの方のご講演のカセットテープを持ってゆきますか

ら、ひとつじっくりと聞いてほしいんです。きっとわかっていただける

と思うんだがね」と言うのです。 

 始めのうちは、また義兄の「高橋信次先生のＰ・Ｒ」が始まった、新

興宗教に狂った人はどうしようもないなあと、心のなかで思っていたの

ですが、いつものとつとつとした話し方とちがって非常に迫力のある説

得振りなのに内心びっくりいたしました。 

 いまから考えて見ますと、私の魂と魂の兄弟が一ときも早く聞きたい

と願っていたのでしょう、いつもとちがい今日はぐいぐい引き込まれて

ゆく異常な感じでした。 

 義兄は夜の凍てついた寒い雪道を息せききって来るなり、食事なんか

どうでもよい、何とか今日こそは妹夫婦にわかってもらいたいという風

で、早速、ご持参のテープレコーダーに、テープをセットされました。 

 突然、かん高い、しかもすごく迫力のある声が室一杯に飛び出してき

ました。ひと言も言い間違いのない、しかも少しのつかれもない声が、

私の心にずしんずしんと突き刺さってくるではありませんか。始めは、

内心、「いつも耳にタコができる位聞かされているけれど、どんな程度

の話かい」と冷ややかに思っていました。しかし、いつのまにか、講演

の内容は何もわからないのですが、心はグイグイ引きずりこまれてゆく

ようなのです。そして心は、こりゃーおかしいぞー。普通の人間の声と

は違うぞー。という思いが一杯になり緊張してくるのでした。 

 隣の台所で、夕食の仕度をしていた妻もいつのまにか私の横に来て熱

心に耳を傾けているのです。テープは先生のご講演も終わり、現象へと
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進んでいるのです。静岡県の山村から出てこられたという、一女性のこ

の世の人の声とも思われない美しく澄んだ声が、自分の過去の世界のこ

とを思い出されて語り始めました。 

 いつのまにか私の胸がカーッと熱くなり、奥の方からこみあげてくる

ような、いままで経験したことのない状態になってきました。目は涙で

あふれ、いまにも涙が落ちそうになってきましたが、これまで何やかや

と言ってきた義兄の手前、泣き顔は見せれんぞという気持で自分を平常

心にたて直そうとするのですが、むしろ逆の方向へ、しかもすごい力で

ぐいぐい引きずり込まれてゆくのをどうすることもできませんでした。 

 妻はいつも□ぐせに「あなたの信抑はどこか間違っている。私はお宮

さんに神様がおられたり、お寺さんに仏様がおられる筈がない、自分の

心だと思う」と言っておりました。その妻が、目に涙を一杯あふれさせ、

涙声で「私がいつも思ってきた通りのことをこの方は話しておられる。

これこそほんとうの神様の教えやぞいね。きっとただの人ではないぞ

ね。」と叫ぶように言うのです。 

 妻は信心深い母の影響のためか、結婚してからは、私が何事よりも好

きだった魚釣りは「自分の遊びのために生き物を殺してはいけない」と

いうことでやめさせられるし、生きている魚貝類は絶対に買わないので

す。むしろ時折、はまぐりやどじょうを買って水に放しに行くのでした。

ゴキブリや外から飛んで入ってくる虫はもちろんのこと、ねずみとりに

入ったねずみまでも、餅をつけて田んぼに放しに行くのです。世の中に

こんなおかしな話があるかといっても、二人の娘までも加勢して、いつ

も放しにゆかされるいやな役目が私に回ってくるのでした。 

 生まれて間もない子猫や、子犬を捨てるシーズンともなると我が家で

はそれは大変なんです。貰い手さがしには、出入りの商売屋さんを始め、

親しいお巡りさんまで動員される始末です。そんな人間性とは別に私の

神社やお寺参りにはいつも批判的でありました。 

 そんな妻が心がひっくりかえるような感動をしたのでしょうか泣き

出してしまいました。私たちの感激している様子に義兄は、「ああよか

った。世の中が明るくなった」といって喜んでくれました。義兄は、こ

れまで度々東京へいって「うちの社長がどうかして腰をあげてくれると

金沢も力が入るんですが、仲々こちらへむいてくれないので困っている

んです」と言っていたようなのです。 

 その夜から、我が家はすべて高橋信次先生に身も心も飛んでいってし

まいました。それはちょうどダムを破って流れ出した水のように激しい

勢いですべてを呑みこんでゆくのでした。 
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 三年間のおろかな道草を一気にとり戻そうという気持で一杯でした。

私たち夫婦は、眠ることも食事も忘れて、先生のご著書をむさぼるよう

に読み出しました。家内は昼も夜もない位の異常な熱心さで読みつづけ、

読みつかれると今度はカセットテープをボリウムいっぱいにして先生

のご講演を聞き始めるのです。またあるときは聖書を引っ張り出してき

て聖書でこれまで理解できないところがわかったといって感激してい

るのでした。 

 私は仕事があるので、家内が読書をして感動した所をテープに吹き込

んでくれたのを車の中で聞くといった二人三脚のような学習を始めま

した。私は機会あるごとに一回でも多く先生のお声にふれようというこ

とで、仕事も何もかも投げ出して先生のご講演を聞き歩きました。行っ

て見て大変驚いたことは、どこの講演会場へ行っても、講演は午後二時

頃に始まるというのに朝早くから四列縦隊で沢山の人が並んで開演を

待っているのです。宝くじの発売日や、歌手のショーでもこんなにすご

いのを見たこともない私は深く考えさせられました。何がこれだけ人の

心を動かしているのだろうかと。 

 いうまでもなくそれは、これまで教えてもらったことのないすばらし

い人間としての正い道を説いて下さる方が出られたからであります。始

めのうちは何もわからないまま「この人は余程のペテン師か、偉大な偉

大な聖者にちがいない」といういまから思うと誠に無礼千万な考えで無

我無中で講演会や研修会に参加してゆきました。妻は、あの日から先生

が金沢に来られる直前まで日夜涙を流し人前に出られないようなはれ

あがった顔をし乍ら感動の中に漂っている状態でした。「母がいたらど

んなに悦んだろうにー。いつも大好きなお釈迦様の本を読んでいる人で

したのに」と亡き母を偲び乍ら自分の幸せをかみしめているようでした。 

 昭和五十年三月九日午後、大阪で始めて義兄の案内で先生にお目にか

からせていただきました。このとき既に先生は、我が家の妻の状態や私

の心までを知っておられました。 

 それから二、三ヵ月たった頃、「これまで国鉄で永年の間北陸の隅々

まで見る仕事をしてきたのは何故かわかりますか」とたずねられ、じゅ

んじゅんと私達夫婦の過去世のこと、今生における使命についてお教え

いただき、身も心も飛び上がるほど動転いたしました。 

 昭和五十年二月八日の夜、始めて私の小さな家に突如として発生した

台風は、やむどころかますます強く激しく、すべてを呑みこんでしまう

ようにあらあらしく吹きすさんでおります。 

 来る日も来る日も、先生を偲び、法を語りあいながら我が妻と二人で、
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この偉大ないいしれない深遠な法悦に浸って、感激と悦びのときを過ご

させていただいております。 

 そして、すばらしい多くの心ある方々と手をたずさえて、悠々の悦び

に涙しながら、偉大なる聖者の仕組まれた筋書の通り、着実に一歩一歩、

北陸の野から山へ、村から町へと神理の灯をともすために、たゆまない

努力を続けております。 

 いつの日か師と歩みしこの道を 

 妻とたどりつ胸の高鳴る 
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【愛】1985-09 月 

 

 テレビは、最近起こった大事故(日航ジャンボ機墜落事故 1985 年

8 月 12 日、日本航空機が 群馬県の御巣鷹の尾根に墜落)について放送

していた。遺体を待っている遺族がイライラして関係会社の係員にかみ

ついているのが大写しになった。そばにいた民放の取材記者が遺族の怒

りに油をそそぐようにして遺族の怒りを代弁し、また係員にかみついて

いるのである。 

 この遺族の人たちのやり切れない“ふんぬ”の気持はわかるような気

もするが、果してそれでよいのだろうかと思った。他人事であるから冷

静に眺められるのであって、立場をかえて自分もそのような場に立たさ

れたらきっとあのような姿になるかもしれないと思いなおして眺めた

とき、怒りに眼をつりあげて一係員にかみついている姿が自分の姿に写

ってくるのである。 

 先生は、どんなときでも死顔が大切である。戦争でも死ぬ人もあれば、

死なない人もいる。とお話して下さったことを改めて思い出すのである。

そういった一つの不慮の事故を縁として帰る、帰らねばならない魂もあ

るという、心の世界のきびしさを教えられたような思いがした。そうな

ると尚更のこと遺族の人たちが怒り狂い、回りの人たちにかみつき毒を

流していては、果して故人が救われるであろうかということである。 

 この世を去られた人を供養する道は、線香をたき、ローソクに火をと

もしお経をあげることではなく、残された人たちが、神仏の心を心とし

て反省をし乍ら正しい－秒一秒の生活を過ごすことであると教えてい

ただいた。我々が、いまこの地上界で生かされているうえは、正しい人

生の目的と使命を充分に理解し、法を心の指針として人に対して愛の奉

仕をするためにあることを教えていただいた。 

 この頃はどんな小さな事故でも直ちに補償金の争いが始まる。よく考

えて見ると、この世を去られた方が、もう使うこともできない筈のお金

を欲しがる筈がないと思うのである。しかしながら遺された人たちの今

後の生活を考えるとき一家の大黒柱を失えばそれ相応に大変にちがい

ないが、争いという形で故人をお金にかえるような感じのするお金にと

らわれた思いや行動は人をして寂しく、あわれな感を誘うものである。

他人を責めあの世の鬼のような形相をした一部の遺族の人たちの姿を

見て、果してこの世を去られた人の善なる魂はいやされるであろうかと

思うのである。 

 人生の一歩一歩に偶然はない、すべて必然である。いま自分の眼の前
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に起きたことは、自分を横に置いて見ないで必ず自分の心を通して眺め

ることが大切である。ものには必ず原因があるから結果がある。何故、

どうしてこんなことになったのだろう、何故こんな環境にいまいなけれ

ばならないのだろうかと、自分の心の中を内省することが大切である。

それを忘れてしまって、そのことを自分の肉の眼で受けとめ、外におい

て眺めたとき、人に責任を求め、怒り、ぐちをぶっつけることとなろう。

人はどんなときでも自分を忘れてはならない。自分の心をたえず見つめ

て生きているときは自分を見失わない。自分を見失い他にとらわれたと

き、人はおろかとなり、みにくくなる。神の子の姿ではなくなる。 

 五十年もの永い間、多くの人に対しこのようなみにくい姿でかみつき

わめき散らし心で裁いてきた自分を振りかえって見て、がくぜんとした。

この姿はなんと自分の来し方の鬼のような姿であったと心から悔い、神

の許しをひたすらお願いするのである。しかし、こういった姿は残され

た人のうちのごく少数であっておお方の人たちは、怒りやぐちや不満を

いうことなくあふれる悲しみの涙を押えようとしながらじっと悲しみ

にたえておられるかのようであった。 

 民放の取材は悲しみのドン底にある人たちの心を無視した心ない質

問やその悲報にくれる人たちの姿を大きく拡大して撮影しているのが

痛まれてならなかった。救助がおそいともっと早急にやればよかったと

か、もっと適切な方法をとれとかいった一部の遺族の人たちの不満や怒

りに乗って、そのぐちをあおるような取材を放映しているのである。 

 どこかの政党や労組のように大衆の不満やぐちに火をつけ、あおり拡

大しているのである。報道という仕事は関係する人たちが余程心を正し、

その目的と使命を正しく理解してあたらないと大変な毒を電波に乗せ

て拡散するというあやまちを犯すこととなる。大衆の心を天上界へむけ

ることもできるし、また地獄の方へ向け地獄の人たちと同様の心の状態

にすることともなる。 

 現場に出向いた一人一人の取材する人たちの感情のままに放送され

たならば、社会の公器である報道は正しいどころか、ゆがめられ、調和

を破壊するものとなりかねない。不満や怒りに燃える人たちに対しては、

正しい第三者の立場から眺めた、炎天下の山中というきびしい環境の中

で黙々と作業しておられる警察の人達や自衛隊の人たちの苦労や涙ぐ

ましい努力を伝え、またお盆や仕事も捨てて協力しておられる地元消防

団を始めとした協力をしておられる人達、不幸にも事故を起した会社の

人たちの気の毒な心情も伝えるという広い角度での取材を視聴者に伝

え、正しく全体を判断できるような、一人の人の感情の入らない、社会
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を大調和へと結びつけようとする放送こそ神の光にみたされた放送で

ある。 

 そのうえ更に、全国の見ている、聞いている人たちに対しまた残され

た人たちに対し、希望と勇気と悦びと感動を呼びさまし、感謝、礼儀を

教え導くものであってほしいと願うものである。小さい一部しか見えな

い心のせまい人に対しては、いろいろな角度から、いやそうでないんだ、

広く大きな立場で見るとこうなっているんだと、さとせる勇気のあるも

のであって欲しいと願うものである。あのような場で、人の心に善なる

心を呼びもどせる立場の人というか役割の人は、報道機関の人たちしか

ないと思うのである。いまや世界中がマスコミ公害の被害者となってい

るといわれるのもこの辺りにあるのではなかろうか。 

 報道モラルの向上への道は唯一つ、「神の心にかえれ」ということで

あろう。如何なる最悪の大事に遭遇しようとも、常に人間としてのある

べき「神仏の心」を忘れずに生きることが大切である。人を愛すること

が如何に大切であるかということを今回の事故を通じ痛感した。人に対

し常に愛の心をもつ努力と精進をしておれば、人を裁くことはしないに

ちがいない。自分の現在おかれている環境にとらわれることなく、あた

たかい多くの人々の協力、助力を心から感謝でき、平常では気付かなか

った多くの人の心に深くふれ、また一段と自分を反省し、大きく豊かな

心づくりができることとなる。 

 日々、神から許され、神の光をいただいて生かされている。神から許

されたことを心深く感謝し、いただいた神の愛を寸秒ごとに己の眼の前

を通り過ぎてゆく人に対し万生万物に対し、愛の思い、愛の行いの奉仕

をしなければならない。 

 愛の思い、愛の行いとは、法を物差しとして自分を生かし他を生かす

ことである。自分の身体や智慧や財力等を人のために、布施、喜捨、献

身することである。 

 愛とは、寛容、包容、思いやり、かばう、許す、助ける、補うという

実践行為である。愛の行いは、いただいた神の光を衆生に分かち、また

神の光をいただく、神の光の循環の中に住することとなる。 

 私たちは、時として人生の方向を見失いがちである。いま落ちこんで

いる。イライラしているとしたら、既に法からはづれ、自己中心の思い

や行いの中で生きているからである。法の中に生きる人は、常に、感情

に流されることなく、自分の心を見つめ、報恩感謝の愛の実践の中で感

動と悦びを発見し心を豊かにしてゆくとき私たちは救われてゆくので

ある。私たちのいまの一秒一秒は、あの世で誓ってきた愛の実践の修業
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場であること思い起そう。 

 一、人に対し常に愛の心を忘れてはならない 

 一、人は平等である 

 一、人を裁いてはならない 

 一、人は人の上に立つことはできない 

 一、人の足を洗わせていただく心がけが大切である 

 すべてをこの地にお与えいただき、こうして生かされていることを心

から感謝いたします。 
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【執着】1985-10 月 

 

 「いまの皆さんから、名誉、地位、財産、お金を差し引いたら何が残

りますか。その姿がこの世を去るときの姿なのです」高橋信次先生のこ

のお言葉は、この十年の間一日として忘れたことのないお言葉です。 

 名誉、地位、財産、お金の執着から少しでも離れられる自分をつくろ

うということで、町のお世話役、校下のお世話役、業界のお世話役、そ

の他いくつかの関係していた会をやめました。そして、仕事以外はいつ

も先生のご著書を拝読したり、ご講話を拝聴したり、反省をしたり、先

生から教えていただいたことを学習したり殆ど正法以外には眼も耳も

心も口も向けないような毎日を過ごしてきました。しかし、五十年の間、

この人生を正しく生きる指針を知らなかったというよりも、むしろ自分

の欲望のままに、でたらめな生活をしてきましたので、そのしみは一寸

やそっとの形ばかりの努力ではなかなか取り除くことはできませんで

した。 

 過日も冷たいものを食べ過ぎてお腹の調子を悪くしたので、夜、薬を

飲んでやすみました処、朝はすっかりそう快な気分になりました。その

とき、自分の思いはどうだろうかと思って見ますと、「あの胃腸薬はよ

く効くなあ」という思いをもっているのです。神のお導きによっていま

こうして幸せに生きている───ではないのです。「あの薬よりも夕べ

の薬はよく効くなあ」なんです。心を中心とした思い、行いを実践する

ように努力しているつもりなのに、いつのまにかこのように、肉体を中

心とした思いや行いの中に生きているのです。 

 生まれたときから正法に帰依するまでの五十年間は、肉体が自分だ、

肉体はすべてだという生き方をしてきたのですから───。したがって

肉体という「物」を中心の生き方ですからお金は命よりも大切だ、名誉

や地位の高い人はえらいんだ、財産を沢山もっている人は立派な人だと

思い込んできたのでした。 

 この五十年間の物中心の思念を、いま急激に心中心の方向へ変えよう

と思っても仲々むづかしいことは当然なことだと思います。特に、四十

才から十年余の間、経済の中に生きてきたために、お金という「物」に

執着をもち、ほんろうされて生きてきたのでした。正法にふれて、高橋

信次先生のお話を聞き乍らも、「お金はすべてなんだ」と心で叫んでい

ました。そんな思いや行いを変えるだけで「お金が湧いてくる筈がない」

と、結果だけを求め、見究めようとしていて、その道程の一歩一歩実行

することを考えようとはしていませんでした。そう簡単にいまの思いや
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行いを変えれるものではないと、この頃しみじみと自分の勇気ある努力

の足りないことを思います。 

 いままでの生きてきた環境、いまの家族や友人、経済的環境等はすべ

てこの中途半端な物中心から脱け出すことのできない弱い己を、計算し

つくしてお願いし与えていただいている、ベストの環境だと思うのです。

あとは一生懸命に法を学び、実践することだけなのですが、いわゆる“わ

かっちゃいるけどやれない”己に甘い自分なのです。 

 七月の下旬に研修会に参加させていただき、参加された方々と神に対

し、この与えられた機会を大切にして、更に己にきびしくきびしく実践

してゆきますと心深く誓いました。しかし日一日と経つごとに次第に自

分に甘くなり明日があるからという思いに負けてしまうのです。 

 しかし、現実には明日がないのです。いま、このいまという一瞬しか

ないのに、私の心の魔は「明日があるんだよ」とか「もうそろそろ寝室

へいって寝ようよ」といって誘惑をするのです。約四十日目位のときだ

ったでしょうか、ふと、いま明けようとしてゆく大空を眺めました。太

陽があがるのにまだ間のある頃なのです。澄み切った大空が山山の稜線

からあふれ出る光に紅く染まり、中空には半月とくっつくように並んで

暁の明星が一際輝いているのです。そこを中心に、ちぎれ雲が光に映え、

生き物のように息づいて浮かんでいるのです。 

 人間の筆や絵では表現することのできないようなこのすばらしい大

自然の姿を見させていただき、神はいつも見ておられるのだ、あとで後

悔しないような－日一日を今日からもっと勇気を出して過ごそうと思

いました。しかし、あの大空に浮かんで見せていただいたちぎれ雲のよ

うに、まだまだ自分の心の中には反省しなければならない“くもり”が

沢山あることを戒められたようにも思いました。 

 執着は、肉体に対する「とらわれ」から発生するのだと教えていただ

きました。 

 肉体を中心とした「とらわれ」を考えてみますと、先ず、自分の乗り

船である肉体を始めとして、次に食べ物にとらわれています。いつも腹

八分でやめようと思っているのですが、いざ食事になると心はつい食べ

物にとらわれてしまって、腹八分はとっくに忘れてしまい、いつの間に

かいつもの通りの満腹状態になってしまって、あっと思ったときはもう

手遅れになってしまっています。先ず、この口に入れる三度三度の食事

を正さないうちは、執着という魔を退治することは仲々難しいのではな

いかと思います。 

 口に入れるものを正さない限り、口から出す言葉も正しいものとはな
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らないのではないでしょうか。食べ物に対するとらわれを正さないと着

るものやお金に対するとらわれも解決できないと思います。お金という

ものはこの世ではたしかに大切なものにちがいありませんが、お金にと

らわれてしまって、お金こそすべてだと思い込んでしまうと生活のサイ

クルはお金を中心とした循環となってしまうわけです。 

 すべての根本は心からと教えていただいた十年前の当時は、心とお金

の関係など少しもわからない自分でした。この頃になってどうやら、食

べ物やお金等の“物”がすべてではなく、心こそ永遠の自分であり、大

切にしなければならないかを知るようになりました。そして勇気をふる

って二度と帰りこない今日という日を、いまというこのいっときを、正

しい思いと行いによって過ごさねばならないと改めて心に誓っている

のです。 

 いま与えていただいている環境に感謝を捧げて 
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【神の光】1985-11 月 

 

 昼の間、今夜も昨夜のようなやり方で自分をみつめてみようと思って

いたので、夜半に起きることは起きたのですが、仲々、昨夜のような訳

にはいかないのです。非常に眠いのです。 

 昨夜は心の中に一つの問題をかかえていたのですが、今夜は、そのこ

とが一応解決したため、心の中は昨夜よりも安らいでいます。しかし、

全面的に解決したのではなく、一寸先の方へ延びただけに過ぎないのに、

もう心の中の魔が「眠い」という形で大きく頭を持ちあげてくるのです。 

 ほんのわずかの心の緩みでも、すきあらば魔は自分の肉体や心の安楽

の方向へと誘惑をします。いまのようにとても眼をあけてはおられない

ような、「眠い」という毒を仕掛けてくるのです。心の緊張は少しも解

けない、心に休息というものを持ってはいけないなあと思いました。一

服しようと思う心は、肉の方へ傾き心にすきまが出てくるようです。心

は肉体と心の調和からくる安らぎしかないということをここで教えて

いただきました。 

 一寸した問題をいっとき先へ延ばしたというだけで、やれやれ一服し

ようという怠け心が出てくることは、心の中が少しも調和していないと

いうことでした。 

 昨夜、いつものように心行と祈願文を読み、心の調和を図りました。

これまで、十年間同じことを繰り返してやってきたわけですが、何かし

ら心の中が今一歩安らがないのでした。 

 お恥しい次第ですが、空念仏のような空虚なひびきを感ずることさえ

ありました。そんなときは心が調和していないんだと思い、座りなおし

たり、声を大きくしたりして、もっと意識を集中しようと努力するので

すが、一寸たつと、もう空気が抜けてゆくような状態になりました。 

 七月の研修会を機会に、もっと自分にきびしく特訓をしよう、と心に

固く誓って今日まできたのですが、昨夜まで少しも進歩がないなあ、来

る日も来る日も、心の中には安らぎと悦びや勇気が湧いてこないのです。

ずるずると暗い奈落の底の方へ引きずり込まれてゆきそうなのです。そ

れは毎日毎日心の積み上げよりも心の中にある苦悩の方が段々と大き

く成長していったからでした。 

 もうこのような状態から抜け出せないのには何か原因があるにちが

いない。何か自分の思念と行為に間違いがあるのではなかろうか。先生

が説かれた「法」の理解と実践に間違いがあるのではないだろうか。沢

山の方々に対して間違ったお話をしているためではなかろうかと、いろ
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いろな角度から自分を点検してみるのですが仲々発見できないのでし

た。 

 もう四、五日も前から、やがて六十日になろうというのに何も心が進

まない、明るい心を見つけることができない、真の安らぎの入口すらふ

れることもなかった、もう自分自身、人様の前で厚顔にもお話をさせて

いただく資格もない、死にたいなあ、早くお迎えをいただきたいなあ、

というおぞましいことさえどんどん思うようになっていきました。 

 自分の心を一歩前進させるために選んできた環境だとか、いまの環境

こそ神がお与え下さった「おはからい」であるということは心の底には

あるのですが、今一つ実感として、感動と一緒に飛び出してはこないの

です。 

 もうどうなってもいい、すべてを捨ててしまおう、一人の裸の人間に

もどろう、いろいろと心は千々に乱れ、一方ではいま死んだら地獄にま

ちがいないなあと思っているのです。また一方の心の中では、これはど

んな風に解決の方向へと導いてゆかれるのかなあ、と冷静に見ているの

です。 

 そんなときでした。突然、Ｔさんが訪ずれてこられ、夕食を差しあげ

ながら歓談をいたしました。話題は当然神のこと、人の心のことです。

私は、最近自分が書いたものや、心にいただいたものを話し、また、Ｔ

さんからは、Ｔさんの学ばれたものやご指導のもようについてお聞き致

しました。 

 時間がたっていつのまにか室が昼間のように明るくなってきたので、

二人とも心の中ですごいねといい乍ら顔を見あわせ感動致しておりま

した。そのときです、私の心の奥底から深い感勤が大きく大きく波打っ

てこみあげてきたのでした。ああ、神はお見捨てしてはおられない。こ

ういう形でこの未熟な愚かな自分をお導き下さっておられるんだなあ

と心にひびいてくるのでした。 

 涙がどっと溢れ、泣き乍ら涙声で無中で何かしゃべりつづけました。 

 その方は、「やはり師がいないと駄目だ、一人では必ず限界がある、

私の処へ来なさい」といわれました。私は、一時心が動きました。自分

のような低い次元で人様のお世話していては間違ってゆかないだろう

かと。人様のお世話は心の高い次元の方がなさるべきことだ等と次々考

えに考えました。 

 いま、この世の師はおられなくても、自分が「法」からはずれない限

り、自分の心に無限に湧いてくる智慧があるのだ。師は、永遠に私の心

の中におられる───と思うと勇気が溢れてきました。自分はこれでい
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いんだ。自分にきびしくきびしく法を中心に生き、優越感もなく劣等感

も持つことなくこれだけの自分だということを自覚し、また人様にも見

ていただき乍ら精進してゆこう。集団の中に身を置くのでなく、孤独に

堪えてゆく精進の中で神の心に近づくことが出来るのだと思いなおし

ました。 

 高橋信次先生が何度も「北陸を頼みましたよ」「北陸をお願いします

よ」とおっしゃられたお声がいまも心の中に息づいているのです。いま

から思うといっときは心に動揺があったことも、かえって不動心の確立

に妙薬となったように思われてなりません。 

 先程の昨夜とは、その夜のことです。私は人様に「神を常に思いまし

ょう」「神を信じましょう」といい乍らどれだけ深く神を思い神を信じ

ているかを点検して見ました。ところが、心から深く深く神を思ってい

なかったのです。 

 「大宇宙大神霊、仏よ 

  我が心に光をお与え下さい 

  心に安らぎをお与え下さい 

  心行を己の糧として 

    日々の生活をします 

  日々のご指導心から感謝します」 

 声を出して読み上げた心の中を静かに眺めますと、「会社が繁栄しま

すように」とか、「心の精進が進みますように」等々、諸々の欲望の願

いが、そのあとに続いて心から念として出ていることを発見いたしまし

た。これまでずっといつも結果を求めていたのでした。 

 心の中は光をいただけるようなものではなく、ぐち、ねたみ、そしり、

情欲、物欲等でごったがえしているみにくい姿でした。 

 「神よ光をお与え下さい」という言葉は心からのものではなく、義務

的なしゃくしじょうぎの心不在の言葉でしかありませんでした。 

 心を丸く丸く調和して神の光にみたされていることを思って、と皆様

にお話をさせていただき乍ら、自分の心には何も落ちていないことを言

っていたことに気付きました。 

 心が、思念と行為の根本であることをお教えいただいていたにもかか

わらず、その根本を忘れていたのでした。心（原因）が諸々の悪念で一

杯であれば、思念と行為（結果）は当然その醜い姿で現れ、いつまでも

想念の循環から抜け出ることが出来ないのは当然のことであります。

「神よ我が心に光をお与え下さい」とお願いをし乍らも何処に光をいた

だくのか、いただいているのかという意識も自覚しておりませんでした。
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その夜、始めて心を調和して、意識を心の想念に集中し、神の光を想念

一杯にいただいている自覚をいただきました。 

 いつも、いつも片時も忘れることなく、神を思いましょうと申し上げ

ている意味も、神の光をいただき、神と心とが直結している自覚と感謝

とをもつためにあったということを改めて気付かせていただきました。

思念と行為を正す実践をし乍ら、心の想念に神の光をいただくことによ

って更に心は浄化し、光にみちあふれた心の中での思念もまた光となり、

行為も光となって実現してゆくこととなります。 

 太陽の熱・光は、私たちに悦びと勇気と希望を与えて下さっています。

神の光も同じく希望＝創造、生きる悦び、感動と無限の勇気、つきるこ

とのないエネルギーとを与え続けていただいています。 

 それには、神の光をより多くいただけるような己（心）となるように、

一秒一秒を精進することが大切であることは誰でもわかることであり

ます。 

 肉体を始め、すべての物質は神の光の集中固体化したものであるとお

教えいただいております。そうして見ますと、周りの人々の肉体を始め

あらゆる「物」に対しても神の心から外れた我欲の思念と行為を向けて

いては自分の苦悩が益々増えるだけだということが考えられます。 

 一秒一秒の生命の流れは、神の心＝光と調和してゆかなければならな

いことに深く気付かせていただきました。 

 そして、神がなしておられるように、私たち神の子も、日々一人でも

多くの人に、愛の奉仕をさせていただかなければならないと思います。 

 

 神と師に対し心からの感謝を捧げます。 
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【いま生かされて】1985-12 月 

 

 青々と茂っていた木々の葉も枯れ枯れとなって散っています。この間

からの雨降りで落葉がみんなコンクリートにへばりついてしまい掃除

ができにくい状態でした。今朝、起きて見ると昨夜のうちに乾燥し、し

かも風で一箇所に掃き取りやすいようにかたまっているのでした。榎の

葉や実、柿の葉、梅の葉とそれらの小枝が、毎日散ってきます。 

 隣の空地にはえているこの三本の木は、夫々にニューッと私の家の庭

へ枝を延ばしているのです。一昨年、家を新築したとき、隣の地主が「邪

魔な枝はみんな切って下さいよ」とおっしゃったのですが、工事に差支

えるところだけ少し切らしてもらって、あとはそのままにしたのでした。

以前は、うちの木々も沢山あったので、むしろ、高いところで大きく枝

を拡げている榎を眺めながら、うちの木が日陰になっているなあと、批

難する心で眺めたこともありました。しかし、家が新築され、ちょうど

私の書斎の窓越しに大きな姿を見るようになり、あー、ここにこの木々

がなかったら何と殺風景な景色になっていただろうなー。この木々があ

ったらばこそ、夏の暑い陽差しもカバーしてもらえると、あらためて私

のためにあるような有難い気持になりました。 

 毎日、朝から晩まで、むく鳥を始めいろいろな鳥がやってきて、この

木の実を楽しくさえづりながらついばむのです。そのにぎやかさについ

ほほえましい気持になりしばし、見とれてしまいます。梅の木は反対側

の庭に落ちますが、榎と柿の葉や実は、車庫の入口のところに落ちるの

です。この木の持主よりも、むしろ私の方が、毎日、朝夕、互いに語り

かけ、なぐさめ、感謝し、深くかかわりあって生きているようでありま

す。この木々は、まだ若くまだまだ私に大自然の心を語りかけてくれる

ことでありましょう。この頃、落葉するごとに、だんだんと小枝までが

あらはとなり、ゆく秋の寂しさを感じます。 

 今朝、拝読していた「心の発見」の科学編のなかで、先生は次のよう

に教えておられます。 

 「私達は、老化するに従って、肉親環境の中から一人欠け、二人欠け

して、淋しくなって行く。孤独感が強くなって行く。この孤独な人生、

という思いは、肉体的な両親、兄弟などだけが思考の中にあるためで、

現象界における錯覚である。 

 私達の意識すなわち魂は、実は孤独ではない。孤独感は、肉体舟に乗

った環境や現象への人間の判断である。広大な心の世界を忘れがちにな

ったためのことにすぎない」 
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 私達は、とかく移り替る大自然のたたずまいや、自分のおかれてある

環境、出会う人の言動、経済的現象、肉体的現象等によって心に迷いを

もち、苦しみを積み重ねがちであります。肉体を通した自己というもの

の範囲の中から、自分を眺め、人を眺め、周りを意識し、大自然とかか

わりあいながら、今日まで生きてきました。正法という「神の心」にふ

れつつも、どうしても永年の慣習から、自分という尺度ですべてを眺め、

押し測ろうとしてきました。 

 そこから何とか脱がれようとして、日日もがき苦しむことが多いよう

です。自分が、自分は、自分こそという、ひしゃげた心では、自分を益々

暗闇の世界へと埋没してゆくようです。 

 自分の心の中の暗い世界から眺めているために、神の光にあかあかと

明るく照り映えた輝きの中に、いま自分が生かされていることを知らな

いのです。まして自分がいまいる暗闇の世界の姿もわかるはずがないの

です。 

 私達は、いつ、どんなときも、神の光にみたされて、しかも生かされ

ているのです。 

 その光の明るさに気付いたとき、人はみな悦びに心がふるえるのです。 

 神の光は明るく、どんなに苦悩にあえいでいる魂にも、必ずや希望と

勇気と感動とを呼び醒ましてくれるのです。 

 神の光に気付き、神を知ることのできる人は、「法」を学修し、いつ

も自分のほかに他のあることを意識し、感謝し、自分を生かし他を生か

す愛の実践者であります。暗いことよりも、自分の心の中に受けとめた、

明るいことの中により多くの悦びを発見する努力を積み重ねていった

とき、神の光の中に生かされている自分を発見することができるのです。 

 明るい光の中にいることに気付きなさい。明るい心を拡げなさい。明

るくなったとき、大自然に心を向けられ、また周りの人々の明るい心や、

環境の中の明るさをもいただくことができるのです。 

 神の子は、決して弱くはないんです。いま、自分の眼の前にある大き

な苦悩は、神がお与え下さった大きな試練であります。その試練を乗り

越えたとき、始めて心の悦びを体験することができるのです。私達の周

辺にあるものすべてに無駄なものはないのです。誰もの心の中に眠って

いる、心の中から溢れ出る感動、悦び、感謝の体験こそ、この世に出さ

せていただいた、神の子としての生きがいであり、あらゆる物質のよう

にこの世だけで終ることなく、あの世まで永遠に持ち続けていける「宝」

であります。 

 神を知ったとき、神を思ったとき、神を信じれたとき、私達は、一歩
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一歩神の子であることの確証を積みあげてゆくのです。 

 静かな朝を迎えた今日という日も、もういっときたらずで黒雲が湧き

風が吹いてきました。あと残された今日という日は、これからどんな風

に変転した姿を見せるかは予測ができません。これから先の一日一日も、

今年としてあと残された日日も同じでありましょう。どんなときが訪づ

れようとも、ただ信じ、すがれるのは神であります。 

 神とつながっている己の心であります。与えられたいっとき、いっと

き、一日、一日を「法」を規準にして正しく生き、報恩感謝という愛の

実践をしていったとき、私達は、いつでも天なる父のふところにかえれ

るのです。 

 過ぎてゆくこの一年の心にがいことを、正しくけんきょに見つめ、し

かも、それにとらわれることなく、来る年への希望と勇気と悦びへの「か

て」としたいと思います。もう既に、新しい年のつながりが始まってい

るのです。 

 神の光の中にある自分を意識し、その明るい中にある悦びを一つでも

多く発見しましょう。明るい中から自分の暗さを見究めましょう。 

 暗さは自分の凡てではなく、明るい、明るい自分の中の一点にしかす

ぎないことを知りましょう。 

 やがて、その暗いところをも愛される自分となりましょう。 

 日日、神をたたえあえる縁生の友に感謝を捧げて 
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【1986 年分】 

【新しい年を迎えて】1986-1 月 

 

 明けましておめでとうございます。 

 光に満ちた一九八六年を迎え、この一年が、すべての人々に対して平

安でありますように神に祈ります。 

 この一年間、毎日毎日を安らいで生きる方法は、ただ一つであります。

それは、法を尺度に、心に誓った通りに一秒一秒を実践することであり

ます。たゆむことのない、こつこつと一秒一秒を積みあげてゆく努力の

中に、一歩一歩、やすらぎが育くまれてゆくものであることを教えてい

ただきました。 

 心の精進は、法に帰依して何年たったからというものではないように

思います。黙々として、滑ったり、転んだり悪戦苦斗をしながらも、自

分の心に誓った目標に向って、一段一段と、不断の努力を積みあげて行

く中で、心が豊かとなり自信に満ちた自分を発見することが出来るので

す。 

 古来「天は自ら助くる者を助く」という言葉がありますが、自分が一

生懸命に正しく努力をすれば、神は、その努力をめでて、その努力した

分を更にお与え下さるということであります。即ち自力があって他力が

あるということであります。 

 たゆまない不断の努力を続けることは、自分にとって大変きびしいこ

とでありますが、先ず、自分が計画し、心に誓った目標を時間割の通り

に、心をこめて学習し、一秒一秒の生活の中に活かす実践を積みあげて

ゆきましょう。そのきびしさから逃避をしないで、勇気をふるって壁を

破ってゆきましょう。仕事も忙しいかも知れません。雑事に忙殺される

かも知れません。しかし、いまここで、この短い一生で何が一番大切な

のかを考えて見ようではありませんか。果して、仕事でしょうか、友達

とのつきあいでしょうか。 

 先ず、法を深く理解していないと、仕事も、家庭も、友人とのつなが

りも正しく円滑に行われる筈がありません。 

 この一年間は、全身全霊の勇気を、ふりしぼって、怠惰な己から脱却

し、勇気に燃えた己へと変心しようではありませんか。 

 心の精進が進んでゆく中で、私たちは始めて、肉の眼や肉の耳を通し

てふれていた、姿や形の中にかくれていた「神の導き」を発見するので

す。自分の心の精進に応じて、その悦びの発見は尽きることはありませ

ん。その悦びを心の中に貯えてゆくことによって、心を丸く豊かにして
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ゆくことができるのです。この年が心からの悦びの年となりますように。 

 先生に感謝と新たな誓いを捧げて 
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【正しい道】1986-2 月 

 

 この頃、校内暴力とかいじめ事件についての記事やニュースをよく見

聞する。 

 そのために、政治家や学識経験者等が集って議論をしたり、また諸外

国にまで出掛けて、教育のあり方について視察をしている人もいるよう

である。 

 また、ある大学では、全国の一般社会人から講師を募集して、人生経

験から学生に学ばそうとしている。講師の中には、女性の有名タレント

まで選ばれたということである。 

 また、この春から開校される、ある高校でも前記の大学のようなやり

方で、一部の教師を一般人に委嘱するような方向にあることを聞いた。 

 我々が所属している商工会議所や組合・業界の団体等でも、研修と称

して各界各層からの有名人を招いて講演を聞かせている。 

 ある宗教団体でも一般の信者とのつながりを強化するために、月に何

回かの日曜日に早朝参拝と称して、有名人の講演を聞く集いを開いてい

る。 

 ある宗教では、諸宗教の長所をとって、それを一つの宗教のように組

みたてて自分の宗教としているものもあるようである。 

 このように教育の場である学校を始め、政治・経済・宗教等の各界に

おいて、いま、何が正しいのか、人間として知らなければならない「正

しい道」が、わからなくなっているように思われてならない。 

 神とか仏、あるいはキリストといったら、もういやがる人もいる。宗

教は誰も知らない所で自分だけこっそりやるものといったふうに思っ

ている人も、少なくないようである。 

 ここで、人間誰しもが「神の子」であるといったら抵抗のある向きも、

多々あるかもしれないが、しかし、誰しもが、夜になると睡眠をとるこ

とは事実である。眠っているときは、肉体から魂が抜け出て、あの世に

ゆきエネルギーをいただいているときである。また人間誰しもが、他人

には嘘をつけるが、自分に嘘をつけないことが、「神の子」の証しであ

る。 

 すべての人間の心は神に直結している。神のもとに人間は皆兄弟であ

る、と高橋信次先生は説かれている。 

 先生が叫ばれている「神理」を先ず学習することが最も大切なことで

あって、各界各層の人生経験の豊かな人の話をいくら多く聞いても、真

の心の「かて」とはならないのではなかろうか。外に向けて求めるので
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はなくて、自分の内なる心に求める道こそ正しいものである。 

 「神理」という人間に共通した場を基本としての、実践体験を聞き学

ぶことであれば人間の魂は進化向上してゆくものであるが、神理を離れ

た、神理を知らない自我我欲に汚れた人達の話を聞いても、参考にはな

っても心の中にいただくものは少いのではないだろうか。人間は子供と

いわず大人といわず、誰もの心が神と直結している。その心が、人間と

しての正しいあり方を知っているのである。世の中のすべての人々は、

先ず、不偏的な神理を学習して、人生の目的と使命を知り、自分の置か

れている「いま」という大切な現実を知らなくてはならない。他に求め

るものではなく、己の心に求めるものである。己の内なる心の叫びに心

の耳を傾け、一秒一秒を正しく歩まねばならない。 

 いまという「とき」は、二度と帰ってこない。一刻一刻この地上界を

卒業する日が近づいている。立派に安らいで卒業する道は、いまという

この一ときを、命がけで、法を学び、実践することにつきるのである。

人間として最も大切なことは、神の子としての生きる道を、正しく学び、

実行していったとき、一人一人の心は、神の光に満たされ、家庭は調和

され、いじめ問題や校内暴力・政治・経済・社会の混乱等の暗い様相は

消え去り、始めて日本が調和され、世界のリーダーとして、人類をすべ

て神の心の方向へ向け、大調和への使命を果すことができるのである。 

 先ず、己から、夫婦・家族・職場・地域社会へと、善なる光の輪を拡

げよう。 

 その根本は、報恩感謝の実践にあると思う、感謝のない人は悦びがな

い。どんなことにも感謝し報恩の行為をしている人は、にこやかで、明

るく、あたたかい。心はなごやかでみずみずしい。眼は輝き、生き生き

している。したがって、心も身体も健康で軽やかである。さわやかであ

る悦びに燃え、声もはずみ高らかである。 

 

 求めよ、さらば与えられん。尋ねよ、さらば見出さん。門をたたけ、

さらば開かれん 

 

 狭き門より入れ、滅びにいたる門は大きく 

 その道は広く、これより入る者多し。 

 生命にいたる門は狭く、その路は細く、これを見出す者少なし 

 

 いま、悲しみの人よ、苦しみの人よ、歎きの人よ、汝は救はれん 

                     （聖書より） 
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 高橋信次先生に感謝と悦びを捧げて 
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【正法に帰依して】1986-3 月 

 神はともにいませり、私は常に身近に神を感じ、高橋信次先生を意識

しながら、今日まで生きてきました。おそらく私の今日までの全生涯を

通じて、こんなに有難く、幸せな日々はなかったであろうと思います。

どんな苦しいことや、どんなに悲しいことや、どんなにきびしいきびし

いことであろうとも、必ずや人は乗り越えてゆくことができます。 

 私はこの十年の間に体験した幾多の事象を通じてそれを知ることが

出来ました。この世的に見てどんなに不幸なことがあろうとも、決して

不幸ではなく、幸せへの入口であることを知りました。不幸ということ

は、この世の立場にたってのものの考え方であって、決して、正しい見

方ではないと思います。自分が何者であるか、自分はこの人生へ何をす

る目的のためにいまここにあるのか、何一つ自分のこともわからないく

せに、人は他人のことを、この世の名誉・地位・財産・お金といった物

差しで勝手に批判をします。その相手が自分よりも遥かに偉大な魂であ

るかもわからないのに……。 

 肉体舟に乗った現段階では、みな平等であります。あの世では到底お

目にかかることの出来ない高橋信次先生にも、地上界ならこそ直接お目

にかかることが出来、「法」のお導きをいただきました。 

 お陰様でこの十年の間、遥か北海道の釧路から南は沖縄に至るまでの

ご縁の方々に、お逢い出来る機会をいただきました。 

 明日もわからない難病の人、精神的・経済的な悩みに苦しんでいる人、

あらゆる宗教を遍歴してきたが道に迷っている人、医者も宗教も見離し

た病苦の人たちと、沢山の人たちからお話をお伺いする機会をいただき

ました。 

 その殆どの人の心が病んでいるように思いました。独りで立ちあがる

方法を知らないために苦しんでおられるのでした。病気の人に付き添っ

てこられた方で、病人よりももっと重態の方もおられましたが、その方

は、自分が病人であることさえもわかっておられませんでした。 

 テレビを拝見していても、余りにも多くの人の心が病んでいるのを知

り驚いております。その人たちは自分の心のひずみに気付かないまま、

この世を去ってゆくのでしょうか。 

 わけてこの人生の目的と使命などわかろう筈もないと思います。 

 苦悩の人たちは、殆どといっていいくらい、「感謝・報恩」というこ

とを知っておられません。いま、この世に大きな力によって生かされて

いることさえも考えられたことのない人たちばかりでした。太陽の熱や

光を始め、空気・水・食物等すべてが与えられて、生かされているとい
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う事実の認識のない方々ばかりでした。 

 しかし、法を学び神の子として目覚められた方々は、次々にその苦悩

から救われて行きました。なかには、絶対に助からないという人までも

が、目の見張るような素晴しい「神のはからい」によって、再びこの地

上においての修業の機会を与えられた方も沢山おられました。 

 私は、いつもこの偉大な光景に接し、しみじみと、いまもいまから二

千五百年前のゴーダマ・ブッダや、二千年前のイエス・キリストのとき

のような現実が生き生きとあることを知り、いいしれない感動につつま

れております。 

 法は人間が頭で考えたものではなく永遠に不偏であり、不動でありま

す。何千年、何億年たとうとも昔も今も変らないのです。 

 あらためて高橋信次先生がお悟りになられて、私たちにお説き下さっ

た「法」の偉大性に目の見張る思いをし、何としてもこの地の一人でも

多くの人に叫んでゆかねばと決意を新たにいたしております。 

 今日、金沢を中心に各地で「法」の学修会を開いていますが、あくま

でも、「心の発見」、「人間釈迦」を教科書として、先生がこの地でお

導き下さった通りの“あり方”で実施いたしております。神理学修会「ほ

くりく」という名称もその故であります。 

 学修会で、私に「先生」といわれる方がありますが、先生といわれる

方は、高橋信次先生ただお一人だけだと思います。私ごとき愚かな心い

やしき者は、先生といわれる資格の全くないものであります。心の美し

い皆様方と同席するのも恥ずかしい位、今日までの人生において悪事の

限りをやってきた心の汚れた者でございます。皆様方が歩いてゆかれる

後を、一歩おくれてとぼとぼと歩いている、一人の修業者にしか過ぎな

い者です。いつも折にふれてお願いをしておりますように、これからは、

私を先生と呼ばないで下さい。ただ私は、先生のご指示の通りに、法に

よって救われた未熟な体験をお話させていただいているに過ぎません。 

 これも聞いてやろうかという方が、おられて始めて私の修業が出来る

わけであります。ですから、お話をする者も、聞いて下さる人もともに

平等の場で学ばせていただいている訳であります。私もこの世に生きて

いる人間であります。嬉しい、悲しい、苦しい、あれもしたい、これも

したいと叫ぶ、途方もない「ぼんのう」にのたうち回りながら、とても

扱いにくい自分というものと、毎日毎夜、向かいあって生きているので

す。この地上界に生きる人間に、上下の差などあろう筈がありません。 

 あの太陽を見上げても、いつもニコニコと笑いかけるように与えて下

さっている、あたたかい熱と、目くらむような光は、どんな地域にも平
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等に与えられているのを見ても明瞭であります。そして無限の慈悲を与

えつづけておられる太陽は、私たち神の子に、悦びと報恩感謝という、

限りのない愛の奉仕を教えて下さっています。 

 しかし、私たちはいつのまにか、太陽を始め大自然の偉大なる恩恵を

忘れてしまい、あたりまえという誠に恐ろしい心になってしまっており

ます。眼の前を流れてゆく、名誉・地位・財産・お金や肉体というこの

世の「もの」に心をうばわれてしまったために、本来の神の子としての

心が閉ざされてしまい、真実なるものが見えなくなってしまいました。

神の大きなふところに抱かれていることすらも、忘れ去られてしまって

います。 

 こうして見ますと、私たち法に帰依した者も、かつて法によって救わ

れた悦びや感動を、いまも当時のまま持ちつづけているであろうかと思

うのです。悦びをいただいた原点を忘れてしまっては、いくら学修会に

参加していても、同じところをグルグル廻っているだけで、魂の進化成

長がないように思われてなりません。もう一度、原点にたって、自分が

救われたときの悦びと、神の大きなおはからいとを再確認し、その灯び

の灯を益々大きく燃やしてゆこうではありませんか。 

 この冬も、日一日と終りに近づいているように、私たちの心の「冬日」

も、一日も早く了えて、あたたかく、あかるく、やさしい春の日を迎え

たいものと思います。 

 

 神を信ぜよ まことに汝らに告ぐ、 

 人もしこの山に「移りて海に入れ」 

 と言うとも、その言うところ必ず 

 なるべしと信じて、心に疑わずば、 

 そのごとくなるべし この故に 

 汝らに告ぐ すべて祈り願うことは、 

 すでに得たりと信ぜよ 

 しからば得べし また立ちて祈るとき 

 人をうらむことあらば ゆるせ 

 これは天にいます汝らの父の 汝らの 

 過失を ゆるしたまわんためなり 
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【私】1986-4 月 

私は何かを叫びたいと思った 

私は何かを書きたいと思った 

夜を徹して、したいと思った 

でも、それが何だかわからない。 

 

私は欲望と戦った 

いま、死をえらぶかもしれないと、 

思っているときは、欲望がなかった。 

一寸 一服しようと思った とたん 

欲望が押し寄せ 押し流された 

私は偽善と戦った 

 

いま、死をえらぶかもしれないと、 

思っているときは、偽善がなかった。 

ものが見えてきたとき、また偽善のなかにいた。 

 

私は、やはり何かを叫びたいと思っている 

私は、やはり何かを書きたいと思っている 

私は、何かをしなければと思っている 

 

それは、この地に 

神を信じる人を、神を思う人を 

ふやすことだ 

 

私のあと残された人生は、次の一瞬で 

終ろうとしている 急がねばならない。 
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【とらわれ】1986-5 月 

 人は、とかく「もの」や「ひと」に、とらわれ、こだわることが多い。 

 「もの」とは、名誉、地位、財産、お金、肉体であり、それを眼で見

て欲しい、いつまでも自分のものにしたい、という思いをもってしまう。 

 「ひと」に対しては、怒り、ぐち、ねたみ、憎しみ、好き、嫌い、と

いった思いによって、とらわれをもってしまいがちである。 

 家族や友人という人間関係の中で、あの人は大嫌い、顔を見なくても

声を聞いただけでも怒りで（憎しみで、ねたみで）ムカーッとするとい

うこともある。また、好きで好きでたまらない、寝ても覚めてもあの人

のことばかりを思っているといった例もある。 

 自分がいまとらわれている相手の誰かさんとのとらわれ（苦しみ）を、

何んとかして取り除きたいと、いくら努力してみても仲々むずかしい。

頭で何んとかとらわれをなくしたように思っても、相手に出会っただけ

で、もう元通りのとらわれの中にいる場合が多い。 

 とらわれについて、高橋信次先生は次のように説かれている。「まず、

ものを正しく見ることからはじめよ。正しく見るためには、自己の立場

を離れ、客観的な眼を養え、すると、「もの」の実相が明らかとなり、

とらわれの心から解脱するようになる」 

 自分と相手の二点間では、心の問題の解決は仲々むずかしい。しかし、

その間に「神」をおいて、神の心（法）を規準にして、いま、自分は法

からはずれていないか、相手は法にかなっているかと眺めてみると、そ

の実相がはっきりとみえてきて、正しい処理ができるようになる。 

 あの人が、あの人はという恨みや憎しみとか、あの人を好きで好きで

どうしようもないといった、とらわれをもってしまうと、自分自身が時

計の振子のように振り回わされている状態となる。そして心に安らぎが

なくなり、どんどん暗く、苦しむようになってくる。心の中に火を燃や

してしまうと、まず人を正しく見ることができなくなる。 

 今日までの相手とのふれあいの過程で、つくった既成概念や先入観と

いう自己中心の思いで眺めていては、いくら永年かかって工夫努力をし

てみても、その苦悩を除くことはできない。 

 いつもいつもその相手と顔をあわさねばならないということは、誰の

配慮でもない、何かしら見えない大きなはからいによって、いまがある

ということを考えて見ることも、ひとつの見方の工夫ではなかろうか。 

 一本の赤い花を、何人もの人が画いたのを見ても、一人一人の表現し

ている「赤」の色彩が違うことに気づくことがある。とかく山を見ても、

海を見ても、一本の花を見ても、見ている人が全部同じものを見ている
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ように思いがちであるが、心の次元が違うようである。そうして考えて

みると、いま自分の眼にうつっているものは、自分だけが見ているもの、

つまり自分のものといえる。いま自分の眼の前にいる愚かな人、心の貧

しい人の姿は、自分の心の中にもあるものが投影されているんだといっ

て眺められる人は、救いの中にいる人である。 

 しかし、あの人がこう言った、あの人がこういう態度をしたという、

肉眼にうつった姿にとらわれ人を批判している人は、その中にかくれて

いる神のはからいに気づかないまま、ただこの世のものや形にとらわれ、

永遠に救われてはいかない。何故、どうして、こんな状態の中にいまい

るんだろうか。自分に原因がないだろうか、と常に自分の言動に心を配

り、自分の心を通して「もの」や「ひと」に接してゆくことが自分を救

ってゆく道である。 

 回りの「もの」や「ひと」にとらわれることは、広い心でなく自分を

中心としたせまい見方が最大の原因であると思う。自己中心、自分本位

といった思いは、子供の時代に親が可愛いい余りどうしても過保護にな

りがちとなり、やがて自分のわがままはどんなことでも通してくれると

いった思いが、成長するにしたがって、「感謝」という神性が失われて

いったことが原因となっているケースが非常に多い。 

 人間の価値観の一つは、感謝にある。感謝の大きく深い人は、あたた

かく多くの人を包容している。感謝は謙虚な心をよみがえらせ、そして

愛を芽生えさせるものである。神の子である以上、すべての人は感謝の

心、悦びの心、謙虚な心を内在している。その心を大きく開いてゆくこ

とが、人を生かす、思いやる、助けあう、許す愛の心を大きく育ててゆ

くのである。正法に帰依するには、いきなり中道の実践、反省ではなく、

まず報恩感謝、常識、礼儀を心でつかみとってゆくことから始まるとい

うのもここにある。 

 特に、感謝報恩の実践が最も大切な根本である。 
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【雲】1986-5 月 

 

流れる雲を見ることが好きだという人を知った。 

美しい人だと思った 

どこかに勝気なところのある人だと思った 

心が美しいか どうか 

そんなことは考えても見なかった 

その人と 一緒に いろいろな所で 

いろいろな雲の流れゆく姿を見た 

真黒のもくもくとした雲 

いまにも怒り狂うような雲 

また、やさしい あかね色の雲を見て 

ため息をもらした 

ナザレで見た雲のようであった 

カピラで見たことのある雲のようでもあった 

私は その人によって 雲の美しさを知った 

いつも 下をむいて 歩いてきた 私だったので 

大空のあることを忘れていた 

 

雲を見ることか好きだという人を知った 

雪の降る頃のことだった 
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【内なるひびき】1986-6 月 

 

 自己中心を捨てなさい。どんな小さいことでも、人の言うことに耳を

傾けられるよう、心にゆとりをもちなさい。 

 自分こそ、正法をやっている。それは自我であります。自負でありま

す。おごりであります。法とは、もっと謙虚に、調和された心のなかで

のみ、生きづいているものであります。 

 どんな人も師であります。どんないやなことを言われようとも、心を

動かさないことです。 

 それも神の貴方に対する愛であり、試練であります。それを乗り越え

ることです。 

 一秒一秒の「とき」を大切に、じっくりと心を練り砕いて生きること

です。心を明るく、正しく生きることです。法を中心に生きていったと

きに、必ずや道は開かれます。勇気と不動の心をもつことです。心を動

かさないことです。物質に心をとらわれないことであります。 

 神仏は、いつも貴方を見ておられます。 

 自分自身を偉大化してはなりません。謙虚に。謙虚に。生きなさい。

かといって、むやみにへりくだり心を小さくしてはいけません。神の子

としての誇りをもって生きなさい。 

 他を語るなかれ。他は己の心の「かて」と知りなさい。たえず自分の

心の中に、他を写して見なさい。自分の目の前の他の姿を肉の眼でとら

えると、裁くことにつながり、神の心から遠ざかることになりましょう。 

 一秒一秒を、自分の心の中へとりいれなさい。一秒一秒、自分の心の

中の心の針を見つめ、神の方へと正してゆきなさい。それしか人間は神

の心に近づくことはできないのです。 

 一秒一秒の心の積みあげは、蟻の歩くことよりも遅いかもしれません。

しかしやがてそれは神の光となり、悦びとなることはまちがいありませ

ん。他人が、回りの人が、何を語ろうと何を行うとも許すことです。そ

して自分の心の中へとりいれなさい。あなたは、そのとき真に神のとき

を歩んでいるのです。 

 そのためには、まず「法」を知りなさい。諸法無我なる法を、人間の

意と知によって変えることのできない永遠の神理を学びなさい。神の意

を知らずして、人間は一歩たりとも道を歩むことはできないのです。 

 人間には、正しい一本の道があるのです。空にも、海にも、地上にも

道があるように、永遠につづく安らぎへの道、光の道を正しく歩みなさ

い。道端のおろかな「もの」に心をうばわれてはなりません。 
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 いまのこの「いっとき」は、神の与え賜うた「すべてのとき」であり

ます。 

 過去幾転生を重ねてきた「完成へのとき」であります。過去の永い永

い魂修行のときにつくったおろかなカルマを捨て去る「決意のとき」で

あります。 

 一秒一秒、生活できる一切の環境をお与えくださっている神に対し心

からの感謝を捧げなさい。 

 

 我は霊なり、真の己として 物質に心を 

 動かされることなく 光となりて 

 この地に供養せん 

 

 神に対し 仏に対し 感謝の誠を捧げます。 
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【愛】1986-6 月 

 

私は一生懸命書き続けた 

眠ることも忘れて 導かれるままに 

書きつづけた このほとばしりでる 

私を 私は見つめた 

 

愛とは 何だろうかと思った 

頭ではわからないものと 答えてきた 

心が知っているものと 伝わってきた 

 

愛は、一秒一秒を心を中心に積み 

あげたとき 培われるもの 

その実行した分だけ 出せるもの 

愛は、一日を心を中心に生きたか 

ものを中心に生きたかで きまる 

愛は かぎりなく 惜しみなく 

与えつづけるものである 

心に愛がみちていなければ 

与えつづけることは できない 

 

神は われら神の子に 生きるための 

すべてを 与えつづけてお乞れる 

神の子の私たちも そのように 

悦びと希望と勇気とを 与えつづけねば 

ならない 
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【思いと行い】1986-7 月 

 

 日日生きている中で、私たちは現在のおかれている環境や、これから

先の不安にとらわれ、つい何もかもわからなくなってしまうことがあり

ます。大きな山と山の間の深い深い谷間に、はまりこんだように、どち

らを向いても暗い暗い世界にです。そして、法の中に生きているつもり

なのですが、現実には、法の中に迷っているのでした。どうしたら明る

い世界に出れるのか、もがけばもがくだけ底の知れない深みに、どんど

ん落ちこんでゆくようなのです。 

 肉の眼に写ったものにとらわれ、わかりもしない明日のこととか、明

後日のこととか、もっと先の日日のことに不安をもっているのでした。

私たちが、いま、この地上に生かされているときは一瞬、一瞬の筈です。

それなのにどうして明日とか、一カ月後のこととか、一年先のことを考

えるのでしょうか。その前に、神からいただいているこの一瞬、一瞬を

神のみ心のままに、あらゆる英智をしぼり、工夫に工夫を重ねて生きて

いるでしょうか。 

 あっ。それを忘れていたのです。肉にうばわれてしまって、大切な心

を中心の生き方を忘れていたのでした。八正道をいかした一瞬、一瞬の

生活を努力したとき、必ずや、その努力した分だけ私たちは救われてゆ

きます。 

 私たち神の子は神の子であることすらも忘れてしまって、好き放題の

生活をしております。神の大きな大きな「ふところ」の中に、あたたか

くだかれていることすらも失念してしまっています。 

 経済だ、やれ科学だ教育だと好き勝手なことを叫び、神のことは少し

も叫ばないで、自己本位の欲望にふりまわされた生き方をして苦しんで

います。 

 先ず、神のふところの中にいることを、私たちは思い出さねばなりま

せん。次に、神の心を心とした生活実践です。八正道によって思いを徹

底して正しましょう。人間の苦しみの根元は、この思いにあるようです。

私たちは、いつもいつも何かを考え、何かを思っています。そして、思

うことは誰からも束縛されない自由な世界なんだと殆どの人が思って

います。そうではないのです。この「思い」というものが人間を狂わせ

る根元なのです。思いは、人それぞれが何の規準もなしに、自己中心に、

勝手気ままなものを積みあげてゆくものだからです。 

 昔から思いは物をつくるといわれているように、正しい思いは悦びや、

安らぎを始めとして新しいものの発明や発見につながってゆきます。し
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かし、人を恨んだり、憎んだりといったいろいろな暗い思いも一杯もち

ます。その暗い思いは、神の子として神の心からはずれた悪魔の思いで

あるが故に、心を暗くおおってしまいます。 

 同居している肉体細胞も暗い意識で包んでしまいます。そのときは、

心の中から湧き出る悦びとか勇気は消えてしまい、どんどん暗い世界に

生きる動物のようになってしまいます。もちろん、感謝報恩といったも

のも、そのかけらもない人間となってしまい、やがては病魔に犯されて

ゆきます。 

 「思い」こそ人間として一番大切なんだということが、高橋信次先生

によって、始めて私たち人類は教えられたのではないでしょうか。一瞬、

一瞬の思いを常に点検して見て、もし悪魔の思いをしていたら、即座に

正し、明るい思いに切り替えましょう。そして、神にお詫びをしましょ

う。愚かな思いを───。 

 つぎに、行ないを八正道の物差しに照らして正しましょう。まず、見

ることについて、いま見ているものは、自分を中心とした見方をしてい

ませんでしょうか。長年の習慣から自分の見方を点検してみることすら、

知っておられない方が殆どではないでしょうか。人を見ることでも、

誰々さんはこんな人だ、という自己本位の既成観念という色眼鏡をかけ

て見ていないかということなんです。毎日出合うごとに自分の見ている

見方が、果して正しいのだろうかと、点検して正しく見る努力をしてく

ださい。そうする訓練によって、やがていつとはなしに人を正しく見る

ことが出来るようになります。 

 語ること即ち口から出す言葉も、みえとか売り言葉に買い言葉のよう

に、感情的な心ない言葉を出しがちです。争いごとは口からという例え

もありますように、世の中の人間同士の争いごとの殆どが、言葉によっ

て生じているといわれています。かといって、だまりこくって生きては

ゆけません。口から肉体的エネルギーとしての食事をいただきます。ま

た、大切な酸素をいただきます。そして自分の肉体を大切に大切に生か

す努力をしております。そうであれば、口から出す言葉は当然他を生か

す愛の言葉でなければならない筈です。 

 思いが正しければ、心からの言葉、神の言葉が出せる筈です。神の子

が悪魔の言葉を吐いていたとしたら、それは身も心も悪魔に売り渡して

しまったことになります。実に恐ろしいことであります。暖かい、やさ

しい、思いやりのある、いたわりの言葉、なぐさめの言葉、ゆるしあい

の言葉、ほめたたえる言葉、感謝の言葉は光の言葉です。光です。 

 神が光でみたしておられるように、この地が法でみたされるよう精進
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を重ねようではありませんか。 

 神に対し、主に対し、感謝を捧げます。 
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【第十回感謝と誓いの会に寄せて】1986-8 月 

 

 今年も、私たちにとって決して忘れることのできない日が、めぐって

参りました。 

 偉大な恩師、高橋信次先生は、昭和五十一年六月二十五日午前十一時

四十八分、四十八才と九カ月の短い生涯を終えられました。 

 「もう一人の自分」を探し求められ、昭和四十三年七月遂に悟られ、

八年余りの日日を、「人間はどこから来て、どこへ行くのか、生老病死

はどこからくるのか」ということを、どんな人にも、全身全霊をこめて、

教え続けられました。命のある限り、夜も昼も休むことなく自らを世界

中の人々に、供養しつくして去ってゆかれたのでした。 

 私も救われた一人でありました。おろかにも私は、昭和四十八年に「縁

生の舟」を義兄からいただきながら、昭和五十年まで、触れずじまいで

した。昭和四十八年でも、おそかったのに、おくれにおくれて最後の最

後に先生のもとに入門いたしました。ぐまいで怠惰な私は、神理を深く

勉強するでもなく、自分を深く省みることもしないで、ただ、他力的に

ついて歩いている状態でした。 

 先生のご指導される集団の中にさえおれば救われる。一人でも多くの

人に叫んでさえおれば使命は果される。といったような、間違った思い

で過ごしておりました。 

 限られた先生の短いご生涯にもかかわらず、私は、先生のお心から遠

く離れた、風来坊のような生き方をしておりました。心を入れない、に

えきらない態度の私に、先生はよくよく思いあまってのことだったので

しょう、「あなたは、逃げよう逃げようとしている、もっと神理をしっ

かりと勉強しなさい」ときびしくいわれました。またあるときは、「先

生！！」とごあいさつをしようとしたら、プイーと顔をそむけて通り過

ぎてゆかれました。 

 また、あるときには、「いまの貴方には、北陸の隅々が見渡せますか。

人にいうよりも、自己確立をしなさい」と諭されたこともありました。

そして、三月に始めてお目にかかったのに、もう五月には、「七月に金

沢で講演をするから」、というご指示に引きつづくように、大阪での研

修会につづいて第二回の反省研修会に参加するようにとのご指導をい

ただきました。 

 また、当時は地方の責任者の殆どが心の窓を開いておられました。ま

たそうでない処は、奥さんが心の窓を開いて霊的な力を発揮し、人々の

指導をしておられました。しかし、師の心もわからない愚かな、私には、
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そんな能力が出せる筈もなく、そのうえ、私の家内に対してまで私の未

熟な波動をもろに与えて、心を閉ざすようにしてしまいました。 

 先生は、私のこの北陸という地に対する無責任さと、深い愛のない態

度に、業をにやされたのか、先生の高弟のお一人を毎月派遣してくださ

り、「この人と力をあわせてがんばってください」といわれました。 

 いつも、いつも私の眼をのぞきこまれるようにして「北陸をたのみま

したよ」「北陸をお願いしますよ」といわれました。そのときはいつも、

胸がジーンと熱くなり、熱い涙があふれました。 

 私は毎日、今日は富山、今日は福井、あるいは七尾と、北陸三県を夜

も昼も飛び歩いてきました。しかし、自分の心をみがき自己確立をする

ことは、一向に努力をしませんでした。 

 人よりも遥かにおくれて先生の門をくぐったのに、ガンコな自我の強

い私は、先生のお心を知ろうともしないで、形ばかりととのえた歩き方

をしてきました。そのとき、先生のご昇天という、驚き悲しみに遭遇し

たのでした。いまにして思うとき、自分のかたくなな、ぐまいな心を見

られていた、先生のお心を偲ぶとき、私は胸がはりさけそうになる程、

ざんきの念におそわれるのです。 

 このような愚かな、馬鹿者に、先生は泣く泣く、この地を託してゆか

れたのかと思うと、申し訳ないではすまされませんが、先生に対し、こ

の地の人々に対して、この「いのち」を捧げつくしても、なお足りない

気持でいっぱいです。あと残された人生は、いくばくかもしれませんが、

自分を大切にして、先生のみ心にお応えしてゆきたいと固く誓っている

次第でございます。 

 本日は多数の方々のご参加をいただき、また心ある方々のご奉仕によ

って、このように盛大な感謝の会が開かれ、参加させていただきました

ことを、心から嬉しく思います。 

 ありがとうございました。 

 最後に、 

 

 神に対し、高橋信次先生に対して心からの感謝を捧げ、今後の精進を

お誓い申しあげます。 
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【私】1986-8 月 

 

神さま 

  私は いつもかくれて こそこそと 

  生きてきました 

  私は いつも頭をかくし おどおどして 

  生きてきました 

  お尻が出ているのに 

顔さえ見えなければいいと思って 

 

神さま 

  私は いつも不安と 動揺のなかに 

  びくびくして 生きてきました 

  偽善と憎悪で一杯の心 

  生きていたからです 

  私は 身も心も ずたずたでした 

 

神さま 

  私は ある日 突然 

  あなたさまの お心をつたえるお方に 

  お会いしました 

  そして救われました 

  その方は こうして出会うことに 

  なっていたと おっしゃいました 

  おろかな私は 

  神も 主も 知りませんでした 

 

神さま 

  おろかな 心貧しい私を お許しください 

  みにくく 心を汚してしまった 

  私を お許しください 

  この地に生かしてくださる あいだ 

  いのちを ささげます 

  神を信じます 人を愛します 

  人の足を洗わせていただきます。 
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神様 

  私は 心の友とともに 声のつづく限り 

  いのちのある限り 

  神の子らに 

  神を思い出しましょう と 

  叫んででゆきます 

 

神様 

  おおいなる みひかりが 

  この 北陸の地に 

  日本のすみずみに 

  世界のはてまでも 

  みたされてゆきますように 
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【救いへの道】1986-9 月 

 

 「神は、愛する神の子たちが生きてゆくために必要なものは、すべて

与えておられます。ただとり方がわからないだけなのです」と、高橋信

次先生はお説きになっておられます。 

 神は、いつもいつも一人一人の神の子たちに直接、エネルギーを限り

なく与えつづけておられます。にもかかわらず私たちは病気になったか

ら不幸だとか、貧乏だからふしあわせだとか、いろいろな悩みに負けそ

うになると、自分を不幸の中のヒロインのように仕立てあげてしまいま

す。神の慈悲心を知ることもしないで、自分を中心に勝手気侭に、しあ

わせだとか、やれ不幸だとか、あの人は不運な人だとか言いあっており

ます。 

 私はこの世に不幸とか駄目だとかいったことは、絶対にないと思うの

です。どんな人も、すべて神のふところにだかれていまあるということ

を、深く自覚せねばならないと思います。どんな人も、皆がしあわせに

なるためにいまあるのです。いや、いまとてもしあわせを一杯いただい

ているのです。それに誰もが気付いていないだけなのです。それは、眼

に写るもの、手にふれるもの、耳に聞えるもの、鼻でかげるもの、舌で

味わえるものが、すべてだと錯覚しているからではないでしょうか。つ

まり、五官で得るしあわせのほかにも、一杯のしあわせがあるからなの

です。 

 五官で得たしあわせは、無常でこの世限りのものですが、心で得たし

あわせは永遠であります。それは、肉体は無常であり、心は永遠に生き

通しだからであります。どんな人のものであっても、心のこもったこと

は、すべて神の心へ向けたものであるからです。 

 私たちは、形あるものにとらわれてはなりません。形即ちものに心を

うばわれてしまうと、この世へ出させていただき、いまというこの貴重

な、いっときいっときを、生かしていただいていることにも気付かない

ままですごしてしまいます。 

 また今生の目的と使命をも遠く忘れてしまい、いつの日にか、後悔せ

ねばならないときが、必ずやってくるということであります。どんなに

いま大変な状態にあろうとも、神の心「法」を心として、あらゆる智恵

をしぼり、創意工夫をして生きる努力をしていったときに、すべて救わ

れるのです。 

 いま、精神的に、経済的に、肉体的に苦しいことは、救われる門の前

に立っていることなのです。いま救われるか、救われないかは一にかか
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って自分にあるのです。心の眼を見開いて、心の耳をかっぽじって、何

十回でも何百回でも、「心の発見」「心の原点」「人間釈迦」を読んで

みることです。一心不乱に命がけで読んでいったときに、必ずや、「こ

れだ！！」、「これこそ真実だ！！」と心が叫ぶことでありましょう。

それと同時に胸がこみあげ、涙があふれ、どうしようもない悦びにつつ

まれてゆくのです。 

 救いの門の中へ一歩入った「あかし」であります。歓喜して下さい。

飛び上って歓喜して下さい。勇気を出してこれから頑張るぞ！！と大き

い声で何回でも叫んで下さい。自分の魂の高鳴りを知ることができるで

しょう。 

 苦しいこと、悲しいことこそ、救いへの道なのです。苦しいこと、悲

しいことがあったればこそ、どうしたら救われるであろうかと日夜探し

求めてきたのです。そして、いまあなた様は救われたのです。 

 いまこそ、私たちはこの世へ出させていただいた第一の目的である

「法帰依」を心から実践しなければなりません。法を知らないでこの世

は一歩たりとも、心安らかに、しあわせの中に生きることは出来ません。

法を知らない人たちは、ただ一人合点で右往左往しながら、不安の中を

歩いているに過ぎないのです。 

 いま、手でふれられるもの、眼に見えるもの＝名誉・地位・財産・お

金＝をどれだけ多く集めてみても、決して「しあわせ」ではありません。

もし「しあわせ」だと思っている人がいたらその人は観念的に「しあわ

せ」だと思っているにすぎません。むしろ「むなしい」ということが本

当の気持だと思います。 

 私たちが、この人生において本当に「しあわせ」だと思えることは、

形づくられた「もの」の中にあるのではなく、私たちの「こころ」の中

にあるのです。「こころ」の中が、少しの不安もなく、安らぎにつつま

れていることがほんとうの「しあわせ」といえるのです。 

 もし「もの」の中に「しあわせ」が埋もれているとしたら、その「も

の」を死んでもあの世まで持ってゆけなくては「うそ」だと思うのです。

しかし、どこの世界に死んでもこの世の「もの」＝名誉・地位・財産・

お金＝を持っていったという人がおられるでしょうか。おられないので

す。この世とあの世の境にある死線を越えてもってゆけるものは、心の

中に貯えた、この世へ生まれて死を迎えるまでの、一秒一秒の生活の中

での、思いと行いだけが持ってゆけるものなのです。 

 法に帰依した悦び、法を実践した感動と悦び、人に愛を与えて感謝さ

れた悦び、自分が救われた悦びは神の心に合った悦びであります。その
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人の心は神の光にみたされてゆきます。私たちの心の潜在意識（九○％）

は、何が「正しい」のかを充分認識しています。でもいま肉体生命をも

っている人は、一○％の表面意識で生きているが故に、何が正しいのか

をわからないままに、暗中模索の姿でこの世を生きています。次々に思

うこと、行うことの正・否の審判は、その都度自分の潜在意識が判決を

下しているのです。 

 潜在意識はいつも神と直結していて、常に神から直接、心にエネルギ

ーをいただいております。ですから人にうそをいったりすると、心の潜

在意識が痛むのです。自分には絶対にうそがつけないのです。一秒ごと

の正否の判決によって、もし間違い＝神の心に反している思い、行い＝

が発生すれば、そのたびに清らかな心が汚れてゆきます。どんどん心が

汚れてゆけば、一○％の表面意識はどんどんせまくなり、五％にもなれ

ば三％にもなってゆきます。それに比例して、益々この世の正しさがわ

からなくなり、自己中心の思い、行いの生活をしてゆくようになります。

このように、必ず人間の心には、正しい（神の心）ことを正確に判断し

てゆく機能があるということであります。これこそが、私たちは神の子

であるということであります。 

 このようにして見ますと、私たちは、眼に見えるもの、耳で聞えるも

の、舌で味わえるもの、鼻で臭いをかげるもの、手でさわれるものが、

この世のすべてのものではないということが、おわかりになると思いま

す。自分の心が見えないように、手でさわれないもの、眼に見えないも

ののなにかにこそ、真実なものがあるのです。正しく心に思ったこと、

正しく実践、体験し積みあげた智恵こそが、大切な宝であり、永遠にも

ってゆけるものであります。この世の「もの」よりも、遥かに貴重な財

産であるわけであります。 

 こうして考えて見ますと、私たちの日常の一秒一秒の生活の中で、何

がいま最も大切なのか、何をしなければならないのかが、判然としてく

ると思います。そうです、「もの」を中心の生活ではなくて、「法」と

いう正しい規準を知ったうえでの生活こそ、この世に出させていただい

た、真の目的であるということであります。高橋信次先生が命がけで悟

られ、血を吐く思いで叫んでゆかれた「法」の偉大性に、一刻も早く帰

依して、この世を、しあわせに生きて下さい。いま悦びの中に生かされ

ておられる方は、その悦びを回りの人に一人でも多くわかち与えて下さ

い。身も心も健全な人から順次お伝えして下さい。 

 このような生き方こそが、神に対し、高橋信次先生に対する報恩感謝

の道であると思います。また、引いては、いまは亡きお父様やお母様、



143 

 

兄弟姉妹、家族等、肉体先祖への供養ともなるのです。 

 但今から勇気を出して「法」を学びましょう。自分の心の針の動きを

見ながら「法」を実践しましょう。 

 日曜、祭日等の休日は、肉体を休めるためはかりではなくて、これま

での一週間なり一カ月間の人生を反省し、心に神の光をいただくための

「正念」「正定」の日であろうと思います。 

 神に対し、主に対し心からの感謝を捧げます。 
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【心の病】1986-10 月 

 

 今年の六月、風邪を引いて生まれて始めてほどの、「せき」に苦しみ

ました。「のど」が力ラカラになり、つばきを呑みこむことも、やっと

なほど大変な状態でした。珍しく、お医者さんに診てもらってお薬を呑

んだお陰で、二日位で止まりました。しかし、「せき」は止まったけれ

ども、こんどは鼻がつまって仲々思うように呼吸ができない状態になり

ました。口から鼻と、五官が次々にやられてゆくのです。 

 この風邪のひきはじめのときから、私にはその原因が、自分の心の「ゆ

るみ」にあるなあと思っておりました。しかし、いつものようにしばら

くすれば、すぐ治るとタカをくくっていました。しかし、今度はそうは

簡単にはゆかず、益々ひどくなり身体全体もだるくなってゆきました。

鼻づまりも、子供のとき以来の苦しいもので、人前でスムーズにお話も

できないほどになってしまいました。 

 この頃、私の心に自分の悲願であった一つの目標を達成することによ

って、ある面で大きな「やすらぎ」をいただき、心の緊張がゆるんだの

でした。私の心には永年の精進努力が実ってこの平安をいただいたん

だ・・・、もっと心の奥底には、自分が・・・、自分こそは・・・、と

いう、大きな思いあがった想念が毒々しく、ぐるぐると渦をまいている

のを発見したのでした。 

 何という愚かな増上慢の心であろうか。神が、このままでは身も心も

落ち込んでしまっては、哀れだからと思われて、いつときの「休息」を

お与えくださったにもかかわらず、もう自分は一つの壁を乗り越えるこ

とができたんだ、永年夢に画いてきたことが実現したんだ───、と心

が宙に浮いているような状態になっていました。 

 ふりかえって見ますと、どれだけ一秒一秒、神のみ心にそう精進を積

みあげてきたというのでしょうか。神のみ前で、それがいえるのだろう

か。とんでもない。 

 何の精進努力もできていないくせに、そのうえにこの有難い「救い」

に対し、心からの深い感謝の祈りを捧げていたか。否。 

 そこに今回の病魔という慈悲をいただき、救っていただいたのでした。 

 そうするうち心の内で、いまのお医者さんの薬をやめた方がいいと思

われたので、素直にその通りに致しました。約五時間ほどでがんこだっ

た肉体的障害がウソのように消え、もとの元気な自分にかえることがで

きたのでした。 

 更には、こんな状態にもかかわらず、定例の神理学修会と会社は休む
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ことなく、つとめを果たさせていただきましたことは、あらためて、神

仏の偉大なおはからいをいただいたことを感謝せずにはおれません。そ

して、悟りのない凡愚下根の自分があわれになり、恥ずかしく思います。 

 再びかえってこない、この一秒一秒を、命がけで、精一杯大切に生き

ることが、神のみ心にそうことだと思います。そして、深い心からの感

謝の生活こそ「しあわせ」の根元であることを、いまあらためて教えて

いただきました。 

 

 神に対し、仏に対し心からの感謝を捧げます。 
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【愛するとは】1986-11 月 

 

 このたび神理学修会「ほくりく」の有志が相集うて、長野県佐久行の

研修旅行に出かけました。その旅行の中で、沢山のありがたい「心の実

践」を、学ばせていただきました。 

 或る方々は、バスの中でも、旅館に着いてからも、自分もおつかれに

なっておられるだろうに、ニコニコとして同行の方々のお世話を、何呉

れとなくやっておられました。 

 その方々は、皆を心から愛しておられたのでした。だからお一人お一

人のお顔が、美しく輝いて見えました。しかし、もし、皆のんびりとお

客様になっているのだから、自分一人が何もあくせくする必要はないわ、

やめたーとなったら、自分を放棄して自分を粗末にしている姿ではなか

ったかと思います。自分を愛することが出来ないのに、どうして自分以

外の人も、愛することが出来るでしょうか。自分を大切にする人は、他

人も大切にすることが出来ます。 

 神は、私たち神の子に、どんな人にもわけへだてすることなく、限り

ない慈悲を与え続けているようにお前たちも、回りの人にいま出来るこ

とから、精一杯の愛の奉仕をしなさい、と叫んでおられます。 

 私たちの一生というものは、五十年か六十年といったものではなく、

ほんのいまのいまという一瞬にしか過ぎません。何故なら、私たちの生

命は、このただいまの一瞬しか生きていないし、次の一瞬も続いて生き

ているという保証は、誰もいただいてはおらないのです。神から、この

一瞬だけ生きるエネルギーしかいただいていないとしたら、この一瞬に

取り組む心がけは、おのずと違ってくるのではないでしょうか。いまの

いま出来る最も大切なこととは、一体どんなことでしょうか。先ず、私

たちがこの地上界で、なしていかねばならない人生の目的と使命を考え

てみましょう。 

 先生は心行の中で、次のように教えておられます。 

 「この現象界におけるわれらは、過去世において、己が望み、両親よ

り与えられし肉体という舟に乗り、人生航路の海原へ己の意識、魂を磨

き、神意の仏国士を造らんがため、生まれ出たることを悟るべし」 

 

 そうしますと、先ず自分を愛すること、つまり自分を大切に生きるこ

とではないでしょうか。自我我欲に負けて生きることは、自分を粗末に

していることであります。怠惰な心に打ち克って、いま自分の出来る限

り、人を心からお世話をさせていただくことこそ、自分を生かし、他人
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を生かす、自分を愛し、他人を愛するということになります。その人の

心は、お世話をさせていただくことによって、心の内から悦びが溢れ、

悦びが悦びを招く結果となってゆきます。そして、その魂は、神の心を

心とした愛の実践を積みあげてゆくため、神はその方にドンドンエネル

ギーを補給されるので、益々つかれをも知らない状態となってゆくので

す。 

 また、或る方は、同行の方々から求められるままに歌を歌って下さり、

つかれた私たちの心をいやして下さいました。 

 その方は、人から賞めてもらうためにうまく歌おうとか、美しい声で

歌おうとか、自分の素晴しさを自慢しよう、といったような欲望は、何

一つ持ってはおられませんでした。何らけんそんしたり、反対にひけら

かしたりすることなく、求められるままに、素直に歌い続けられました。

そのお声は、いままで何十回聞かせていただいたときの歌よりも、お声

のはり、のび、波動は、最高の感動を私たちに与えて下さいました。こ

の方は、今日は自分でも一段とのびのびと気持ちよく歌えた。それは、

きっと今回の旅行に対し、家旅全員が心配なくいっておいでと、気持よ

く出してくれたからに他ならないといっておられました。 

 また、神理を勉強し、反省が進んでゆくと、いままで出なかった高い

声が、のびのびと横隔膜のところから出せるようになりました。そして

少しのつかれもなく、どれだけでも歌えるので不思議な位です。やはり、

喉だけで歌おうとすると、すぐさまつかれて声が出にくくなる、といっ

ておられました。このように、頭で色々と考えて行うことは、心ないこ

とで不調和に終わります。しかし、心から素直に、悦びと感謝一杯で、

人の心をいやそうとする愛の行為は、神の心と同じであるため、自分の

心は、益々高まり、豊かに調和されてゆくのです。その方のお顔も、す

き透るような美しさでした。 

 「天は自ら救くる者を、救く」という教えにもあるように、愛の行為

により消耗する心のエネルギーは、ドンドンつきることなく限りなく神

から与えられることとなり、更には守護、指導霊も協力して下さるので

す。 

 心の積みあげは、頭脳でいくら考えて見ても、わからないことであり

ます。それは、白山の頂上のことを、家の中で百年考えてもわからない

ように、それよりも、勇気を出して一歩踏み出すことによって、その一

歩は確実に自分のものとなり、一歩一歩頂上に近づいて行けるのであり

ます。 

 一秒後、一分後、一時間後、一日後、一か月後、一年後はどうなるだ
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ろうか、とわかりもしない先行の不安に、とらわれないでいまのいまと

いう、この一瞬一瞬を、いま何が一番大切なことかと心に問いかけなが

ら、全生命力を集注して神の心を心として生きぬくことが、神の子とし

ての唯一の道であり、永遠のパラミタ（智慧）を積みあげてゆく、光の

道であります。 

 

 「人間は、いま、これから後に自分の身の上に起ってくる結果を、い

ま、自らつくりつつあるということを知りなさい」とお導きいただきま

した。 

 

 偉大なる先生の御母堂様に、再びお目にかかれた大きな大きなおはか

らいに、心からの感謝を捧げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

【自分を大切に生きる道】1986-12 月 

 

 人間は誰でも人にはさわられたくない部分を持って生きている。いつ

もその部分を忘れているようで気にしている。人からその処を指摘され

るとムカーッと腹がたってくる。 

 顔に出さないで、至極謙虚に聞ける場合もあるし、聞けない場合もあ

る。それは、その相手によってである。自分の尊敬している人か、また

は尊敬していなくても、生活の関係上、一応かしこまって聞く態度をし

なければならない人からの、忠告なり、注意は割と抵抗なく聞ける。内

心ムーッとしても我慢をしながら聞く態度をする。しかし、両親を始め

自分の身内や、自分の友人、自分の下で働いている人たちから、こうし

た自分のさわられたくない部分にふれられると、何をいうか！と、いう

具合で仲々耳を傾けられないものである。 

 自分のさわられたくない部分とは、一つはこれまでの人生における

「あやまち」であり、一つは自分のどうにもならない、自分が何時も気

にしている欠点ではないかと思う。 

 この自分でもどうにもならない欠点を、何とかしたいと思いながらも、

どうしようもなくかかえているのが人間ではないかと思う。 

 また、自分が何も気付いていない欠点もあわせ持っている。人に言わ

れて初めて気付いたというのも沢山ある。人間は、自分の欠点は仲々気

づかなくても、人の欠点はよく見えるものである。自分の顔や姿は、鏡

に写さない限り、見ることは出来ない。鏡に写しても、写っている部分

は見えるが、写らない処は何一つ見えない。 

 とすると、他人の姿は、お前の姿だよ、と神様が見せて下さっている

としか思えないのである。他人の姿の中でも、一番いやな処から目につ

くのではないだろうか。中には他人の素晴らしい処しか見えない人もあ

る。「赤い花」を、沢山の人で眺めても、赤の色彩の感じ方が夫々違う

場合がある。それは、一人一人の心に感じる伝わるものが違うからであ

る。このように人の姿を見ても一人一人の感じ方が違うということは、

自分の心の程度、次元で相手の心の波動を受けるからではないかと思う。

暗い心の人は相手の心の暗さをいち早くキャッチし、明るい面は気づき

にくいのである。 

 逆に、明るい心の人は、相手の暗い面よりも明るい処にひかれるので

はないだろうか。人間は誰でも明るい面と暗い面の両面を持って生きて

いる。暗い面よりも明るい面を多く持っている人は明るい人に見える。 

 心の内にひそむ暗い部分を一つ一つ取り出して、明るいものに切り替



150 

 

えて入れ直すことを反省という。暗い処を反省すると同時に、いま自分

の持っている明るい処をどんどん大きく広げることこそ大切なことで

はないだろうか。自分が明るくなれば、その分だけ人の明るい処がどん

どん見えてきて、ますます自分の心が明るく暖かくなってゆく。 

 神は、神の子が一人だけでは、仲 「々調和」の修業が出来にくいので、

夫婦、親子、兄弟、友人を与えて下さり、相互に「せっさたくま」し、

心を磨いてゆける、すべての環境を、本人の望みのまま与えて下さって

いるのが、いまの自分の場である。 

 「人のふり見て我がふりなおせ」という、ことわざがあるが、正にこ

のことを指していっているものと思う。人のふりとは、他人の生活態度

（生き様）を見て、自分の生き様を正しなさいという、心を正しく生き

る教訓ではなかろうか。 

 人の心には誰しも欠点があり、過去の過ちに痛みを抱えている。しか

し心の内には、神と通じた厳正無私な審判人(心の奥底の心)がいて、1

秒 1 秒の思い、行いに対して瞬時にその判決を下している。この世の裁

判官のような感情の入ったものではなく、遙かに遙かに高次元の厳しく、

正しい判決を下しているのである。 

 肉体を支配している 10％の表面意識では仲々気づかない点は多いが、

人の心の美しさに応じて痛みとなって警告されてくる。痛みも感じない

ような状態は、相当心が汚された重症な人ではないだろうか。 

 警告にも気づかなかったり、または無視して突っ走っていると、やが

ては肉体的、精神的病気という「苦痛」となって、嫌でも気づかなけれ

ばならない機会が与えられるのである。病気という現象は結果があって、

その原因は必ず心の内にある。心の内にあるものとは、一秒一秒の思い

と行いである。その原因を修正すれば、必ずやその病はいやされるもの

である。もしこの世に肉体を持っている間に、充分な原因追及、修正が

出来なくても、その神理を充分理解して帰った人は、いつの日か必ず救

われることを先生は教えておられる。 

 最近、頭が痛くて診てもらった処、しゅようができているということ

であったが、一生懸命に反省し再度診察してもらった処、異状なしと言

われた人、また、夜半にお腹が痛み病院へ救急車でかつぎ込まれ診察し

てもらった処、大腸にポリープができているので、九○％は手術が必要

と宣告された人も、一生懸命に「いままで自分は主人に対して、両親に

対して、子供に対して本当に感謝の心があっただろうか」という反省を

し、愚かな不足の思い、ぐちやいかり等々について神に心からの謝罪を

した処、翌日のカメラ診断で異状なしを言われ、飛び上がって喜んでい



151 

 

る人等、沢山の方が救われた事例を見聞し、身も心も引きしまる思いの

日々をいただいている。 

 特にこの頃、こうした現象が多くなっているのを見るとき、私たちの

未熟な心に関係なく、天上界の計画が着々と運ばれているんだなあと感

ぜずにはいられない。そのためには初心にかえって精一杯、自分を大切

に大切に生きなければならないと思う此の頃である。自分を大切に生き

ることによって他をもそれ相応に大切に生かすことが出来るという悦

びをいただける。悦びをいただけるのも苦しみにあうのも、誰でもない

“自分の心”に原因があるということである。少しでも、自分の心の痛

みを反省によって除去し、身も心もさわやかな、有難い日々をいただき、

先生が叫ばれた「正しい道」を、益々大きく高らかに叫ぼうではないか。 

 この一年、ご縁をいただいた一人一人の方々に感謝を捧げ、心から平

安を祈りたい。 

 

 神に対し、主に対し、この一年の悦びの感謝を捧げます。 
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【1987 年分】 

【神との信に生きる】1987-1 月 

 

 神との信に生きること、神のみ心を心として一秒一秒を大切に生きる

ことは神の子として至極当然な道であると思います。 

 昭和五十年三月、先生に始めて御指導をいただいたときは、まだ神と

いわれても真実唯一の神のことは何もわかりませんでした。 

 どうしても神社にまつってある神を想像し、ダブらせて思ってしまい

ました。 

 心の中では、神とはどんなお姿をしておられるのだろうか。どんな処

におられるのだろうか。また、誰の前にも自由にお姿を見せられるのだ

ろうか、といったいまから思うと全くもって情けない人間でありました。

自分の親である“天なる父”をも忘れ去ってしまっている、哀れな状態

の者でありました。神を信じようにも何か雲をつかむような状態で、も

がけばもがく程益々混乱してしまうのでした。 

 神に心を向けようと思っても、精々が心行を読みあげるときだけで、

仲々神様！！と心に浮かんではこないのでした。しかし何か経営上の苦

しみとか家族の病気とかのときには、何とか救けてほしい、人よりも倍

以上救われたい、といった身勝手な思いで、「神様お救い下さい」と念

じるのでした。 

 正法の中にいるから普通の人よりも、より以上に救われなければおか

しい、といった思いや、世間一般の会社よりも遥かに経営成績が好転し

て、回りからうらやまれる位になりたい、いや、ならねばうそだ。とい

ったような自分の心を正すことをそっちのけにして専ら神に自分の欲

望を求めに求めている状態でした。 

 私が若し経済的にも精神的にも駄目になったら、また人間的にも信用

されない状態であったら、これから先この地方の人たちは、決して正法

にふれてはこないだろう。だから、何とか救っていただかなければ困る、

といった神を冒とくするような不勤慎な思いに明け暮れている、愚かな

愚かな私でした。 

 神に対してでさえも感謝一つない位ですから、回りの人に対しては当

然与えることよりも、むしろ欲しい欲しい、なんでこんなに与えられな

いのだろうか、思いのままの幸せをいただけないのだろうか、と不満一

杯ぐち一杯の愚かな自分でした。このように植物よりも浅間しい人間で

すから、神が与えて下さっている、限りない大きい慈悲につつまれてい
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ることもわかりませんでした。うまくいけば当り前で、うまくいかなけ

れば即人を恨み神にも不足の思いをもちました。いつまでもこんな状態

では人様の前へでることも大きな罪悪だ、何とかしなければと思いつづ

けていました。 

 先生がご昇天されてからは昼は仕事と伝導のためゆとりがないので

すが、夜一人になると殆ど眠ることも忘れて、神と神の子。大宇宙と人

間。自然の正しい摂理。心と経済といったことを学習し続けました。先

生のご著書を読み、ご講話を拝聴し、その中で感動した処をノートにま

とめるといったような幼稚な手法で、神理を勉強いたしました。神のみ

心にそって、自分を大切に生きるためには先ず「神のみ心＝神理＝法」

を学ばないことにはどうにもならないことにやっと気付いたのでした。 

 昭和五十二年、五十三年は一生懸命に、命がけで夜も昼もないような

日を送りました。もう後を振りむくことは出来ません。後からどんどん

せっつかれるので否応なしに前の峠を越えるしか自分の生きる道がな

いような状況に追い込まれてゆきました。回りに沢山おられた人も一人

減り二人減りして気が付いたときには家族と会社の兼松さんと五人だ

けになっていました。 

 金沢講演が終って先生を控室へご案内する道で、「今回の講演会は大

成功でしたね。しかし、このうち（当日の聴衆は一千三百人）最後まで

残るのは五人だけですよ。」とおっしゃられたお言葉が、やっと現実と

なって始めて理解できました。一年三ケ月に亘ってご指導いただいた、

先生の血と汗の結晶を、只まんぜんと風が吹き通るように聞いていた己

を悔いました。先生が偉大な方であることに始めてといいますか、実感

となってやっと気付いたのでした。そのとき私は、イエス様がペテロに、

「翌朝までにお前は三回私を裏切る」といわれた聖書の一節を思い出し

ていました。 

 あーなんと、もったいないことをした。この一年三ヶ月間いただいた

先生の「光」を、心で充分いただいていなかったことが、悔やまれてな

りませんでした。五十年間生きてきた連続の心でしか聞けない、心の拓

いていない私に、先生は神の言葉を吹き込んでいって下さったのでした。 

 それからは、心で読む、心で聞くことを心がけました処、ご著書「心

の発見(神理・科学・現証篇)・心の原点・人間釈迦(一～四部）」の中に、

すべてを吹き込んでいっておられることに気づかせていただきました。

先生はこの世におられなくても、自分の心の中に生きておられるし、ま

た、ご著書の中に先生の地球上の衆生を思いやられる広く大きく深い愛

と、神の光に満たされた悦びとが、息づかいとともに深く刻み込まれて



154 

 

いるのでした。 

 あーなんとしたことだろう。人智では到底、想像もつかない、大変な

大変なことがこの地球上の一角に起きていたんだなー。そしていまもそ

のつながりの中に私たちは生かされているんだなあと心から感動した

のでした。その上私はまだ何を迷っているのだろうか。何を求めている

のか、と思ったとき、何でもない、ただ黙々と先生が説かれた道を一歩

一歩確実に実践し、体験してゆくことが大切なことと思いました。 

 自分を大切に生きることが自分を愛することになる。自分をこよなく

愛せない者が、人を大切にすることが出来る筈がないことに気付きまし

た。己を生かすとは、吾が父、神のみ心を知り、そのみ心にそって己を

大切に生きることであることをわからせていただきました。そうしてみ

ると、かつて先生が、「そこには法がないんだよ」といわれ、法がある、

法がないと毎日禅問答のようにくりかえしていたことも、その意味がは

っきりと見えてきたのでした。一瞬一瞬空気を吸っていながら空気に気

付かない、いつも水を飲みながら水のありがたさに気付かないような状

態の哀れな私でした。 

 法の理解が出来た次の段階は自分の日常行動の総点検であります。私

はいままでいつも自分のいやなことは全部人に押し付けて、自分は自分

にとって都合の良い処にしか顔を出さない人間でした。よし！！これか

らはどんないやなことも自分に対する神の慈悲である、逃げないでそれ

にぶつかって行こう、と決心しました。勇気を出してそれに向ってゆく

と、思っていたよりも“按ずるより産むが易し”といった状態で解決し

てゆくのでした。何だこんなことにオタオタと逃げかくれしていたのか、

始めて正しく見ることの重大なことを教えられたのでした。そしてこの

苦しみの中にこそ神と自分との光のつながりのあることを発見いたし

ました。神とのつながりは、神の子にとって最高の悦びであります。 

 自分を大切にして生きるとは、こんなに素晴しいことなのかと眼を見

張るような感動と感謝が心の中にみちあふれてくるのです。どんな人も

どんな動物も、一木一草たりとも、すべてが神の光にみたされて、見え

てくるのです。 

 心は、すべてを愛しいと思えてくるのです。苦しみ、困難の幾山を越

えてきたときに、苦しみ、困難は「物」の価値観の中にある、逃げとお

それでしかありませんでした。 

 どんな経済的、精神的な苦境であろうと、難病、奇病であろうとも、

神のみ心に気付いたとき、その分だけ「いやされる」のです。救われる

のです。そして、神の子は、神と主に感謝を捧げ、神と主の偉大性を讃
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え、ひたすら神を思うのです。主を思うのです。回りの人に与え続ける

のです。 

 信ずるとは、自分が心をくだいて努力し体験した悦びであります。し

たがって信の深さも、それによってあるのです。 

 

 主の示された道を、悦びと感謝にみたされて、ただ、素直に、素直に

歩こうではありませんか。 

 神と主に あたらしい「とき」を 

 いただいた悦びと感謝を 捧げます。 

 

  そして 神の子に ひかりが 

  みたされますことを 
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【神の慈悲】1987-2 月 

 

 神を忘れた多くの人々が、病に苦しんでおられます。 

 高橋信次先生のお導きによって、神を信じられるようになった人々が、

次々にいやされ救われてゆきました。 

 十一月の中頃のことでした。法を学修しておられる女性が一人の友達

を連れて訪ねてこられました。高校まで一緒だった幼友達だとのことで

した。案内してこられたＮ子さんは、しばらく私のところから遠ざかっ

ておられたので、いつも気にかけていました。久し振りでお目にかかっ

たのですが、前の活き活きとした明るさが消え、顔つきまで変わった暗

い方になっておられました。でも、私はようこそこちらへ足を向けられ

たね、よかった、よかったという思いで嬉しく心が高まりました。 

 友達のＹ子さんは、最近、まれに見る清らかで、美しくやさしい方で

した。お話をお伺いすると、心臓病で近く手術をしなければならないと

いうことでした。 

 私は“主”高橋信次先生がお説きになられた、神と神理（神の心＝法）

を知っていただくために、「心の原点」を、入院する日まで何回も何回

も読むことと、理解できたらもう一度こられるようにお願いをしました。

その後もう一度こられたのですが、未だ充分に読んでおられないようで

したので、次にこられた時に、もう一歩突込んだ神理の説明をすること

にして別れました。 

 お正月に訪ねてこられたＮちゃんのお話によると、「Ｙ子さんは一寸

遠ざかられたような感じがするので、遠くから見守るようにしたい。あ

まり話をすると、Ｙちゃんに何か押し付けるような感じになるので……」

といっておられたので、私も「それでいいのじゃないですか」と申しあ

げたのでした。Ｎちゃんの別人のような暗かったお顔は、十一月にこら

れて帰られる頃には、また元通りの輝くようなお顔になられ、その清く

美しいお姿は、益々輝きを増してみえました。 

 その後、いよいよ入院することになった旨の電話がありました。私は、

直接お会いすることもないまま、心では、どうされたのだろうか、もう

一度電話でもあったら病床へお見舞にゆこうと考えていました。 

 昨夜、三田さん宅での学修会でＮちゃんからＹちゃんの手紙を渡され

ました。 

 

 『丸山先生へ 

 丸山先生宅へおじゃまをし、暖かいもてなしをいただいたのが昨年十
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一月十八日でした。本当にありがとうございました。 

 その時には「心の原点」を紹介して頂きました。そして再びおじゃま

する時までに私は、自分の幼い頃からの想いを振り返えることと、本を

読むことを約束しました。 

 幼いころ母に対して淋しいと感じたこと、うれしかったことなど想っ

ているうち、先生が母のことでさみしいなあと思ったことに、病気の原

因があるとおっしゃられたことがいろいろ思い当り、筆を走らせていま

した。 

 本も読み終え、反省も文にし、講演テープも聞き、十一月二十六日に

再びおじゃまさせていただきました。その時も先生や奥さま、みなさま

に暖かくもてなして頂き本当にありがとうございました。 

 その時私は、素直でなかったことを反省します。素直でなかったこと

に気付いたのは帰路でした。Ｎちゃんと話をしているうち自分が本を全

部理解して、神の存在を信じて、これから正法を生活の糧として生きて

いこうという気持ちが確立できたのではないのだからと、信じてみよう、

魂は転生輪廻しているということを知ることができたし、今まで全く無

関心で、知ろうともしなかった神のことも考えるようになった。先生の

お話しを聞いて、心の原点も読むことができたというそのことまでも、

できなかったように言ってしまったのでした。だから先生に、信じない

人にそれ以上のことは言ってもしょうがないと言われてしまいました。 

 素直でなかった自分を知り、とても反省する結果になりました。「次

の課題は、何度も心の原点を読むことで、神を信じることができたらい

らっしゃい」ということでした。 

 神を信じること、信じられた時というのはどんな時であるのか、それ

がわからず今日に至ってしまいました。 

 いま、もう一度、心の原点を読もうと思っています。結局私は努力を

怠っていたのです。忙しいことを理由に、読もうと思えばいくらでも読

めたはずなのに、読まなかったのです。そんなはずかしい自分であった

ので、気にしながら先生宅へおうかがいできなかったのです。 

 入院の前日お電話をしたら、奥さまが私を覚えていてくださって「お

元気でね」とやわらかなお声で励ましのお言葉をくださいました。二度

ばかり会っただけの私に……、本当にありがたいことです。 

 それから十日ばかりすぎました。 

 心臓の穴がふさがらずにいる人は少なくないそうです。生涯そのまま

でも生きている人もいるそうです。私も、そのままでも生きていける人

であるように、心から祈っているのですが。 
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 一昨日心臓血管カテーテル検査というメインの検査を受けました。足

のつけ根の大動脈から管を通し、心臓の穴の影響を具体的に調べるもの

でした。体に傷をつけることがよいとは決して思いませんでした。でき

るなら、そんなことはさけたかったのですが、仕方ないものと受けまし

た。その結果が良く出て、大丈夫であることを証明されたものです。 

 入院してから私は「心の発見」を読みました。それまで、とても知り

たかった反省の仕方、八正道とは……も、少しずつ理解でき、Ｎちゃん

のおかげもあって、本当に様々なことを学ぶことができます。 

 私は、思っていることをうまく伝えることができません。ですが手紙

なら整理しながら書いてみました。まだまだ入院して初めてわかったこ

と、周りの人々への感謝など思っていることを全部書いてみたいのです

が、とりあえず、先生へのおわびの気持ちと、また、おうかがいしても

よろしいですかという、うかがいの気持ちをつづって今日のところは失

礼いたします。 

 一月十八日   Ｙ子より』 

 

 私は読み了えて早速ペンをとりました。 

 「Ｙ子さん、二度お会いしましたが、これも、神様のおはからいによ

って、私と貴方様とがお会いしなければならない何か深い意味があった

ものと思います。しかし、未熟な私は貴方様のお心がみたされるような

お手伝いを何もできず、申し訳なく思っております。病院に入院された

以上、お医者様を信じ、お医者様のお申し付けの通り治療に専心してく

ださい。 

 また、先生を始め、看護婦さん、掃除婦さん、賄いの方々を始め、両

親、家族の方々に心からの感謝を捧げてください。自分の重い身体を休

ませてくれるベッドやお布団に対しても、心からの感謝をしてください」

という要旨の返書をしたためました。 

 夜になって激しく降りしきる雪の中を、ＮちゃんがＹちゃんを見舞っ

て電話がありました。 

 いよいよ手術しなければならないということでした。Ｙちゃんは、不

安な声で「どうしたらよいでしょう」といってこられました。そしてし

みじみと「もし私が先生のご指導をいただいて手術をしなくてもよかっ

たとしたら、そのまま感謝もなく、法も深く理解のないままの人間で終

っただろうと思うんです。きびしいけれど、やはり私は手術を受けなけ

れば駄目なんだと思うのです」 
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 私はふと「素直」という言葉が心に浮かびました。これは絶対に断言

できないことだけれども、もし、この方が入院するまでにもう一度私の

ところへこられていたならば、検査の段階で「手術不要」という診断が

出されていたかもしれないのにという思いがしたのでした。これまでも

何人もの方が初診のときは至急手術をするように言われたにもかかわ

らず、最終検査の段階では、一様に担当医が「不思議やなあ！たしかに

手術をしなければならなかったのに、異状がなくなっている。全く不思

議だ！」と言われたのでした。 

 

 私は、今回のＹ子さんのときもそう思いましたし、いつのときも神様

に「この者は、いま神のみ心を知りました。これまでのこの者の愚かな

あやまちをお許しください。この者にいま一度、感謝と反省の機会をお

与えください」とお願いをしてきました。その都度、神様は、その人の

お心に応じて救ってくださいました。 

 

 今日は朝から大寒を前にしての本格的な冬本番の冷え込みでした。夕

方から降り出した雪は夜に入り益々激しく降っています。 

 

 金沢から白山の山麓まで走る電車の始発駅の公衆電話から、Ｎちゃん

の涙声の電話がかかってきました。「私がもっと、Ｙちゃんにきびしく

言ってあげていたら手術をしなくてもよかったのに……。私は充分に話

をしてあげたんだから、あとはＹちゃんのものだし、と思って離れて眺

めていたのが間違いでした。もっともっと工夫し、勉強してお話をして

あげればよかったのに……」 

 

 これから家までまだ三十分もかかるというのに、仕事の疲れも忘れて、

友を思いやる、このあたたかくやさしいＮちゃんの美しい愛に、私の胸

はこみあげてきました。あれからいままで病院におってあたたかく励ま

しておられたのかと思うと、法を知った神の子は素晴しいなあと思いま

した。金沢でさえもこんなに白く積もったのに山峡の家路は雪が深いの

ではないかと、平安を祈りました。 

 

 何十年かの間に培かった心の不調和の故の肉体の不調和が瞬時にい

やされると、そのときは、心から神と主に対して心からの感謝を捧げる

のですが、いつのまにか日が至ってゆくうちに、感謝も忘れ、また元の

通りの心の旅路をたどっている人が多いようです。神様にお救いいただ
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いたことの悦びをもっともっと深く大きくかきたてかきたてて、感謝と

悦びの大きい神の子になるように努力をしていただきたいものと思い

ます。 

 

 神様と主のこのようないいしれない広く深い慈愛に、いつも立会わせ

ていただける幸せを感謝いたします。 

 そして、この地の多くの病める友に 

 安らぎをお与えくださいますように 
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【神の子の道】1987-3 月 

 

 地球上の国々には、それぞれの法律があってその国の秩序を維持して

おります。 

 国と国との問題処理については、話しあいによる国際協定をして調和

を計っております。 

 しかし、いつもいつも平和な地球ではありません。むしろ、いつもい

つも争いの絶えない状態にあります。一つの国のなかでも、常に経済的

に政治的に争いが絶えません。それは、殆ど欲望を中心として生まれた

思想が中心となっての考え方や、意見が喰い違ってきている状態であり

ます。 

 しかし、太陽はどの国の如何なる地域や、環境に住んでいる人にも、

平等に熱と光を無限に与え続けてくださっています。また、空気も同じ

ように、与えてくださっています。 

 空気中の酸素は植物が私たちに与えております。この酸素にも国と国

との境界などありません。或る学者の説によると、毎年我が国の九州と

四国とを合わせた位の面積の森が、住宅や家具、パルプ等を製造するた

めの伐採、また、開発、戦争等によって消えていっているそうです。そ

うなれば酸素がなくなるのは当然で、我々人間を始めとした動物は自然

に淘汰されてゆかざるをえません。 

 このように地球は、日本だけが都合が良ければよい、アメリカの利権

が守られれば良い、あるいは、西側だ、やれ東側だといったものではな

く、あくまでも地球的、いや、もっと宇宙的に「もちつもたれつ」とい

う相互協存の、しくみの中に生かされているわけであります。 

 太陽が唯一であって絶対になくてならないもの、また空気も水も、私

たち人間にとって絶対になくてはならないものですが、この欠くべから

ざる大切なものを無限に与え続けている存在、しかも、規則正しく、一

人一人の人間を始め、万生万物に対しても公平に与え続けていただいて

いる存在、このはかりしれない偉大な偉大な存在こそ神であります。慈

悲のかたまりであります。 

 この偉大な神のあたたかいふところに抱かれながらも、神の存在に気

づかず、人智による科学こそ万能であると思っていたとしたら、とんで

もない間違いであろうと思います。 

 人間は、どうしても肉体という乗り物に乗ってしまうと、人間を中心

に、自分を中心に、この世を中心に、この世の眼で見られ、手でたしか

められる「もの」が、すべてであると思うようになってしまいました。



162 

 

電柱から電柱に配線してある電線は、どんな人にも見えるのですが、そ

の中を流れている電流は見えません。でも現実に流れております。 

 このように最も大切な電流である「エネルギー」は全く見えなくて、

それを通すための電線という物質だけしか見えない、真の姿が肉眼では

見えないのが、この地上界のしくみとなっております。ですから、どう

しても見えるものだけを中心として、見えないもの、見えたり手でさわ

ってたしかめられない真実なものを否定したり、気づかなくなってしま

ったのです。 

 こういったことから次第に真実なる唯一の神の存在を人類は忘れ去

ってしまったのです。しかし、どんな人にも神は近くにおられるのです。

自分の心と神と直結しているのです。生も死も、人間と大宇宙との関係

についても、今後いくら科学が発達しようが解明し、変えることができ

る訳けがありません。 

 この世に生きている人間の考えで、あの世がわかったり、この世のし

くみがわかる筈もありません。想像している人はいくらもおります

が・・・。ですから、そういった思想は、正確でないから人の心を毒し

ます。特に神のみ心にそわないで、欲望のままに人の運命とか神の存在

を知ろうとすると、その心の欲望に応じた悪霊に支配されるようになり

ます。その悪霊の指示に振り回されているのが、いまの世界の現況では

ないかとさえ思います。 

 あの人がいっていることだからとすぐ信じます。しかしそのあの人の

どこを信じているのかと思うと、その人の名誉、地位、財産という尺度

で、つい私たちは信じてしまうようになってしまいました。名誉とはど

んなものでしょうか。地位とは一体どんな価値のあるものでしょうか。

お金とは・・・。世界中が共通するものでしょうか。 

 人間が生まれるときに体に付けて持って生まれてきたものでしょう

か。そして、死んだときに体に付けて持って帰った人がおられるでしょ

うか。いずれも、否、否です。ほんとうに、神のみ心にそった永遠なる

もの、そのもののみが真に価値のある、変ることのない永遠不滅な正し

いもの、価値あるものであります。その永遠に片寄ることなく、変わる

ことなく、動くことのない価値あるものとは、つまり「こころ」であり

ます。人間の心は、肉体が死んでも死ぬことなく永遠であります。 

 この正しい「心的価値観」を基準として、この短い人生を歩んでゆか

ないと、苦しみがついてまわります。そしてその苦しみは、この世を去

っても、その人が神のみ心を知るまで永遠に続きます。 

 これまでの科学は見える真理だけを追及し見えない真理（神秘的なも
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の、霊的なもの）を否定してきましたが、それでは、大自然や人間の一

面しかつかめないということが、一九八○年代に入って、どうにかとり

あげられるようになったことは、誠に幸いなことであります。 

 そして人類、神の子はやがて神のみ心を知るときがくるのです。しか

し、私たち法を学ぶ者は、遥かに遥かに一般の人よりも、さきがけて何

百年、何千年も先を歩かせていただいていることに気づかねばならない

と思います。 

 それは、ノアのときでもそうであったし、アブラハムのときも、モー

セのときも、ブッダのときも、イエスのときもそうであったから、今生、

主の出られたときも、このようにして相集い永遠の悦びのなかにいまお

らせていただいているのであります。 

 選ばれた神の子だからです。 

 そうであるとしたら、衆生に範をたれるような、選ばれた神のみ子と

して恥かしくない、思いと行いを実践しなければならないのではないで

しょうか。 

 いまや、世界の国々は、日本の動向に強い関心をもっています。東ア

ジアの片隅にある、資源も何もない小国が、短期間のうちに世界経済の

トップに飛び出たことについて、国家制度がいいのでは、あるいは家族

制度か、いや教育制度が、いやいや仏教と需教のミックスした道徳的環

境が良かったのだ等々、研究し学ぼうとしています。それは人智でいく

ら究明しようとも解明されるものではなく、そういった形の中からは決

して解明できるものではないからであります。 

 この小さな島国、日本が何故リーダーとして世界を支配しつつあるの

か、それはこの日本に今生、主であられる高橋信次先生がお出ましにな

られ、世界にむかって法を説かれたからであります。このために天上界

から多くの偉大な魂が日本に出ているのだと、主は説かれました。 

 ですから、私たち日本人は世界に向けて、経済に政治に文化に、主の

説かれた「法」を規準とした、お互いに「生かしあう」自分を生かし他

を生かす、という神理に則って、地球全体の調和をはかってゆく、指導

者であらねばならないのです。その使命をもって出て来ているのです。 

 勿論、神の子同志が殺しあう軍備はたとえ防衛という名目であろうと

も、もつべきではないし、経済という武器を使って他国へ攻めこんでは

ならないのです。その相手国の苦悩は、宇宙の循環という法則の通り、

やがて我が国へかえってくる、いや、既にいまかえりつつあるのです。

大企業の欲望のもとにある財力という魔の力は各国の経済に混乱を与

え、反面、我が国の中小企業を始め、零細企業はその反作用によって、
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地獄の苦しみにあえいでいるのが現状であります。 

 国の指導者達が愚かな思想や党利党略に明け暮れて、真の神の子とし

ての、地球大調和という「法」を知っていないが故に、こうした誤ちを

犯しているのであります。多くの世界人類を苦しませて、何の人類に対

する愛の奉仕があるのでしょうか。日本の繁栄や、その企業の繁栄があ

りましょうか。ある筈がありません。それは自分さえよければよい、他

人はどうなってもよいという、利益のみの追求による自分を生かすこと

のみで他を生かそうとする愛に欠けているからであります。 

 あの天空にいつの日もキラキラと輝く、我々にとって神のような存在

の「太陽」は、どんな国の人にも、万生万物にも、差別することなく、

平等に、限りなく、明るさ、あたたかさを与えてくださっています。と

きとして暗くなりがちな私たちに、常に悦びと感謝と希望と勇気とを与

え励ましつづけてくださっています。 

 主が肉体をもたれ、法を絶叫されてゆかれた、この国の人たち、あら

ゆる指導者たちは、いまこそあの太陽の慈愛に見るような、この法に目

を覚まさなくてはならないのです。何故なら天上の世界で、主の説かれ

る法を心として衆生を正しく導く修業を成しとげてきます、と神に誓っ

てこられたが故に、いま偶然でも何でもなく、政治家として経営者とし

て、教育者として、その他の指導者としていまあるのです。必然的にい

まあるのです。 

 

 人々よ、残された日は、時はもうない。いまこそ間違った哲学や道徳

や宗教にまどわされることなく、神の子としての真の道にたち戻ろうで

はないか。また、既に法を学ぶ者よ、いま一度法の正しい学習と実践と

に真剣に取り組もうではないか。この千載一遇の好機を逃がし、悔を万

年に残すことのないよう立ち上がろうではないか。 

 大宇宙の中にすべてがあるように、法の中にすべてがあるということ

を、もう一度しっかりとかみしめてみようではないか。 

 今日のいまという過ぎゆく「とき」は再び戻らない。また、明日とい

う「日」はない。 

 いまの「いま」という瞬間、瞬間の訪ずれの中にある「とき」が生涯

である。 

 その連続を人生と人はいう。しかし、連続して生き続けてゆくという

保証は何もない。ただ、ただ「いま」「いま」があるだけなのだ。この

「いま」の一瞬の中での「思い」「行い」を、神のみ心を心として生き

ることが、人間としての正しい道なのだ。 
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 しかし、いま日本は、地球は神のみ心から遠く離れ、悪霊に支配され

つつあることは嘆かわしい次第である。 

 

 「主」の法のもとに集いし友よ、いまこそ、いまこそ勇気をもって立

ち上るべきではなかろうか。 

 命をかけて主が叫ばれたように、我々も命がけで「法」のあることを

叫ぼう。 

 

 神と主にいまあることを心から感謝いたします。 

 

 この地が神のみ心のままとなりますように。 
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【眼】1987-4月 

 

はじめて 会ったとき あなたの眼は 

美しい と思った 

はじめて 会ったとき あなたの眼は 

澄んでいる と思った 

はじめて 会ったとき あなたの眼は 

輝いている と思った 

ある人が はじめて 会ったときの 

ことを 思い出して 話してくれた 

 

しかし もうあのときの 

美しさはない 

もう深い淵のような 

澄みとおったものはない 

もう 真珠のような 輝きはない 

 

あのときの ひとみは 

どこへいったのだろう 

神からもらった大切なひとみは 

悪魔が もっていって しまった 

 

 もう 神のものは 何にも見えなく 

なってしまった 

見えるものは この世の七色のものだけ 

めくらに なってしまった 

 

 聖なる方がいわれた 眼がひらける 方法があるよ 

ただひとつ 心がいやされる すべが 

あるよ それは 神のみ心に照し 

正しく定めることだ 
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【悦び】1987-5月 

 

高橋信次先生にお目にかからせていただいてから、もう既に十二年の

歳月が過ぎ去ってしまいました。でも、毎日毎日誰が何と言おうと、何

が起ころうと、高橋信次先生を思い、先生からご指導いただいた悦びと

感謝のお話しをしない日は一日とてありませんでした。 

 私という魂の永い永い転生輪廻の過程で、こんなにも熱い感動を覚え、

父や母に対する感謝の思いの次元とは遥かに比べようもない、燃え尽き

ることを知らない、むしろ日増しに、感激と悦びと感動と感謝と尊敬と

思慕とにがい悔いとが入り交った光の渦が、大きく大きく心の中にあふ

れ、渦巻いております。仲々この心の中の有難い有難いお心をお伝えす

る言葉を知りません。しかし、私のそばへ来て下さるだけでも、私の気

持が伝わってゆくものと確信いたします。 

 これからの私の残された人生の日々が、あれは高橋信次先生にとりつ

かれた「気違いや！」とまで言われるような、益々燃えたぎる私であり

ますようにと思うのです。 

 私は心の中で血を吐くような思いでお慕いする、高橋信次先生に心で

酔うて酔うて舞いながら狂い死をしてゆきたいものと願っているので

す。 

 私は、この十二年間、先生のお導きにより、この北陸の方々を始めと

して、日本中の多くの方々にお目にかからせていただきました。一回だ

けの人、十二年間続いている人、二年の人、三年の人、六年の人と、沢

山沢山のすばらしい心温まるお方にお目にかからせていただいてきま

した。そのお－人お－人の方のお顔の表情、手の動き、心の動き、お話

し、等々で沢山のお教えをいただきました。 

 肉体の難病の人にも沢山お目にかからせていただきました。また、心

の重症の方にも沢山お目にかからせていただきました。 

 これらの方々が、ほとんどいやされてゆきました。このようなお方に

お目にかかる毎に、私は神様と先生に対し祈りました。 

 私は、正法を叫びながらも、日々沢山の間違いを犯し、こうしてお話

しをさせていただく資格はひとつもございません。いつもいつも同じ間

違いをくり返し、その甘さ、苦さの中からはいあがろうともがき、のた

うち回っている者でございます。これまでの人生の中で多くの人に、欺

まんと苦しみを与えてきた当然の罰であり、報いであろうと思います。

そして、そこから決して逃げようとは思いません。むしろ、感謝と感激

とでいっときいっときをかみしめ、かみしめていただいております。こ
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の日々が今後どれだけ続きましょうとも、私は苦しいとは思いません。

こうして、貴方様を身近に感じて、生かしていただくことができ、とて

もとてもしあわせでございます。 

 いま、ここに心の病に苦しんでおられる方がおられます。どうぞこの

方のあといくばくか残された人生の日々が、貴方様のお心に添えられる

日々となりますようにお救い下さい。この方の永年の愚かなあやまちを

お許し下さい。心にあなた様の光をお与え下さい。と、心から神様と先

生にお願いをしてきました。こうして殆どの方の肉体が、心が、家庭が、

会社がいやされてゆきました。 

 私はこの神仏の大慈悲にいつもいつも目を見張るような感動と感激

と感謝とを体験してきました。私という汚れた心にもかかわらず、媒体

（縁）として神仏が大きな大きな救いを見せて下さったのでした。 

 決して私のような、心を汚してきた者が、人様を救えるはずもありま

せん。 

 むしろ、その病めるお一人お一人のお心の状態が私の心の姿でもあり

ました。そして、神仏はお－人お一人をその病苦から救ってゆかれ、私

をも救って下さったのでした。 

 私のゆがんだ偽善的で、独善的な怠惰な心は、何回も何回もの慈悲を

いただかないといやされないのでした。 

 昨日、突然妻が十年近く前に亡くなられたある方の火葬場でのことを

思い出して言いました。 

 「あのとき、火葬場でお骨を拾いあげる世話をして下さった老婦人が、

たいがいガンで亡くなられた方のお骨は、黒くなっているのに、この故

人の方のお骨は白く美しい。こんなお骨は見たことがないわー。と、言

われたことを思い出したけど、あのときは、てっきりパパが光を入れて

さしあげたためやと思っていたけれど、そうやないぞいね。いま気付い

たことやけど、あれは高橋信次先生の光のお陰やぞいね。」この方は、

先生の金沢講演のときに、一度だけ先生のお車の運転手をつとめられた

のでした。 

 私たち夫婦も、小松空港、金沢間の往復を先生の車に同乗をさせてい

ただいたのでした。 

 その途中、きっと先生は私たちの汚れた心に光を入れ、浄霊して下さ

っていたのではなかったかと、はた！とその大きな慈愛に気付かせてい

ただいたのでした。私たちの心は、十二年前のときのことが、昨日のこ

とのように生々しく思い出され、感涙にむせびました。「先生って、こ

んな方やったね」と、涙で顔をクシャクシャにして、当時のことを思い
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かえし感謝のひとときを過ごしました。そしていつもこの私に対して 

 もっと、もっと清い心になりなさい。 

 肉に、物にとらわれない心になりなさい。 

 いつかあなたも経験した、あのみどり児のような、美しく素直なお心

にかえりなさい。 

 この世の名誉、地位、財産、お金という安楽は危険です。自分を見失

いがちですから、一秒一秒の人生を心の眼でしっかりと正しく見て生き

なさい。そのためには、静かに心にゆとりをもって生きなさい。静かに

静かに、自分の心を見つめる時と場を持ちなさい。けんそうな怒ごうや

闘争の中には決して神の道は見出されません。静かなときの中での己と

己との対話、己と神仏との対話の中からのみ、心が安らぎ、しあわせの

道が見えてくるのです。そうして始めて妻や子供、家族、隣人、地域社

会の人との調和が始まるのです。自分の心が法の中に生き、安らぎをい

ただき、神の光に満たされなくて、調和は始まりません。と、教えてい

ただいているように思いました。 

 神仏の大慈悲によって、私をはじめ、多くの身と心を病んでいた、こ

ころ素直な方々が救われ、いやされていっております。それと同時に、

この世を去られたにもかかわらず、いまだにこの世に執着を持って迷っ

ている多くの魂も救われてゆきました。いまも、教われてゆきつつあり

ます。 

 このように、いまこの北陸の地に、私たちを縁として神の王国の扉が

開かれようとしております。それはとりもなおさず、天上におられる主、

高橋信次先生の偉大な偉大なおはからいによるものであります。次々と

多くの人が明け方の夢の中で直接先生のご指導をいただいている事実

を見ても明白であります。 

 一歩一歩、北陸の隅々に光の輪が拡がろうとしております。この偉大

なはからいを目の前に見せていただけることだけでも、有難く永遠にし

あわせなことであります。 

 私は、この北陸の地が大好きで選ばせていただいたものと思います。

この熱愛したこの地に、先生のみ教えを絶叫しながら日々過ごせること

を、心からしあわせに思います。 

 そして、愈々自分の心を磨き、神仏のみ心を心として、清く美しく生

きるべく努力をしなければならないと心に誓っております。 

 この身を一人でも多くの病める人にささげ、いやしてあげたい、一日

でも永く生き永らえて、この地に報恩感謝の誠をささげ尽くして全うし

たいものと思います。 



170 

 

 多くの心の友とともに、この身が燃え尽きるときまで、先生のお心の

ように精進し、香り高く生きたいと念じております。 

 神に対し、先生に対し、このあふれる悦びを捧げます。 
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【思いを正しく】1987-6月 

 

 田圃に水が張られる頃になると、蛙がにぎやかに鳴き出す。今年もち

ょうど五月一日から鳴きだした。彼等も周囲に迷惑をかけては悪いと思

ってか、日が暮れると鳴きはじめ、十二時過ぎになるとピターッと静か

になる。 

 私はこの頃になると、父と母が田植えの準備のため夜も寝ないで、苗

代田に蛙がはいって稲の苗を滅茶滅茶にしていないかとか、また、早乙

女（田植えを手伝ってくれる女性）を集めるのに、近くの村をあちこち

訪ね回って世話を頼んで歩いていた頃のことを思い出す。 

 田植えの当日ともなると、まだ夜も明けきらない頃から起き出して、

寒いのに苗を抜き、竹かごに詰めて、田圃に先、先と配ってあるき、早

乙女が苗がこないために手を空けることのないようにするなど大変で

あった。洗いざらしの色あせたカスリのてっこう（農作業衣）と脚はん

をつけ、連日のつかれのためボンボンに目を張らした母と小柄で日焼け

した元気な父の顔とが、目に浮かんでくるのである。 

 沢山の早乙女の昼飯の準備もしなければならないし、田圃の手配りも

しなければならないということで、母は大変であった。 

 しかし、もう今日は機械化されてしまって、あの田圃に横一列に並ん

で沢山の女の人が、苗を植えていたさつき（田植）の風景はもう見えな

くなってしまった。 

 田圃を眺めていると、そこに働いていた多くの人たちの汗と泥にまみ

れた、苦悩の波動が伝わってくるようである。今日と違って、田圃を耕

すのにも、一鍬一鍬、力一杯おこさねばならなかった。他人に頼もうに

も忙しいときはみな一緒なので、どうしても石にかじりついてでも自分

の力で耕作せざるを得ないのである。 

 その田圃の持ち主の先祖代代の人たちが、一生こつこつと田圃を這い

ずりまわるようにしながら、田圃にむかってそのときそのとき、何かを

語り、何かを思ったにちがいない。 

 田圃の意識はいまも変わらない姿で、過去から今日までを眺め、感じ

取ってきたはずである。 

 静かに五月の青空を写している田の面は、遠い昔から今日までの総て

を語りかけているようだ。そこにはいまだに何人もの先祖の人々の魂が、

「ここは自分の土地だ」と思って、執着という愚かな想念から、のがれ

られないで生きているやもしれない。そうだとしたらただただ哀れとい

うほかはない。 
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 田圃はこの姿が続くかぎり、過去から現在、そして未来永劫にわたっ

て、人の心をつくるための修業場であるということだ。人間の心を正し、

円く豊かな心にするための、自然と向かい合った素晴らしい修業場であ

るということだ。 

 神の体である大地を、両手両足、全身を投げうって耕し、除草し稲を

育ててゆくと同時に、自分達の心も耕し、雑草を抜き取り、他人にたい

して限り無い「愛」の心を実らせてゆくために神から貸していただいた

ものではないだろうか。そうだとしたら、これは自分の田圃だ、自分の

士地だといった思いも持たないで、ただただ、有り難いという感謝の心

一杯で接してゆかねばならないのではなかろうか。 

 この頃は、休耕田といって立派な田圃を遊ばしたり、財産保全のため

に土地を遊ばせていたり、また、財産を殖やすために土地を買い占めて

ゆくことも、この神理を知るとき全く愚かな所業であることを知るであ

ろう。即ち神の心を心としない行いであるというべきである。 

 私達神の子のこの地上における所有物は何一つない。愛する夫も、妻

も、子達も、家も、土地も、すべて神様から一時貸していただき、それ

らを縁として己の心を修正し円く豊かにするための修業の機会をいた

だいているに過ぎない。しかし、人はそれらを自分の所有物だと錯覚し

苦しみをつくっている。その苦しみは短いこの地上での精進のときが過

ぎてもなお続いてゆく。 

 私達の「しあわせ」とは、商売繁盛、名誉地位を得る、財産を殖やす

ことではない。それらは、心を積み上げてゆく過程に過ぎない。その過

程には、前記のようなこの世的に嬉しいことばかりではなく、事業の失

敗や家庭の不調和、不合格、病気等々、暗いこともある。しかし、その

ことを簡単に不幸だといって片付けてはならない。決して不幸なことは

ないのである。神が愛する神の子たちに何故不幸を与えられるだろうか。

与えられるはずはない。この地上に出していただいたとき、人は何が正

しいのか、何を大切にして生きねばならないのか、わからなくなってい

るにすぎないのだ。 

 わからないから「不幸」だと自分を投げてしまっているのだ。この世

に不幸はない。神は私たち神の子に「しあわせ」を一杯一杯与えつづけ

下さっているのだ。 

 あの太陽を見るがよい。さんさんと輝く太陽は、私達人間にどんな環

境の人にも、国や、地位、お金に何一つ関係なく無限に、しかも無料で

莫大な熱と光とを与えつづけ下さっているではないか。 

 いま自分は「不幸だ」と思っている人は、自分がわかっていない人で
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ある。先ず自分とは何か、ということから学び、自分の本当の力を出し

ていったとき救われるのである。そしてかつて「不幸だ」と思っていた、

事業の失敗や家庭の不調和、病気、不合格等といったことが、愚かな自

分を救ってくれた「宝」であることにやがて気付くことであろう。 

 この宇宙空間が神の光で満たされているように、私達に不幸がある筈

はなく、神の光のように「しあわせ」がいっぱい、いっぱい、みちみち

ているのである。神はいっぱい与え続けておられる。既に救われていた

ならば、一時も忘れることなく、神を思おう、神に対して感謝の祈りを

捧げよう。私達迷えるものに「正しい道」を教えてくださった、高橋信

次先生に感謝の祈りを捧げよう。 

 この地の人たちに、自分の救われたことを叫んでゆこう。 

 自分を大切にし、人を大切に生きよう、そこに我等神の子の道がひら

けてゆく。 

 

    神に対し、主に対し、いまの「しあわせ」を感謝します。 

    貴方様がお導き下さったように、この地の人にこのあふれる 

悦びを捧 げてゆくことをお誓いいたします。 

 

      主の十二回目の日を迎えるにあたって 
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【選ばれた神の子の道】1987-7月 

 

 心から正しく見る。正しく思う。正しく語る。ということを耳にタコ

ができるほど、毎月毎月の学習会で学んでいるのであるが、依然として

自分中心の思いを、正しいと思っている人。次々と嘘をいう人。仕事が

忙しい、家事が忙しいといって、人のお世話をおろそかにしている人。

感情に流されてしまって、自分の心がどちらを向いているのかわからな

い人。 

 人の思いやりもわからないで、文句をいっている人。感謝のない人。

悦びのない人。あいも変らず子供のような小さなことにこだわって、ブ

ックサ言っている人。あの人がこう言った、この人がこう言ったといっ

て、噂話、陰口、悪口の中継をやっている人。ＡさんにはＢさんがおか

しいと言い、ＢさんにはＡさんがおかしいわよと言っている人。 

 話がこんがらかってくると、初めの情熱をなくしてしまい、すぐ逃げ

を打ち、投げ出そうとする人。人のしゃべっているときに、すぐ自分に

置き換え考えるくせのため、かんじんかなめのことが何も掴めない人。

人の書かれたものを読む前に、既成概念をとおして自分勝手な思いを先

に造ってしまい、素晴らしいとか、偉大やといって感激している人。 

 書いたものを読んでも、話を聞いても、人とはまるで正反対の理解を

してしまう人。自分の欲望のカルマにいつも負けてしまう人。地獄にい

つも片足を突っ込んでいるような心の暗い人。直ぐ頭で理解しようとす

る人。神理を心にしみいるほど学習をしないで、反省をしようとしてい

る人。不安な心で生きている人。他人のことばかり気になる人。自分を

しっかり見つめることのできない人。 

 何事も中途半端になり、根気の続かない人。自分自身の心と肉体の調

和を計ることをしないで、全体の調和ばかり口にしている人。自分の言

った言葉に責任を持たないで、いつもくるくる言うことが変わる人。い

つも人を批判している人。いつも心の中や言葉でグチっている人等々、

書いてゆくと切りがないくらい出てくる。これは、正法を学習して何年

もたっているのに、いまだに目に写り、耳にはいり、心にひびいてくる

現象である。 

 これをお読みになられた方の中には、きっと、まだこんなことを平気

でやっている人って本当にいるのかなと思われるか、キャー、これは私

のことや－と思われるか、どちらかだろうと思う。 

 自分の心の動きの一秒一秒を、しっかりと見ないで生きると、いくら

正法を学んで何年たとうが心の進歩は何もないものである。こんな人は
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比較的学修会に参加をしないで、もんもんとしている人に多い。そして

心の中でイライラしているようである。 

 自分の心の状態をしっかりと精査することが、心をよく耕すこととな

る。よく耕しながら大自然の移り変わる姿を通し、また、人の良い姿を

通し、欠点を通し、また、神理を学ぶことによって心の畑は豊かに、精

妙に調和されてゆくものである。自分でどうしても分からないことは、

指導する者に遠慮なく教えてもらうことが大切である。いたずらに他力

になると思って苦しむことは正しくない。分からないことを教えてもら

うことは当然なことである。 

 また、人は他人に会う前や、書かれたものを読む前に、その人に対す

る思いを勝手に造りあげてしまい、その思いを通して見たり、聞いたり

すると理解も違ってゆくようになる。人に対する既成概念は、良いにし

ろ、悪いにしろ、もたないで接すれば、正しく見、正しく聞き、正しく

思い、正しく語ることができる。 

 自分が一秒一秒の生活の中で、心を砕きいろいろと法に照らし、工夫

していくことによって、いつの間にか必ずや成長してゆくものである。 

 先を見ないで、いまの一秒一秒を「正しいかな」「明るくニコニコし

ているかなあ」と細かく刻んで心に問いかけて生きる不断の努力を続け

てゆくことが大切である。その努力が少しもなくて、正法を学んでいる

から、先生の御講話を聞いているから、御著書を読んでいるからといっ

ても、心の成長はないのである。 

 今日一日という日を大切に生きるためには、時間を定め、じっくりと

腰を落ち着けて、この、過ぎ去った一日を振り返って眺めてみることが

大切である。先ず思ったことはどうであったろうか。明るかったろうか。

暗かったろうか。暗かったことはどんなことだったのか。それはどんな

ときに発生したのだろうか。いつも繰り返している暗いことだったのか。

それとも、今日初めて出てきた、新しい暗いことだったのだろうか。 

 次に行ったこと、目の動き、しゃべった言葉、手や足の動き、体の動

きは悦びに満ち満ちたものであっただろうか。回りの心の暗い人にも太

陽のような存在であっただろうか。神から選ばれて法を学ぶ神の子とし

ての言動であっただろうか。神から心の底まで見通されて恥ずかしくな

い一日であっただろうか。 

 今日一日の中で出会った、どの人にもどの人にも、暖かい愛の心いっ

ぱいで接しただろうか。１日を振り返ってみて、奈落の底まで落ち込ん

だり、傲慢な心であったり、また、天にも上がるような起伏の多い心の

状態であったとしたら、まだまだ常識、礼儀、感謝の域までも到達でき
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ていないレベルだなあと思われたらよいと思う。正法者は、常識、礼儀、

感謝を十分に理解し、マスター出来たところから正法の門をくぐること

ができるのである。 

 今日一日の自分の一喜一憂の思いと行いは、出会った多くの人にも、

その波動を与えたこととなる。自分一人が心の掃除をすれば良いといっ

た簡単なものではない。そして、その整理（反省）を心残りのないよう

にしないと、明日という日は今日よりも、もっと苦悩に満ちた日になる

ことは間違いない。 

 自分の欠点は日を追うて、益々増大してゆき、暗い苦悩の日々から抜

け出すことが出来なくなってゆくのである。 

 いま、生かしていただいている、この一秒の己の思いと行いは、直ち

に天上界にも通じ、即、己の明日の姿となって現れるのである。いまの

自分の心が、明日や明後日の運命を造りつつあるということである。 

 この一秒のとき、神のお与えくださったいっときを、感謝を込めて生

きましょう。感謝いっぱいで生きる努力があれば、どんな心も和み、神

性が目覚め、悦びの泉が湧き出してくる。 

 勇気と希望が、ふつふつとあふれてくる。 

 神に対して感謝の深い人ほど、暖かい、優しい心づかいがこまやかで

ある。生き生きとして目が輝き、顔の表情が穏やかとなる。目が顔が笑

っている。いつもニコニコと笑っている。 

 そして、自信に満ちている。さわやかである。 

 そこから、初めて高橋信次先生のお弟子として入門が許されるのでは

なかろうか。選ばれた神の子ならば、己を大切にして誇り高く生きねば

なるまい。 

 天を見あげ胸を張り、高々と法灯をかざし、神を称え、主を称えて歩

こうではないか。 

 もう既に暗闇の時は過ぎ、神の時が始まっているのだ。光に満ち満ち

た法の輪が一歩一歩人の心から心へと大きく広がっている。 

 友よ、縁生の友よ、早く目覚めるがよい。遅れてはならない。ともに

この地を選んだことを想起しよう。千歳一遇のこの好機を大切に生きよ

うではないか。 

 耳を澄ますがよい。大自然のすべてが悦びの歌を歌っているではない

か。 

 ともに手を取り合って、主のつくられた「心の賛歌」を声を限りに歌

おうではないか。 
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 神さま、高橋信次先生 

  愚かな愚かな私たちのこれまでの罪をお許しください。 

  お救いいただいた悦びと感謝とを心をこめて捧げます。 

  貴方様が叫ばれたように、私たちも叫んで参ります。 

 

   一九七五・七・六先生の金沢講演を偲んで 
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【法の中に生きる】1987-8月 

 

 法の中に生きているつもりでも、何かと人の悪口を言ったり、陰口を

言いたくなったりすることがあるとしたら、先ず自分が法を十分に学び

掴んでいるかということを、点検してください。法が自分の心に根づい

ていないときには、どうしても肉の目や肉の耳で、相手を見たり相手の

言葉を聞いたりしますから、必ず結果として相手がこうだから私はこう

なったんだと何でも相手のせいにするようになります。 

 法を心で理解し実践していないのですから、どうしてもこれまでの人

生で培ってきた自己流で判断しますので、難しい理屈を並べたてるよう

になります。しかし、法を生かしている人は会話も理路整然としており、

正法を学ばない人でも、うん、うんといって心から納得できます。その

うえ心は明るくさわやかで、いつも感謝と悦びのなかで謙虚に生きてお

られます。法のない会話は暗くじめじめしがちで、だんだんと心が滅入

ってゆき疲れてしまいます。暖かさもさわやかさもありません。そこに

は神の心を心とした慈悲も愛もないからです。 

 自分の目の前に現れている人の嫌なところは、必ず自分の姿でありま

す。自分が自分の目なり耳なり、体なりでそれを確認していることが、

まぎれもなくそれを証明しております。自分がいなかったら、その相手

の人の嫌な所を感じなかった筈です。自分が結婚した相手だからとか、

会社でいつも顔を合わせる相手だからとか、また、約束したから会った

んだとか、いろいろな理由によって人は出会います。そして、また人は

別れてゆきます。しかし、どの出会いを一つとって見ても、自分だけの

力では到底会えるものではないということを、もっとじっくりと考え直

して見ることが大切なのではないでしょうか。 

 いくら「明日必ず会おうね」とか、「必ず結婚しようね」と堅い堅い

約束をしようが、それが必ず実現するという保証は何一つありません。

相手が急に病気になったり、また家庭に急用が出来たりした場合は、ど

うしても約束を実行できません。また、結婚しようと誓いあった相思相

愛の二人でも、その愛が願いの通り実らなかった例は何処にでも数限り

無くあります。それは即ち自分達以外の見えない力といいますか、エネ

ルギーが作用しているからに違いありません。 

 先ず、自分がその相手を必要であることを意識することから始まりま

す。意識するのは、肉体ではなく心であります。しかも人の心はどのよ

うな人でも90パーセントが、あの世と同通しながら肉体と同居し、10

パーセントの意識が開いてその人間を導いていると、教えておられます。 
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 どのような人の心からも、その人の心の思念や意識度に応じた波動が

出ております。その波動はこの世もあの世も自由に飛んでゆきます。ち

ょうど金沢地方でテレビの４チャンネルを回した時に、必ずＮ・Ｈ・Ｋ

が写るように、その人の心の波動は電波のように必ず自分の波動とあっ

た人と親しくなったり、また出会うのです。 

 先生はご著書の中で、類は類をもって集まると教えておられます。次

に、いまこの神の子に対してどんな人を会わせた方がより生かされるか、

という大きな計らいがあります。神は愛する神の子達に対して、いつも

いま目の前にいる人を、あなたはきらいや、いやと言っているけれども

実はおまえの姿なんだよ、おまえの偽我の意識がいやだと叫んでいるよ

うに、世の中の多くの人もやはりおまえの嫌なところにふれ、眺めて、

いやだっ、と思っているんだよ。 

 愚かで醜い所がわかったら、あの大自然を見るがよい。山の木は一本

としてここは俺だけの場所だとか、お前を嫌いだからお前は他の所へ行

けとかいわないで、お互いにその場所を譲り合い、ともに生かしあって

生きているではないか。また、花もいまというときを、自分の力一杯咲

き誇っているではないか。今日散る花も、これから咲こうとする花も、

いまという与えられた時とか環境を悦び一杯で喜々として咲いている

ではないか。 

 もっともっと永く咲いていたいとか、もっと人が見てくれる所がよい

とか、もっと日光がサンサンと当たる日当たりのよい所へ移りたいとか

いった、欲望を何一つ持っていないんだよ。だから花は汚れた人間の心

にやすらぎを与え、いやすことが出来るのだ。私心がないんだ。神のみ

心を心として、いまの一瞬一瞬を謳歌して生きているんだ。何一つ不安

とかおそれとか持たないで、すべて神の方向にむかって誇り高く香り高

く咲き競っているのだ、と教えておられるのです。 

 私達地上に生き心を汚してしまった者にとって、それらのことのどれ

一つもわからなくなってしまい、やれ、名誉・地位が一番大切だ。いや

いやお金がないと何もできないぞ、お金が一番だ、それ財産だと、この

世だけの「かげろう」のような「もの」を永遠の宝のように錯覚してし

まい、丸で砂糖に群がる蟻のようにひしめきあっている姿をしていると

いう状態であります。 

 永遠のしあわせは、永遠の生命である心を大切に生きることでありま

す。汚れのない美しい心、清らかな心を大切に、一人でも多くの人に愛

の奉仕をすることであります。 

 自分を出し惜しみすることなく、あの花のように力一杯、誇り高く、
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香り高く、知恵を絞って、天なる父のように、主のこの地にあられたよ

うに、このいっときいっときの慈悲にたいし感謝し、悦びに満ちて大切

に生きることであります。 

 そのときには、何らの不安もおそれもありません。希望と勇気と溢れ

んばかりのバラミタが湧き出てきます。 

 この道こそ、主が命懸けで叫ばれた、神の子の道であります。 

 

   主が、この地上に燈して下さった巨大な法の光を、心の友ととも

にます 

   ます明るく、いよいよ高々と掲げて行きたいと思います。 
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ご講話【正法に帰依した悦び】第十一回高橋信次先生に対する感謝と誓

いの会において収録 1987-8月 

 

 皆さん今晩は。今日はたくさんお集まりくださいまして、この一年間

の悦びをお話くださいまして、本当に私も感激で胸が一杯です。私は、

この五月十八日で満六十三歳を迎えました。この六十三年間の人生の中

で、果たして自分の幸せ、悦びってなんだったであろうかということを

しみじみと振り返ってみますと、この高橋信次先生のもとに集まったそ

の中にしか本当の悦びがなかったように思います。たくさんの悦びがあ

りますけれども、この先生のもとに自分か集まった悦びに勝るものはな

かったということです。 

 いつの間にか十三年という年月が流れて、そして、毎年毎年違ったお

顔の方にこうして合わせていただきまして、お－人お一人のお心の姿を

通して自分の姿の真実な姿を見させていただきまして、今日まで自分の

心を修正させていただきました。言いかえますと、皆様が私の先生でご

ざいます。今日お集まりの方、お集まりでない方、本当に私はこの場を

お借りしまして心からお礼申し上げたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 この私が十三年の間、高橋信次先生におめにかかって、じゃその中で

一番感動したことはどんなことだったろうって今から考えてみますと、

先ず五十七年十二月にこの神理学修会の月刊誌の原稿を書いておりま

したとき、始めて法が心で理解できたことです。それまでは法というこ

とについて自分はわかっていなかったのです。法ということ、それは、

高橋信次先生はご存世、この世におられた時に、あー、そこには法があ

るんだよ。あそこには法がないんだよ。ということをお話くださいまし

た時、法がある法がないってなんだろうかって、私は五十七年までずっ

と考えつづけてきました。 

 よく、この勉強会の席上でいろんな方から、「丸山さん、創価学会で

もいいこと言っているよ。朝起き会もいいこと言っているし、いろんな

宗教でもみんななんかいいことが一つある。あの高橋信次先生の説かれ

た教えだけがですね、すばらしいことはないですよ。どっかみんないい

こといってますよ。」でも私は、この言葉に対して反論することができ

なかったのです。 

 心の中で、「いや、そうじゃないんだよ。高橋信次先生の教えは、太

陽が一つのように、唯一なんだ。神が唯一のように、この説かれた法も、

また主も唯一なんだ。」と思うけれども、それを言葉に出して述べるこ
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とができなかったのです。そしていつも、寝ても覚めても、法がある、

ないとはなんだろうか。と自問自答して、自分の机の上にあるぶんちん

を自分の後ろにまわして、あ、法がないんだな。ぶんちんがない。前に

出してぶんちんがある。あ、法がある。なんだろうか。まったくたわい

もない幼稚園のようなことを繰り返しておりました。 

 五十七年十二月に月刊誌の創刊号を出そうということで、原稿を書い

てほしいと編集の方から言われまして、書いている時にはじめて、法と

は神の心である。そういうことは、百もわかっているんです。頭で法と

は、神の心、大自然の調和の姿、それは百もわかっているんですけれど

も、頭でわかっていて、心に落ちていなかったんです。法というものが、

本当に神の心である。神の心を述べた方の教えがそこにあるとしたら、

そこには法があるということだとはじめてわたしの心におちたのです。 

 今日も高山の方が、私の家にお昼ごろ来られまして、一緒に食事をし

ました。その時に三重県の内観所というところがあって、そこでいろい

ろと、内観というものをやってきた。その内観と、高橋信次先生のおっ

しゃる反省とは、どうちがうのだろうか。というご質問がありました。

私は我が意を得たりとばかりに、その内観所というところは、高橋信次

先生の説かれた、神の心というものを基準に指導していないんですよ。

いろんな心を教えるところはあります。宗教もたくさんあります。しか

し、本当の神の心を述べられる人が、そこにひとりもいないということ

です。神の心を述べられる人、即ち、神のごとき人です。 

 世界中の言葉を別に習いもしないのに、全部しゃべることができる方

です。中国であろうが、エジプトであろうが、ギリシャであろうが、イ

ンドであろうが、あらゆる言葉で神の心をお話できる高橋信次先生、そ

れはまったく悟られた方のなせるわざです。誰もが真似のできないこと

です。そうした時に、私は法というものが、本当にすばらしい偉大なも

のであることがはじめて心の中におちました。そして法というものがわ

かっていった時に、次々、今まで自分の心につかえてきた難問が解けて

いきました。どんなことでも質問されようが、どんなことをたずねられ

ようが、あの世のことはわかりませんが、法についてのことだったら自

信が持てるようになったのです。 

 それから、しかし人生の生きる上において、私も経済の仕事をしてお

ります。経営的な仕事をしております。毎日毎日資金繰りがあるし、お

客さんとの接触がある。毎日毎日正法をやっているからって、ほいほい

儲かって、もうほんとに毎日大野川へダンプでお金を捨てにいくという

わけにはいきません。なかなか私どもの修業はきびしいのです。 
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 上のほうから、いろいろとこの愚かな人間を導くためにいろいろな作

用があります。経済を通し、人間関係を通し、いろんなことでちょうど、

いものこを桶のなかへ入れてもまれているような、天上のほうでですね、

板をいれてこしこしもまれている、いものこが私の存在だったのです。 

 私は、そういう法がわかったものの、なんでこうして正法のお話をみ

なさんにしながら、自分の暇というものを全くもたないで、命をすりへ

らすような、削るような思いであちこち飛び歩いているのに、どうして

こんな自分の身辺はきびしいんだろうか。つい愚痴を言い心のなかでぼ

やきもしてきたのです。よくよくみると、そこには、自分と他というも

のの比較があったということです。ああ、松下幸之助さんはいいなあ。

あんな世界的な大会社になったら、もっともっと正法がのびていくんじ

ゃないか。私もそんな環境にしていただいたらもっとがんばるのに。い

ろんな手前勝手な思いをするのです。 

 松下電器、ナショナルというのは私の取引先なんです。そういう心を

持つに至って、なぜ私はそういう愚痴とか苦悩を持っているのだろうか

ということをずっとみつめてきました。今年の確か四月頃だったとおも

います。私の心というものは、法というものを勉強しておりましたけれ

ども、本当に神の尺度にたっていなかったということです。神の尺度に

たって、法を自分の心で学び、また、人の話を聞く、自分の思い行いを

みる、という作業が出来ていなかったのです。どうしても自分の立場に

たって自分を見る。自分の都合のいいことはよし、都合の悪いことは悪

い。どうしてもそういう答えになりがちなんです。 

 私は今、ちっぽけな会社ですけれども、丸山ビルという会社と丸和倉

庫という会社を経営しております。約二十五年間、前の国鉄に勤めまし

て、いやおうなしにこの商売をやらされるようなはめになっていって、

やってみて、商売やる前には、こんなもんぐらいと思っていたのがなか

なか、なかなか自分の細腕では御しえない何か見えない大きなものが働

いている。なめてかかれないというものが、ひしひしと心の中に伝わっ

てきたのです。ああ、こんな会社をやるんではなかったなあー、国鉄で

ひっくりかえっておれば良かったのに、という思いもしたことがありま

す。しかし、なぜそういう思いを持つのだろうか正法の中に生きたら救

われるのに、どうして救われないんだろう。という想いもまたするので

す。 

 自分の心というものは、自分とあるいは松下幸之助さん、そういう人

と比較して自分というものを見ていたということがわかってきたので

す。自分の外に他があるということをはじめてわかってきたのです。自
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分と他と比較したときに必ず、そこに苦悩が生まれます。自己中心に生

きたときに、必ず苦悩がうまれるということがわかりました。 

 本当に、私心がない、わたくしごころがない、神の尺度に立つ、また

高橋信次先生のお教えによりますと、中道に生きる、大自然のように偏

らないあの太陽が私もみなさんも一緒に、熱・光を与えて下さっている

ように、偏りのない心で自分を眺めるということが大事だということが、

心の中でわかってきたのです。 

 そして偏りのない自分の心で自分を眺める事ができたときに、私のち

っぽけな会社、ふけばとぶような会社、人の前では「小さな会社やっと

るんです。なーもあんたらのような立派な会社じゃないんです」って卑

下して卑下していっとった自分が、いかにも愚かしい、根本からまちが

っていたということが、はじめてわかったわけです。 

 それは自分が作ったという想いを心の底にもっていたということで

す。あれほど法を学びこれは神が与えてくださった修業場なんだと人に

もいい、自分の心にもいいきかしていたんですけれども、なんせ頭でい

ろいろと学んで知識を中心にうごいているものですから心におちなか

ったわけです。 

 だけど本当に神の尺度に自分なりに一分でもたてるようになったと

き、ちっぽけな会社ではなしに、偉大な偉大な、地球で唯一の私の愛す

る丸山ビルという会社である。また丸和倉庫という会社である。これが

神が与えて下さっている、私のために用意して下さっているんだという

ことが心に落ちてきました。神が私を愛して下さっている。自分を中心

に見ていたとき苦悩がありました。神が、直接私を愛して下さっている、

私に呼び掛けて下さっている。 

 自分の今、目の前にあるいろんな経営的な問題、それから人間関係の

問題、この神理学修会のサンガーのなかにおけるいろいろな問題、日々

の問題、これはすべて神が私を愛して下さっているがゆえに、私へ、私

の心を本当に神の心へ戻すように提案して下さっている一つの救いで

あるということをわからせていただいたのです。そして自分の心を眺め、

また周辺の心を眺めていった時に、何とすばらしいか、何と有難いか。

私はそういう心でこの前、五月の月だったと思うんですけど、高山の勉

強会に行かせていただきました。 

 私の乗せていただいた車は、松田さんご夫妻の車に便乗させていただ

きました。私の横に確か谷本里美さんだったと思うのですが、乗ってい

らっしゃいました。ちょうど石川県を過ぎて小矢部へ入るちょっと手前

にさしかかった頃からですね、先程皆さんが歌われました神理学修会合



185 

 

唱団の皆様方のですね、お歌のテープをかけたのです。それをかけて聞

いて走る内にこの見る山々の大自然の姿というものは、全くこの世の姿

でない、全く神の姿であるという姿を見させていただいたのです。 

 私のこの二つの眼からは本当に涙が溢れでる程流れました。本当に神

が愛して下さっているんだ、今こうして高山の沢山の人が待っている所

へ私がこうして行かせていただけるのも、神が愛して下さっているから

だと思った時に、天の一角から私の心に通信がありました。「それでい

いんだよ、それでいいんだよ。」 二度先生のそういうお言葉を私は心

の中に受けたんです。で、しばらくしてハツと我にかえっていたら、横

にいた谷本さん、それから前に乗っておられた松田さんご夫妻が涙を流

しておられるのです。 

 私ばかりでなしに、いっしょに乗っていたこの三人の方々も共にそう

いう神の光に満たされていたということを知った時に、なんと幸せなん

だろうか、神は一人だけではなしに全部、全てを愛しておられるのだ。

全てに呼びかけて、その人の心に今、必要なものを次々と愛しているが

故に、いま必要な課題を与えておられるんだなぁーということをわから

せていただきました。 

 しかし、私たちは時として神というものの存在を忘れがちになります。

神を思おう、神に意識を向けよう。私もそういうことを皆さんに何べん

も叫んできましたけれど、しかし、神に意識を向けるということを、頭

でいくらプレーしてもなかなか常時それをうけることはできないので

す。心におとさないと、心で神をおもわない限りその神を思う一つの道

というものは、自分の心というものが今、物に頼って生きているかどう

か、本当に自分の愛する魂、心にたよって生きているかどうか、そこに

別れ道があるということが、名誉、地位、財産、お金、一つとして永遠

なものはありません。この世の無常なものです。それにしがみついて生

きている心というものは神の方向には向いていないということです。そ

して今お金かあるから優雅だ。名誉、地位の中にいるから本当に幸せな

んだと思っている人ほど、愚かであわれだということです。それは神の

心を聞くことがない、聞くことのできない人だと思います。 

 しかし人にはうそをつけても自分にうそをつけない、良心ということ、

神とコンタクトしているこの自分の真心の心を中心に心にすがって生

きた時に本当の神の心を心として、神が自分を愛してくださっていると

いうことが実感として伝わってくるものです。本当に心を心として生き

る。心に頼ってすがって生きる。生きた時に、神は手をさしのべられま

す。 
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 正法をやっているけど、なんとこうして苦しみが多いんだろうか。悩

みが多いんだろうか。一つも自分の心は進歩がない。そういう思いに途

方にくれた時に、皆さんは自分の心というものをもう一度、本当に物に

頼って生きていないかということを点検していただきたいのです。本当

に自分の心にすがって生きているかどうか。物に頼って生きて、神様、

高橋先生といくら呼びかけてもその通信のつながりはないということ

です。 

 ですから神は一人一人を愛しておられるんですけれども、神がみはな

した人もいます。神が愛した人もいます。神がみはなしたのではなしに、

自分が神から遠ざかったのです。それはすなわち、いつも皆さんにお話

しておりますように、自分を正しく愛していないがゆえに、神と自分と

の距離が遠くなってしまったのです。 

 自分を大切に生きるということは本当にすばらしいことです。自分を

大切に生きないで、人を大切にすることはできません。自分を大切にし

た分だけ、人を大切にすることができるのです。自分を大切に生きる道

とはいくつもないんです。本当に今世高橋信次先生の説かれた法を中心

に、神の尺度にたって自分というものをながめ、正しい基準からはみで

ないように自分の心を修正していった時に、自分を正しく愛し、正しく

生きることができます。大切にすることができるのです。 

 高橋信次先生の説かれた法以外に、イエス・キリスト、ゴーダマブッ

タの説かれた法もございますが、すでに何千年という年月がたって、も

うちりが積って正しいものから遠くなってしまったのです。今本当に息

づいている法とは、高橋信次先生がこの地球へ出られて悟られて説かれ

たものです。私達はそのすばらしい教えにこうしてふれ、自分の心ので

すね、ねむっていた悦びというものをかきたてるということができると

いうことです。本当に幸せなことです。 

 私達が頭で考え、私達の小さな心で考えても、計りようのない本当に

大きな大きな宝です。皆さんがあの世へ錦をかざって大威張りでもって

帰れる宝なのです。その宝を今の一時一時いかに自分の心にうけとめて

いったかということは、皆さん自身の心のあり方にかかってくるわけで

す。自動的に自分の心に落ちてくるものではありません。棚からぼたも

ちが落ちてくるような、そういうものではありません。自分が努力した

ら、その努力した分だけ神は与えて下さっているのです。 

 自分をこきざみにですね、この一分一分のきざみが、本当に神と自分

との縁を持たしていただいた時であるという、その時をいかに全力を使

って、神の慈悲に対して報恩感謝の愛の奉仕をするかどうか、そこに私
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達の今生の修業の道がかかっているわけです。先程来、たくさんの十六

名とお聞きしておりますけれども、方々の血のにじむような本当に心あ

たたまる涙あふれる心のつながり、心の悦びを聞かせていただきまして、

本当に短時日にこのように成長された皆様を、高橋先生は天上からごら

んになられて、非常にうれしくおもっておられると思うんです。 

 それにひきかえて、私は七年、十年、十三年とかかってやっとポチポ

チと自分が自分を見つけているような始末です。私は今日、皆様方から

すばらしい心のかてをいただきました。今日から決意を新たにして、も

っと自分を裸にして、自分の心を大切にして、そしてまた肉体も大切に

して、この人生あといく年生きるかわかりませんが、神のあたえられた

ままに、自分の身を一人でも多くの方々に供養していきたい、ささげて

いきたいと、このように今日決意いたしました次第であります。本日は、

本当に多数お集まりくださいましてありがとうございました。 

 これで私の話を終わらせていただきます。 
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【自分を大切に生きる】1987-9月 

 

 私たち神の子は、この地上に出させていただいた目的と使命を深く理

解し、正しく実践しなければなりません。人生の目的と使命については、

これまで多くの人たちによってその考え方が言われてきました。しかし、

いまだかつて高橋信次先生の説かれたような、大宇宙と人間との関係に

ついて明確に説かれた方はおられないと思います。 

 先生は昭和二年九月二十一日にご生誕なされて以来、昭和四十三年七

月にお悟りになられるまで、その殆どを「人間の苦悩・その原因と結果」

の探究にかけられました。そして、お悟りになられて昭和五十一年六月

二十五日予言されたとおりにご昇天されるまで、命懸けで法を説かれ、

また書物に著されたのでありました。先生はご自分がご計画してこられ

たとおり神のみ心のままに永遠に法がこの地上界に正しく伝えられる

ようにと、ご自分の命を削るようにして私たち迷える衆生に供養してゆ

かれました。 

 私たちが目指さねばならない道は、先生が説かれた道のとおり歩むこ

とであります。 

 先ず、先生のご著書 心の発見「神理・科学・現証篇」と人間釈迦「１

～４部」を教科書として、毎日毎日計画的に心読することから始めて下

さい。心に染み入るまで徹底して読むことです。ある方は１００回読ん

だけれど、まだ十分に理解できないので引き続き読んでいると言ってお

られました。 

 読むときに注意しなければならないことは、自分の頭で理解しようと

しないことです。頭でいくら考えても分かる筈がないことを考えること

は無駄にエネルギーを消耗することだと思います。そうではなく、心を

開いて読むようにすることが大切であります。学ばしていただこう、教

えていただきますという謙虚な素直な心で態度で、学修することが大切

であります。 

 読む課程で、心から感動したところは線を引いてゆくことも良い方法

だとおもいます。また、どうしても理解が出来ないところはノートに抜

き書きして整理しておき、後日指導する者に教えて貰うことです。その

課程で、心の原点や原説般若心経、心の指針、心眼をひらく、悪霊（１、

２部）を読まれることも良い事だと思います。 

 神理の学習で特に大切なことは、大宇宙の法則と八正道をしっかりと

学び心に入れることが大切であります。次にその学習をしながら、人間

として最低必要な礼儀、感謝といった常識が十分に実践出来るかどうか
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について点検して見てください。もし十分身についていないようでした

ら、知恵を絞りあらゆる創意工夫をして、感謝、礼儀が普通に出来るよ

うに努力して下さい。特に感謝を心で理解出来るように精進することが

大切だと思います。感謝は人間として最も大切なことだからであります。 

 私たち神の子・人間は誰しもが神からいつもいつも太陽の熱や光、空

気、水、大地を公平に頂いているからこそ、今日こうしていまいること

が出来るわけであります。まだそのうえ、夜睡眠中に神からエネルギー

を頂いているのであります。これだけ考えても、私たちは何一つ自分の

力で生きてゆくことが出来ない、神によって生かされているということ

が分かるわけであります。そうすれば神の子である私たちは、この世で

何をなすべきかということが明確にお分かりになると思います。 

 そうです、いま初めてお気付きになられたと思いますが、天なる父神

のみ心のままに私たちも生きねばならないということであります。神の

み心のままに生きるためには、神が大自然を通して示しておられる、神

のみ心であります法を尺度にして、いっときいっときを正しく生きるこ

とであります。自分の心を円く豊かにするように努力精進するとともに、

神が常に私たちを生かして下さっているように、私たちも家族は申すま

でもなく、回りの人々に対して、自分の心の豊かな分だけ、思いやり、

生かしあい、補いあい、許しあい、助け合いといった「愛」を差し上げ、

自分を供養してゆかなければならないのであります。 

 供養にも各人の心の広さ豊かさによって段階があるわけであります。

であるが故に私たちはいっときも自我我欲に振り回されないようにし

て、自分の心を正し、自分を積み上げてゆかねばならないわけでありま

す。 

 先生がお説きになられたように不偏、不動の自分をつくりあげるため

にいま、この環境を選びこの地に出させていただいているということで

す。神理が十分に学習され、常識もしっかりと生かせるようになりまし

たら、次は心の構造について学習して下さい。思いや行いによって心の

動きがどのように機能するか、自分の心の動きはどんなときにどんな動

きをするだろうか、について十分に研究しながら学習して下さい。 

 さあ、もう大分正法が分かってこられましたね。法規を学び構造を学

んだのですから、いよいよ生活の中で実践体験してみることになったわ

けです。自分のいやな癖も大分掴めたわけですから、一秒一秒の思いと

行いを心の内に見つめてみてください。長年の間に造ってきた自分の欲

望と対決して見てください。焦らず急がず一歩一歩弛まざる努力あるの

みです。 
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 失敗しても決して挫けないで、不とう不屈の精神でご精進してゆかれ

れば、いろんな体験によって自信が生まれ希望と勇気が沸いてきます。

このことは予め頭でいくら考えても分からないことで、実践して初めて

体験出来ることであります。何遍も申し上げましたように、決して頭脳

プレーをしないことが大切であります。只々素直なみどり児のような心

になって学習することが肝要なことだと思います。素直な心に帰って自

分を離れた第三者の立場にたっていまの自分を眺めて見てください。そ

して清らかな美しい自分の心を取り戻して下さい。 

  高橋信次先生のお言葉 

    ただ素直になる その思いが あなたの心を洗う 

    そのとき心は 天上界の仲間と同じものとなる 

 

 神に対し 主に対し いま この地で 心の友とともに 

 法を叫んでゆける 幸せを 感謝いたします。 
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【ある夏の朝】1987-9月 

 

 東の空があかねいろに染まり、いま静かに朝日が上がろうとしている。

今日一日が始まろうとしている、荘厳な一瞬である。あちこちのお寺の

鐘が遠く或いは近くで一斉になりだしはじめた。鳥たちも光に満たされ

てゆく喜びの鳴き声を交わしている。昨日からこの朝を迎えるまでに、

新しい神の子が生まれ、また多くのこの地にあった神の子達が、この世

の修行を終えて帰っていった。そのうちの何人の魂が故郷に帰られたで

あろうかと思う。この地上に残された魂達のめい福を祈らずにはおれな

い。 

 東の山の稜線にいま朝日が姿を見せはじめ、息もつかぬあっという間

にどんどんのぼってゆく。ああ－今日もこうして、この地にあって修行

させていただけるのだ、と喜びとともに感謝せずにはおられない。久し

振りで見る真夏の太陽、喜び一杯で、感謝一杯で、大慈悲に溢れたおす

がたで、いま堂々と光り輝 

き、総て万象万物を生かすために姿を大きく大きくあらわしてゆかれる。

その偉大な偉大なこうごうしい姿は、我々神の子の心を浄化してくださ

れる。ああ－、すべてが光につつまれてゆく。なにもかもみえない、す

べて光そのもの、すべてが光にのまれてゆく、偉大な偉大なこの一瞬、

すべて、すべてがこの光の中に生かされているのだ。光の中に生かされ

ていたら、光の如く、光そのままに、いつときいつときを生きねばなら

ない 
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【H氏への手紙】1987-10月 

 

 前略 本日は、貴方様の近況についてのお便りをいただき、有り難く

拝読させていただきました。特に身内の方の生きざまを通し、そこに自

分のお姿を発見されましたことは、誠にご同慶に堪えない次第でござい

ます。貴方様の今日までの70年間の求道生活は、申すまでもなく高橋

信次先生にお目にかかることと、自分の心に深く法を頂き、この地を神

の王国にするために、自分をこの地の人々に供養するためではなかった

でしょうか。 

 私はこの頃しみじみと神が私を愛しておられることに気付きました。

この私のために、太陽の熱や光、また水や空気等の大自然を与えて下さ

っているのです。これまでは、地球上の万象万物の中の一人の人間とし

て、公平に頂いているんだ、自分だけではなく皆と一緒に頂き生かされ

ているんだと、思っていました。しかし、そうではなく直接にこの私に

お与え下さっているのでした。 

 いま私が生きている日々のなかには、いろいろと考えなければならな

い問題を沢山頂いています。心を砕かないと、回答が頂けない問題ばか

りです。何日間も、何十日、何年間も悩み苦しんで、やっと答を頂いて

きました。愚かな私は、なかなか問題が解けないため、人さまよりも余

計に時間がかかりました。その中で、いつもなんでこんなに難しい問題

ばかり出てくるのだろうかと、途方にくれたことも沢山ありました。途

方にくれながら、自分の心を小さく狭いものにし、暗くなってゆきまし

た。よくよく考えて見ますと、そこには法がなく、自己中心だったので

した。なぜ自己中心なのか、なぜ人の立場にたって思えないのかと考え

て見ますと、自分に感謝がなかったのでした。 

 神の子として最も大切なことは、感謝だということに気付かせて頂き

ました。感謝を報恩の行為として実践していったときに、初めて感謝が

少しずつ大きく深くなってゆくように思いました。それに平行して、お

もいやり、たすけあい、いかしあい、おぎないあい、ゆるしあいという

「愛」が、芽生えてゆくように思いました。そのとき初めて、愛が実践

できないと、正しいことの理解が出来ないことが、分かったような気が

いたしました。やっと少しずつ法のなかに生きることが、出来るように

なっていったとき、言いしれない悦びと感謝が溢れてきました。 

 こうした自分なりの精進努力のなかで、神は遠くにいらっしゃるので

はない、ほんの身近におられ見守っていらっしゃるんだと思うようにな

りました。そして日々の問題は、神がこの私の「いま」に対して必要だ
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と思われて、お与え下さっているのだと思うようになりました。いまま

での、遠くにおられた神が、直ぐそばにおられてこの私を愛して下さっ

ているんだなあと思いました。弱くて、卑怯で、怠け者で、見えっ張り

で、思い上がりで、などなどのこの私が、愛されていることを知ったと

き、無限の勇気と、希望と、悦びとがわいてきたのです。 

 神は、このような私を知り尽くして、今日までの63年間、お導き下

さっていたのでした。初めて、「わたしは神の子なんだ！」と思ったの

です。以上が、私の最近の心境でございます。今後ともどうぞ宜しくお

願いいたします。 

 貴方様とお家族の皆様のご健勝をお祈りいたします。 

                               

敬具 

   昭和62年○月○日 

                        丸山 弘 

 H様 

 

付記 

 今日も、いろんな人に出会える。その人の姿を通し、自分をふりかえ

り修正する。 

 その前に、人によって、自分が生かされているという確証をいただき、

悦びをいただくために会う。 

 神の子によって自分も生かされている。 

 語りかける大自然につつまれて、いま、生かされている。自分という

存在、あってなきがごとしの小さい存在ではなく、時として、大宇宙即

我という大悟の境地にまで到達できる権能というか、資格というか、す

べて平等に与えられている存在である。 
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【他人のものと自分のもの】1987-11月 

 

 人がお話をしているときには、雑念を排除して一心に心で聞く努力を

することが大切であります。素直な心でしっかりと正しく聞くことは、

やがて見ること、思うこと、話すことにも影響します。例え人間として

生まれても、動物に育てられれば動物の発音しか出来ないことは、聞く

という心の作業があって心から言葉が出るということの実証でありま

す。 

 人のお話を聞いているときに、兎角自分のことに置き換えて聞きがち

ですが、その自分の思いにふけっている間はお話している人の話は、途

切れとぎれにしか聞いていない状態になるわけであります。そうします

と、後で整理をしようと思っても正確に思い出すことが出来ません。 

 また、人の話を聞きながら自分の思いのなかで作業している人は、や

がて疲れてきて眠くなってしまいがちです。 

 人の話を心をひらいてしっかりと聞くことが出来れば、どれだけ沢山

の人のお話でも後で自分の時間になったときに正しく思い出して整理

することが出来ます。そして、そのときにじっくりと置き換えて見るな

り、頂く工夫をして見るなりされたら良いと思います。教えて頂いたこ

とは、明日にしないで感激のあるうちに整理をして、早速あらゆる角度

から自分のものにするように実践努力を始めることが肝要だと思いま

す。 

 いくら沢山教えて頂いても、心に落として自分のものにしない限り、

いつまでたってもそれは教えて下さった人のものでしかありません。 

 人から教えて頂いた知識を如何に多くもっていても、自分の心からの

所有にはなりません。その姿はあたかも多くの書籍の並んだ書棚を背負

って、「これだけの書物を読みました」、また「これだけの知識を知っ

ている」と言いながら歩いている姿ではないかと思うのです。 

 人間釈迦第三部一二四頁に、先生は次のように教えておられます。 

 『知識というものは、何かを見たり、人から話を聞いたりすることに

よって得るものであり、大抵は外から入ってくる。 

 知識の範囲というものは、それゆえ、広いようで狭い。 

 しかし、智慧というものは、内から湧いてくるものだ。だから、つき

ることがない。 

 いかなる事象にも対処し得る。 

 世の中は時々刻々、変化して止まない。その変化に心を動かされず、

その事象を超えてゆくのに必要なものは、知識ではなく智慧である。 
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 智慧は、正しき行為によって、心の中から湧いてくる。人々に慈悲を

与え、暗い人生に、法灯を点すものは、無限につきることのない智慧で

あろう。』 

 このように私たちは、その知識を実践努力をしていったときに、やが

て心から理解出来るようになり、智慧に変わってゆく。また、それを縁

として意識に潜在している過去世で学んだ経験と実践が、納められてい

る無限の智慧の宝庫からは尽きることのない智慧が湧現されてくるの

です。 

 学習会で発表されるお話を聞いていると、時々「こんな御指導を頂い

た」「こんなことを学んだ」「こんなことを教えて頂いた」と、話され

る方がおられますが、そのお話の中身は、人から頂いたことばかりで、

それを食べないで、ああ有り難い、やれ嬉しい、ああ感激した、さぞ美

味しいだろうということばかりで、それを食べて味わった心からの感激

や喜びを話されていないのでした。その方々は、折角人から頂いた教え

をただ並べて眺めているだけで、自分のものとする努力をしていないの

でした。ですから、その喜びや感激も頭で考えた言葉でしかなく、相手

の人の心には響いてはこないのでした。実際に自分が実践努力してつか

んだものではないので、聞く回りの人々にも喜びを分け与えることが出

来ないのでした。 

 人間は中道のもとに、あらゆる努力と創意工夫をした実践がない限り、

法のなかに生きることは出来ません。いつまでたっても心は円く豊かに

はなりません。むしろ知らず知らずのうちに苦しみが堆積してゆくので、

心も暗くなりがちとなります。 

 中道という法が心に根づきませんから、話も理屈っぽく行動も自己中

心で少しも心の進化が見られないのです。その苦しみは、ところどころ

で爆発し、更にまた自分も苦しみ、人にも毒をまき散らすこととなりま

す。どれだけ多く学ぼうが、自分のものとして消化しない限りいつか消

化不良となってしまいます。 

 学ぶには、先ず礼儀、感謝という常識を豊かにすることから大切にし

て下さい。特に、感謝ほど大切なものはありません。感謝の大きい人、

感謝の深い人、感謝を行為に現せる人は何時も幸せです。そして明るい

のです。暖かいのです。そのうえ優しいのです。感謝こそ神の子として

生きるための、最も大切な根元だと思います。それは神の偉大なお計ら

いに対して、神の子として行為しなければならない原点だからでありま

す。 
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  神の計りしれないお計らいと、主の深いお導きにより 

  今日を頂きましたことを心から感謝いたします。 

 

   謹んでここに「ほくりく」誌 発行五周年の感激と感謝とを捧げ 

   ます。 
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【逝く年を回顧して】1987-12月 

 

 一九八七年もあと数えるほどの残り日しかなくなりました、私は、い

まこの去り逝く年を振り返えるにあたり、先ず、神のお許しを頂き今日

あることに感謝を捧げたいと思います。 

 今年も、数えることが出来ないほど多くの人に、お目にかからせてい

ただきました。心に苦しみを持っておられる一人一人の人のお姿は、か

つて、のたうち回って苦しんでいた私の姿でありました。また、現在の

私の姿でもありました。そして、いまの私に対する神の導きでもありま

す。かつて私は高橋信次先生の教えの中におりさえすれば、何時のまに

か救われ一般の人よりも遥かに物質的にも、精神的にも救われると信じ

ていた愚かな私でした。 

 次にはこんなことではいかんのだなあ、精々自分の体を使って先生の

教えを伝えなければということで、北陸の各地を飛び回りました。 

 ただ使命感だけが先走っている状態で、特別に神理を勉強しているわ

けでもないし、自分の欠点を修正する努力をしているわけでもないもの

ですから、だんだん自分自身が苦しくなってゆきました。一方仕事はと

いいますと、ちょうど大海に釣り糸を垂れて寝そべっている状態ですか

ら、他力本願もいいところで良くなって行くわけがありませんでした。 

 法の学習では行き詰まるし、仕事も悪くなる一方で、泣きづらに蜂と

いったようなのんびりとしたものではなく、まさに重体の時期が過ぎて

危篤の状態が、いまかいまかといったような状態になってしまっていま

した。いくら他力本願の私でも、こりやあー大変だ！ じりじりとお尻

が焦げてくるようで、ついには立っても座ってもおれない状態になり、

そうなると思考力も全くなくなってしまうのでした。それでもまだ自分

の心の中では、こんな苦しんでいる実態を人に知られたくない、自分の

財産を捨てたくない、といった思いが一杯で見栄とか自我から抜け出る

ことなど考えもしませんでした。そして心の底の方では、まあ、何とか

なるさ、と思っているのです。 

 先生の側近の先生に直接お目にかかったり、或は電話で御相談するの

ですが、いまいち自分の痒いところに手が届かないといった状態でした。

何回も何回も御指導していただいたのですが、はっきりとした御指導は

頂けませんでした。私は段々とこの教えに対して懐疑的になっていった

のでした。にもかかわらず高橋信次先生にはどうしても直接御指導を頂

く気にはなれませんでした。それは、ひとつは先生に対する見栄であり

ました。またもうひとつは、先生がおっしゃられることがわかっている
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ような気がしていたからでした。何故なら先生の御著書を少しも読んで

いなかったからでした。当時の私はまだ先生が教えておられる神が分か

らなかったし、また月までロケットが飛ぶ今日、二千五百年前のような

反省ではなくてもっと近代的な反省方法があってもいいじゃないか、と

思っているような状態でした。 

 先生は私の苦しみ悩みは手にとるように熟知しておられたと思いま

す。しかしお目にかかっても、先生は自分がお金を沢山持っておられる

お話をされるばかりで、私の苦しみにはとんと一向に話を向けて下さら

ないのでした。私は私で先生はあの世もこの世も見通しなんだから、い

つか私のこれから先の人生について御指導して下さるものと密かに期

待をしていたのですが、最後まで御指導は頂けませんでした。金沢講演

も近付いた六月のある日、先生にお目にかかったときも、心密かに先生

の御指導を期待していたのですが、話はその方向にはゆかず、私と家内

の過去世についてのお話でありました。身勝手で勇気のない私は、その

とき心のなかでこの人は何もわからん人やと思ってしまいました。そし

て帰宅するなり家内にその思いを話し、この金沢講演が終わったら退会

しようと言いました。 

 それまでの家内は来る日も来る日も御著書を読んで、またテープを聞

き感動で目を泣きはらし、長年思っていた方にお会い出来たといって、

よろこびに泣き明かしていたのでした。このような状態の家内を見てあ

る時のこと、私はてっきり家内の精神状態がおかしくなったのではない

かと思い、先生の側近の先生に電話で相談をしたところ、その方は直ぐ

先生に聞いて下さいました。 

 ところが驚いたことには先生はもう既に家内の状態を知っておられ

たのです。そして、それでいいんですよ。いい状態ですよ。とおっしゃ

られたとのことでした。私は今のいままで何にもわからん人だと思い家

内にも言っていたのですから、何が何だか分からなくなってしまいまし

た。しかし家内は私の言葉を先に信じてしまったので、心は冷めてしま

いそういった状態もなくなってしまったのでした。いまから考えて見ま

すと、その方が家内にとってもまた私にとっても良かったのではないか

と思います。 

 しかし、先生の御計画にそごを来した罪はまぬがれないと思います。 

 いくら口を明けて待っていても欲しいものが独りで口の中へは入っ

てこないし、またいくら人に相談してみてもどうにもならないことが痛

切に感じられだしたので、初めていままでの方針を変えてみようと思い

ました。かつて先生が、貴方はいつも逃げよう逃げようとしているが、
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もっと自己確立をする努力をしなさい、と言われたことを思い出してい

ました。 

 私は、もう一度最初から出直して見ようと決心しました。もうそのと

きには先生は帰られてしまわれていたのでした。 

 考えて見ますと、かつて義兄からこの正法を進められたのが昭和四十

八年頃だったのですが、このときも私の小さく狭い心で拒否したのでし

た。それから二年も道草を食ってしまったのに、生来怠け者の私は先生

御在世の間もこうした愚かな愚かにも貴重な時を潰してしまったので

した。そしてそれがどれだけ自分の身に染みて感じているかと思うに、

いまも依然として安楽の中で命がけの積もりでいるような状態に思え

てならないのです。 

 いま、共に学習している心の友がおられたからこそ、こうして引っ張

ってもらってどうにか自分の勤めを全うさせていただいていることに

対して心から感謝を捧げたいと思います。 

 この逝く年は私の仕事の面でも大きな転換の年でありました。神がお

与え下さるこの世での試練という課題を、心を研ぎ澄ましてお受け出来

る今日を感謝いたします。これも一重に我が師高橋信次先生のお導きの

お陰様でございます。次にこの愚かな私のようなものを信じて付いてき

て私の修行に協力して下さった方々、下さっている方々、心の友に深甚

なる敬意といいしれない感謝とを捧げたいと思います。 

 そして、新しい年がしあわせの年となりますようにお祈りいたします。 

 神に対し主にたいし心からなるよろこびと感謝を捧げます。 
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【1988年分】 

 

【新しい年を迎えるにあたって】1988-01月 

 

 新しい年一九九八年を迎えるにあたって、静かに自分の心を整理して

みました。 

 そのなかで、かつて高橋信次先生が私に対しておっしゃられたことを

思い出しました。それは、人間釈迦第二部四十九頁で教えて下さってい

ることです。 

 「ブッダは、ネランジャラ河の見える場所を選び、山の頂から見た美

しい自然に、みとれていた。高所から物を見ると、視界が広く、下界の

様子が手にとるように分かってくる。正しき判断も、こうした高いとこ

ろからみると、より正確さを増してこよう。心の在り方は、大所高所を

よりどころにすべきであり、人びとの習慣的生活の間違いも、はっきり

と知ることが出来よう。自らの心と行いを、高次元に引き上げるために

は、法を心のよりどころとし、心の中から生ずる一切の欲望に打ち克つ

以外に道はないのである。ガヤ・ダナの山頂で得たものは、高所からみ

れば視界が広くなんでもみることができ、心の広がりは、自分を離して

自分を眺めることであるということであった」 

 

 それは、昭和五十年三月九日に大阪で初めて先生にお目にかかったと

き、「貴方はこれまで何故北陸の隅々まで見ていたのか分かりますか」

と聞かれました。私は直ぐ「国鉄にいたからです」と答えました。先生

は笑いながら「そんなことを言っているのではないのです」と言われま

したが、当時の私にはそれがどんなことなのか分かりませんでした。 

 その後一か月ほどしてお目にかかったときにまた「いま、貴方は北陸

の隅々まで見渡すことが出来ますか」と聞かれました。瞬間私は、「白

山か立山へ上がっても見渡すことが出来ないだろうにおかしいことを

聞く方だなあ」と思いました。そして、「あちこち飛び歩いて法を伝え

ることよりも、自己確立に努めなさい」と言われました。それからの私

は、その意味がどんなことなのか知りたくて知りたくてたまりませんで

した。しかし、勇気のない私は、直接先生にお尋ねすることが出来ない

ままでした。 

 あるとき、どなただったか忘れましたが、「それは、茶碗を裏かえし

にしてその上に立てばその茶碗の底面積全部を見渡すことが出来る」と

教えていただきました。でも当時はまだ人間釈迦の中に教えられている
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ことは知りませんでした。十二年たった昨年の春頃やっとそのことを知

りその意味も少し理解出来たつもりでしたが、まだまだ自分の心に落ち

てはいませんでした。ですから、何時もそのことが心の中に引っかかっ

て離れませんでした。 

 ある日のこと、イエスさまの最後のお姿を思い出しました。そこで初

めて自分のいまの修行の意味が理解出来たのです。これまで私は、何時

もこんな事業をするんではなかったと心の中でグチっていました。また、

ある時は、松下幸之助さんのような環境を与えていただければ、どれだ

けでも自己確立が出来るのにと思ったりもしました。しかし、経済的に

一寸楽になるともう正法どころでなく安楽に溺れてしまうのでした。あ

ーあー、やっぱりこんな根性だからこんな修行の道をお願いしてきたん

だなあと、我が身の愚かさに呆れ果てたことがありました。 

 私は、十三年にもなった今日やっと先生のおっしゃられた言葉の深い

意味が分ってきたように思えるのです。先生の御意志を体して、北陸に

住んでおられる一人一人の人に法をお伝えするためには、一人一人の人

の足を洗わせていただけるような深く広い、しかも暖かい愛が心に満ち

満ちていなくてどうして出来るだろうかと思いました。 

 想像を絶した苦悩のどん底にあえいでおられる方々に、親身になって

愛を差し上げ自分を供養することが現在の自分には出来るだろうかと

考えて見ました。心から「出来ない」と答えてきました。じゃあ、どう

したら出来るようになるのだろうかと考えて見ました。また心から「お

前が神にお願いして出させていただいた、この北陸が大好きなら北陸で

誰よりも一番苦労することだよ」と答が返ってきました。あー成るほど、

だから経済的にどんなに工夫をこらしてみても努力をしてみても、なか

なか思ったようには、ことが運ばないんだ。一番、北陸の誰よりも一番、

この北陸の地べたを這いずり回る心の苦労をして、自分の肉体と魂とで

すべてをつかみ取ってゆかなければならないんだということが分かっ

てきたのです。 

 正法にふれないでいたら、今頃はとっくにこの世から自ら消えていた

と思うのです。でも、お陰様でいまは違います。どんなに厳しい苦難で

あろうとも、主の御意志のままに有り難くよろこび一杯でお受けさせて

頂けるのです。そして幸せな自分を神に対し主に対して心からの感謝を

捧げることが出来るのです。この北陸で一番罪深い愚かな人間として、

一番苦労をしなければならないことは至極当然なことでありますが、こ

の二十年余り生きてきた道は二度と後戻り出来ない刀の刃の上を歩く

ような道でした。刀の刃の上から足を踏み外せば、命のないような厳し
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い道でした。 

 これからも生命の続く限りまだまだ私の心の旅路は続き、より厳しく

より険しい道にさしかかってゆくものと思います。 

 かつて私は、何時の日にか必ず北陸随一の会社にして見せる、いや、

必ず成る。成らねば嘘だ。とこのように固く信じていました。いまから

思いますと、心を学びながら物の世界に生きていたようであります。無

常な名誉・地位・財産・お金・肉体にとらわれていた愚かな私をお笑い

下さい。しかし、いまやっと少し物の世界から心のよろこびの世界に移

ることが出来たようでございます。これからも北陸の一学修生徒として、

誰よりも深い人跡未踏の谷底までおりて谷川のせせらぎに耳を傾け、真

面目に自分の心と向かいあって精進努力を積み上げてゆく覚悟でござ

います。 

 今世、主からいただいた身に余るご信頼と、光とを大切にして、同志

の方々と手に手を携え、このいただいた光を益々明るく高々と掲げ、明

るい北陸に、誇り高い日本に、そして調和した地球にと広げてゆきたい

と念願いたしております。 

 同志の皆様方には、今年もより一層のお導きとお力添えを賜りますよ

うお願い申し上げます。 

 

 神に対し主に対し初春の喜びを感謝いたします。 
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【新年を迎えて】元旦の集いでのご講話 1988-02月、3月 

 

 皆さん、明けましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお

願いいたします。 

 すがすがしい晴天に恵まれまして、今日、元旦の集いが開けますこ

とを、神に心から感謝いたします。 

 また、高橋信次先生に対して、心からの感謝を申し上げます。 

 私は、昨夜から今朝にかけて、神理学修会ほくりくを通して広く法

が伝わりますように、また、この地上の人々が平安でありますように、

神に祈らせていただきました。 

 高橋信次先生が、もし今日ここにお見えになられたとしたら、私達

に対して、どのようなお話をなさるだろうか、ということを考えてみ

ました。先生は、一九七三年から一九七六年までの四年間、毎年、新

年にお話をなさいましたことは、一貫して、自己確立をはかりなさい、

自己確立をはかりなさい、自分の魂を磨く精進をしなさい、と叫ばれ

ました。 

 本日、もしこの集いに先生がお見えになられたとしたら、きっと同

じ事をお話になられたと思います。 

 また、この場所は奇しくも昭和五十年七月六日に金沢講演がありま

して、その夜は、私のビルの二階でご講演をいただきました。そのあ

と、このホテルでお泊まりいただきました。七階の貴賓室にお泊まり

いただきました。もうそのお部屋は取り壊されていまはございません

が。翌七日は、この五階の広間で、先生から今後の北陸地方の伝導に

ついてご指導をいただいたことを、いま、思い出し非常に感無量なも

のがございます。 

 私も、先生からは一貫して、自己確立をはかりなさい、人に言う前

に自分の魂を磨きなさい、ということをお目にかかるごとにご指導を

いただきました。 

 金沢でご講演下さった、昭和五十年七月六日は先生にとって非常に

記念すべき日でございまして、お悟りになられてちょうど七周年にあ

たりました。七周年というのは、非常に意義のある年だと思うのです。

それは、この世では八という数字が末広がりということで何かと縁起

がいいといわれていますが、天上界では七大天使というように、七は

天上界の数字のようで、その七周年にあたるときに、先生がこの金沢

でご講演下さったということは、北陸に住む私達は非常に有り難く感

銘していただかなければならないことだと思います。 
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 心の友から、先生の金沢講演は力づよく本当に素晴らしいと、よく

言われました。 

 私は、その年の三月に先生に初めてお目にかかったのですが、四月

にはもう七月に金沢で講演をするから準備をするようにとのご指示を

いただき、びっくりいたしました。先ず自分自身の心が全然できてい

ませんし、日数もあと僅かしかないし、大変だと思いました。法がま

ったくわかっていない状態なものですから、ご講演の最中もこの会が

終わったら辞めさせていただこうと考えておりました。それは何故か

と言いますと、当時私は先生のご指示により、福井、石川、富山の三

県に法を伝えておりました。 

 当時既に各地域にはそれぞれ私よりも早く帰依された先達の方々が、

何十人もおられました。私は、先生からご指示をいただいたうえでお

話にいっているわけですが、新興宗教とか既成宗教といった教団に関

係したこともないものですから、何をお話ししていいのやら分からな

いといったことで、本当に苦痛の種だったわけです。 

 そのうえ、この北陸地方特有の金沢の下になることはいやだという

ことや、我々よりも後から触れた者から何故指導を受けなければなら

んのか、我々のほうがよく勉強しているし、しかも我々は古いんだと

いったような抵抗がありました。私は、本当に困ってしまって先生に

ご相談をいたしましたら、じゃ書面をあげるから各地の世話役の方に

渡しなさいと言われ、後日送っていただきました。いただいたそのご

書面はいまでも持っておりますが、あの人間釈迦のなかにでておりま

すが、ウパテッサとコリータがやはりそういった問題に直面されたこ

とを覚えておられますでしょう。 

 

 そのときブッダは、（人間釈迦第二部一二七頁） 

 『「人は誰しも転生輪廻の体験をつみ、永遠の生命だということを

知るがよかろう。 

 現在の意識界と物質的現象界を転生し、今、人びとはここに在る。

心を失った現象界の中で、人びとは自ら選んだその環境で自らの魂の

新しい体験を学んでいる。人は皆盲目の人生を送りながらも、その体

験を通して、豊かな心と調和された社会をつくる内在された目的を持

って毎日をすごしているが、ブッダは、その内在された目的をひき出

すべく、盲目の衆生に光明を与えるために生まれて来たのだ。 

 サロモン達よ、そなた達は、小さな気持ちで、早くから弟子入りし

た者もあるであろう。しかし転生の課程において、既に広く大きく、
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豊かな心を持っているサロモン達も生まれているのだ。過去世を通し

て、ブッダの縁にふれ、道を学び、今世では他の弟子達よりも遅れて、

ブッダの下にたどりつく者もあろう。しかし、今世のそうした早い遅

いによって、その人たちの魂の大きさを推し量ることは出来ないのだ。

ウパテッサ、コリータの両人は、ブッダの前世において、肉体を持っ

たとき、すでにポサッターとしての悟りを得た弟子達である。 

 サロモン達よ、今世において、早くからブッダの縁にふれた者は、

法を心と行いの物差しとして日々の修業に精進したならば、その事実

を自ら悟ることが出来るのだ。そなた達は心の内に、過去世の転生の

体験を記憶し、偉大なる知恵の宝庫を持っている。その扉は誰が開く

か。ほかならぬそなた達自身だ。宝庫の扉は法の実践によって開くこ

とが出来る。そなた達の心の王国の主人公は他人ではなく、そなた達

自身である。 

 マーハー・パニャー・パラー・ミター（偉大なる内在された知恵に

到達する）の境地になるには、一切の執着を断って、調和された安ら

ぎの境地、彼岸に到達することを目標としなくてはならない。サロモ

ン達よ、ブッダの弟子として、今世だけの縁生をもって、先輩、後輩

の不平不満をいだいてはならない。不平や不満は、自己の欲望が満た

されないために起こるのである。欲望は心に歪みをつくり、人々に毒

を与え、自らをして苦悩の種を蒔くことになる。ブッダの弟子は、こ

のような小さな心を持ってはならない。今世において、弟子として縁

生に早くめぐり合えた者達は、後輩に対してより謙虚な心と行為を持

って当たり、自己の確立を図らなければならない」 

 ブッダの説法は、多くの弟子達に重いひびきをもって伝わって行っ

た。不満を正当化し、知らぬ間にブッダの法を離れていた者も、小さ

な自分に気付きはじめていた。 

 「諸々のサロモン達よ、ブッダは過去六仏の転生を通して、その法

灯を、諸々の衆生の心に灯し、救済してきた。そなた達は、ブッダの

過去六仏の何れかの縁によって、現世の弟子となったのだ。ウパテッ

サ、コリータは、ブッダの過去六仏の縁生をことごとく体験した。今

世ではあらゆる師を求めて迷い、仏の法を求めてようやく現在のブッ

ダの縁にたどりついたのだ。そのため、ウパテッサからも、コリータ

からも、五体から出ている光明は、恰かもヒマラヤの山頂から転がっ

て来た雪の塊のように、大きな後光となって満たされている。そなた

達も、法を依りどころとして生活するならば、自ら、その光明を見る

ことが出来るだろう。」』 
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 以上の話しは、皆さんもよく知っておられることと思いますが、先

生からいただいた文書はやはりこういったことをふまえたものであり

ました。当時の私は、人間釈迦を十分に読んでおりませんでした。ま

た、会員の方達も深く読んではおられなかったとみえて、その文書の

コピーを差し上げても、依然として混乱が続いていました。私は、こ

の会にいても仕方がない、何時辞めようか、こんなことで苦労しなく

ても自分の事業をかかえているのだから、いらんのにエネルギーを使

ってはいけないと、いろいろと悩みました。 

 当時の心境については、月刊ほくりく一月号のなかでも書いてあり

ますが、そういった状態のまま八月二十六日に何時も指導して下さっ

ている方をお訪ねいたしました。その方は、先生のご指導の幹部研修

に参加しておられたのですが、私との約束があったものですから、先

生にお許しをいただいて帰ってこられたのでした。先生は既に私がき

ていることを知っておられたとのことでした。 

 私達は、夕食をすませて梨を食べていました。その先生と奥様とも

う一人友人の方と四人でお話をしておりました。その奥様は、金沢講

演の時に先生のお供をしてこられた方で、当日の現象のなかでヘブラ

イ語でイエス様のことをお話された方でございます。 

 お話をしているうちに、突然、その奥様にクラリオ様がお入りにな

ってヘブライ語で話し始められました。私は、突然のことでびっくり

いたしました。 

 「今日この四人がここに集まるように計画したのは私です。貴方方

に天上界から話しかけられ非常に幸せです」 

 

 次に私に対して、 

 「貴方は、イスラエルの生命です。こうして二千年の後にこの女性

を通して貴方に話しかけられることは、非常に幸せです。いま、貴方

の心に非常に迷いがあるけれども、自分というものをつくって行きな

さい。北陸に道を説く貴方は責任を持っています。そのためには自分

を捨てて行きなさい。私達が貴方を導こうと思っても、心に迷いがあ

り、貴方がしっかりしていなかったら、私達は導けないのです。常に

不動の心をもって安らいで生きて下さい。自信をもって下さい。 

 この北陸というところは、日本海の荒波も厳しく、また山々も高く

厳しい山が集まっている、それだけに、そこに住む人々の心というも

のは、非常に厳しいものである。また、宗教が非常に盛んである。貴
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方の法を伝えて行く前途には、いろいろな魔が競い立つことでしょう。

しかし、恐れることはありません。私達が天上界からあらゆる協力を

して行きます。 

 もし、貴方の前に山があって山が邪魔ならば、山をどかしましょう。

また、あの広漠たる海に橋を架けなければならないようだったら、橋

も架けましょう。あらゆる協力をします。心配しないで不安をもたず

心安らいで生きて下さい。 

 最後に北陸に法を伝えるための指針をあげますから、それを柱とし

て精進して行きなさい。 

 人には常に愛の心を忘れるな 

 人を裁くな 

 人は平等である 

 人の上に立つと思うな 

 人の足を洗う心をもて」 

 

 そのお話が終わっても、まだ私達皆が男泣きに泣いておりました。 

 今日私は、高橋信次先生のお心に触れさせていただきまして、この

五つの教えが何故か身にしみて感じるのです。それは、先ほども申し

上げましたように、イスラエルにいた塊だからだと思うのです。特に

イエス様の愛について敏感であるように思います。 

 私は、これまでの一三年間この五つの指針を非常に大切にして、生

きる努力をしてきましたけれども、なにせ愚かな怠け者なものですか

ら、自我我欲に負けては何時も、八階まで上がって地下二階まで滑り

墜ちることを、今日まで繰り返してきました。そういった繰り返しの

中でも、始めの平担な道も、だんだん険しくなって来まして、黒部峡

谷の十字峡のような断崖絶壁に一歩一歩足を掛けて登るような険しい

道にいまさしかかっています。その道は、もう一歩も後戻りは出来な

い、一歩足を踏み外せば千尋の谷へ真っ逆様に墜ちるような厳しい崖

縁で、自分は本当に神を信じているか、お前はどんな環境であろうが、

いま墜ちても神を恨まないか、いま墜ちる寸前の状態であろうとも、

不安がないか、いつも神を思っているか、という道をいま私は経済と

いう環境を通して歩んでおります。 

 私はこの地上界におりながら、名誉、地位、財産、お金、肉体とい

う『もの』から離れた心で生きる修業の機会をいただいているのであ

ります。しかし、そんな厳しい環境のなかでも、直ぐに一服したい、

どっかに休める隙間がないか、腰をおろす所がないか、という甘えた
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心で今日まで来ました。自己確立の道はそれぞれ人によって違うとは

思いますが、怠惰な私は、今世はこのような道をお願いしてきたよう

に思うのです。 

 主であられます高橋信次先生は、私達の想像を絶するような険しく

厳しい厳しい道を歩んで来られたようであります。そういった道を通

して、自分の心をものから離して行く、ものに対する執着を切り離す、

自分を離して自分を眺めて行く、という我々ごときでは到底量り知れ

ないような道を通られて、偉大な悟りに到達されたのでした。いま私

達神の子達も皆そのような道を歩いているのです。優雅な人は一人も

いない筈です。もし優雅な人がいるとしたら、その人は法からはずれ

ている人だと思います。神理学修会ほくりくは、会費をいただいては

おりませんが、もし会費を集めてそのなかで生活をしている指導者が

いたとしたら、そこに法はありません。何故なら、先生が最後の東北

研修会のご講演のなかで、厳しく戒めておられるからです。 

 法とは、何も八正道ばかりではありません。先生がお導き下さった

お言葉すべてが法であります。最近は高橋信次先生のお話をされても、

法が分からないで指導しておられる方が多いように見受けられます。

わずか十数年たった今日、もう法が消えてゆきつつあることを私は悲

しみます。なんとしてでも私達は正しく法を叫んで行かなければなり

ません。心血をそそいで悟られた主のご意志を無にしてはならない、

み教えを学んだ者はすべて重大な責任があると思うのです。 

 私は、毎日毎日来る日も来る日も苦しいと、何時もイエス様のこと

を思います。イエス様が最後に処刑されるまでの何日間をどのような

心境で過ごされたか、何時もどのようなことを思われながら旅をされ

ただろうかと考えて見ました。 

 昨年のクリスマスの集いでも、イエス様のお話をいたしましたが、

当日ご出席されなかった方もおられるようですから、もう一度お話を

したいと思います。 

 

 イエス様とその十二人のお弟子様が、エルサレムを目指して旅をし

ておられました。道々お弟子様達が、いよいよ神の国が出来るだろう、

そうすれば、我々のうち誰が最も高い地位につくであろうか、という

議論をしていました。 

 イエス様は神の国をつくるために生命を捨てることを思っておられ

るのに、弟子達の心は神の国における自己中心の地位争いに向いてい

ったのでした。弟子達の議論を道々小耳にはさまれたイエス様は、カ
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ペナウムの家に入られた後、お前達は道々何を話し合っていたのかと、

聞かれました。皆はイエス様に叱られると思って口をつぐんでしまい

ました。 

 イエス様は、 

 「お前達はこの世の尺度で神の国のことを考えている。神の国の民

たる者は、神の国の尺度をもってこの世のことをも考えねばならない

のだ。神の国には偉大な者が多くいる。神の国の偉大な者は、すべて

の人に仕える者であって、多くの人を召し使う者ではない」と諭され

ました。 

 

 愚かで法の分からない私は、厳しい道の途中で時として途方に暮れ

たことがありました。そのときには、大空を仰いだり、自分の心の在

り方を眺めたりする中で、イエス様のそのお言葉を思い出しまして、

あ、私はこの北陸という地を選ばせていただいて、そして神に許され

て、また主に励まされて出させていただいて、本当に北陸で一番苦労

をしなかったら、北陸の四県の五百二十万の人のしもべとなり、足を

洗わせていただく精進をしないうちは、本当の神の心のこの教えを皆

様の前でお話することが出来ない、述べる資格がない、そういうよう

に思いました。今日まで十四年間といいますけれども、なかなか長い

道のりでした。 

 私はこれから後、十年生きるか、あるいは明日帰るか分かりません

が、与えられた自分の生命が続く限り、この心の旅路はまだまだ厳し

く続くだろうと思います。どうにか『もの』に翻弄されない、心のな

かに自分の片足がぐっと入ってゆけるような日々を過ごせるようにな

ってきました。これも一重に皆様方という、私の話しを聞いて下さる

方々がおられたからこそ、いまこうして皆様の前でお話出来る心を造

らせていただいたと思います。ここに深く感謝申し上げたいと思いま

す。 

 昨日も心ある方々と一緒に、旧約聖書のソドムとゴモラの物語のビ

デオを見ました。ソドムとゴモラの二つの町は、今生のように人の心

はものにとらわれ、混乱と情欲に汚れきっていました。主はこれをつ

ぶしてしまうつもりだと、アブラハムに言われました。 

 アブラハムは言いました『主よ、あなたは正しい人と悪い人との区

別をなさらないのですか。もし、ソドムの町に五十人正しい人がいて

も、あなたはその人々のために、町をおゆるしになりませんか。』主

は言われました。『もしも、わたしが五十人の正しい人を見付けたら、
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町をゆるしてやろう。』アブラハムは続けて、四十人、三十人、二十

人と、お願いし、とうとう、十人の正しい人がいれば町をゆるそうと、

主は言われました。 

 しかし、アブラハムのおいのロトのほかには、ソドムにもゴモラに

も正しい人は一人もいませんでした。二人の天使がきて、ロトとその

家族に逃げるように言いました。しかし、ロトについてきたのは妻と

まだ結婚していなかった二人の娘だけでした。 

 皆は近くのゾアルの町に逃げていきました。このとき、神は、天か

ら硫黄と火をお降らせになりました。 

 町にあったものも、平野にあったものも、みんな滅ぼされました。

ロトの妻は、残してきたものを惜しんで、町をふりかえったために、

塩の柱になってしまいました。 

 

 私は、この物語を見て金沢、富山、福井といった北陸の町々を思い、

皆様方のような心を大切に精進しておられる素晴らしい人々がおられ

るからこそ、この北陸が、神に、主に許されて、いまあるということ

を、誇りとして生きていただきたい。また、そういうことを自覚して

生きていただきたい。そうすれば、このうえにより素晴らしい精進が

積み重ねられるのではないかと思います。 

 自己確立というのは、愛の心を忘れないことです。高橋先生は、中

道で生きなさい。八正道を正しく行じなさい。と導いて下さいました。 

 私達は、この人生において何をなすべきか、人生とは何かというこ

とを知りなさい。私達は、自分自身はどんな魂なんだろう、というこ

とを考えながら生きることが大切ではないかと思います。それを知る

には、八正道を指針として一秒一秒自分の心を見つめ、自分の心を反

省してゆくことが大切であります。頭で考えることをしないで、正し

く見る、正しく思う、正しく語る訓練をしてゆくことが最も大切なこ

とであります。 

 人間というものは、今の物事にとらわれてしまいます。自分の小さ

な殻でものを見ます。思います。また、行動します。しかし、常にそ

こには動かない、変わらない、偏らない基準というものがあります。

それは神の心です。神の心を通して思うことや行うことを眺めてみる

ことを私達はしなくてはいけない。 

 自分の小さな心を通して思い、語り、行動してゆくと、その自分の

小さな器に翻弄されてしまいます。ゆがんでしまいます。常に神の心

を目の前に出し、それを通して眺めてみること、そうしたときに、初
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めてこの世の真実なものが見えてきます。 

 節穴のような目で何が見えるでしょうか。何も見えません。愚かな

ものしか見えません。神は、私達のこの肉の目で見えるものが、美し

いものだけ見えるようにお与え下さいました。それは、心が清らかで

あるように、心が美しくあるように、と神は願って与えて下さいまし

た。しかし、私達は五官六根による煩悩に支配され、既に神のお与え

下さった美しいものを、見れなくなってしまいました。真実のものが

見えなくなってしまったのです。 

 誰々さんといったってそれは肉の姿で、あんな格好をして、あんな

眉毛で、鼻はあんな格好で、といったふうに姿形の上だけで、あれは

誰だとしか知っていないのです。魂の誰誰さんを私達は知っていない

のです。人の真の姿を知らないのです。しかし、神の心を心として精

進努力を積み上げたときに、そこに始めて永遠につながる、その人の

真の姿が見えるのです。真実のものが見える。その心は幸せな安らぎ

につつまれ、神の光にみたされる。高橋信次先生は、そういうことを

教えておられると思うのです。 

 この新しい年を、皆様とともに肩を組み、手を携えて、この愛する

北陸の地に、あふれるほどの愛の心で勇気を出して法を伝えて行こう

ではありませんか。 

 先生が、命をかけて説いて行かれた法を、私達もやはり命をかけて

学び、命をかけて精進し、命をかけて迷える人達に伝えてゆくことを、

皆様とともにここにお誓いをしたいと思います。 

 

 ご清聴ありがとうございました。 
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【自分を生かすとは】1988-4月 

 

 調和とは「自分を生かし他を生かす」ことと、教えていただきまし

た。しかし、考えれば考えるほど「自分を生かす」ということが、非

常に難しいことであることが分かってきました。 

 では、「自分を信ずる」ということはどうであろうか、自分をどれ

だけ信じられるだろうか。もっと難しくなるが、自分は何のためにい

まの環境、つまり、国、地域、仕事、家庭を選んだのだろうか。家庭

についてもどんな都合で、いまの両親、配偶者、兄弟姉妹、子供をお

願いしてきたのであろうか。ざーっとこんなことを考えて見るだけで

も、分からないことばかりです。 

 自分というこの人間を、これまでの人生を通して眺めて見て、素晴

らしいなあと思ったこともあるし、また、いやだなあと思ったことも

沢山ありました。いま果たしてどちらのほうが多い人間なのだろうか

と、静かに整理してみてはどうでしょうか。こうして考えてみればみ

るほど、自分のことほど分からないものはない。分かっているようで

全然分かっていないのが、この自分ではないだろうか、と思うのです。 

 他人のこととなると、分かったような顔をして何でも言うくせに、

自分のこととなると、からっきし分かっていないのが人間ではないで

しょうか。 

 さて、自分を生かすとは、まず第一に常識豊かな人間になる。常識

は小さいときからの両親との対話のなかから身につけるものでありま

す。礼儀、感謝にしても、同じように親から学びとるものであります。

もし、親子の対話がなければ、常識や礼儀、感謝もない人間に育って

ゆきます。両親の経験したことや学んだことを聞いて、それぞれ自分

なりに取捨選択して身につけ、それを基礎にして豊かに育ててゆくも

のです。夫婦の対話、親子の対話のない人、また言葉が思う通りに出

にくい人は、小さいときからの親子の対話がなかったことが原因して

いるケースが非常に多いようであります。人間として最低身につけて

おかなければならないこれらのことを、先ず身につけることが大切な

ことであります。 

 そしてお陰様で、ということが心に染み入るようになったら、今度

は報恩の行為を心掛けることが大切であります。人様にお世話様にな

ったら、当然のことそのご恩返しを考えるのが、普通の人間でありま

す。高橋信次先生のご著書を拝読しても、カセットでご講演を拝聴し

ても「常に報恩感謝の行為がない人ほど自己本位で心の貧しい人間と
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なってゆきます。報恩感謝の行為が深ければ深い人ほど心が大きく豊

かとなって幸せになってゆきます」と教えておられます。 

 正法に生きる人であれば、人間は自分一人では絶対に生きれないこ

とが分かっていますから、本当に神様をはじめとして、回りの多くの

人々や万象万物によって生かして頂いていることが、いやというほど

分かりますから、いつもいつも人様のお役にたつことを考える筈です。

自分中心のことを考えないで他人の為になることをするように務めね

ばならないわけです。如何に人のために尽くすか、しかも無所得で如

何に奉仕するかが、この世へ出させていただいた最も大きな仕事では

ないかと思います。 

 こうして考えてきますと、自分を生かすということは、即ち自分を

大切にして生きる、ということになります。大切に生きるといいます

と、自分がこれまで何億年も転生してきたなかで、法を学び実践して

きた知恵を総て湧現して生きることだと思います。今生の法の学習も

また己の命を捧げてのものでなければなりません。 

 私たち人間は誰もが、あの太陽の熱や光にみるように、神様から尽

きることのない心的エネルギーを平等に頂いております。そして只今

こうしてこのように生かして頂いているのであります。しかも、あの

世で神様にお願いした通りの環境にいま生活させて頂いているのであ

ります。神様とお約束したことからどんなに外れていても、神様はそ

のお約束したときの心を、いまも信じきって約束通りにこうして生か

して下さっているのであります。誠に有り難い極みだと思います。ま

たそれだけにこの世へ出させて頂いたという責任の重大なことに改め

て身の引き締まる思いがするのであります。 

 自分を大切に生きるということは、別な言い方をしますと、自分を

他人に供養することとも言えると思います。そうしますと、自分を大

切に生きないと、自分だけではすまされない他人をも間違った方向へ

連れてゆくこととなります。 

 いまこの世に生きている最大の目的は、しっかりと法を学ぶことだ

と思います。私たち選ばれた神の子は、かつてアガシャーのときも、

モーゼのときも、ゴーダマ・ブッダのときも、イエス・キリストのと

きもいつもいつも大天使のもとで精進してきた魂だと思うのです。そ

して今生は特に、主であらせられる高橋信次先生のもとでこのように

学習できますことは、全くの偶然ではなくかつての縁生の心の友がい

ままたこの地を縁として相集まっているのだと思います。 

 日々の生活のなかで少しずつでも神理を生かした生活が出来るよう
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になれば、その出来るようになった分だけ自分を信じられるようにな

れた筈です。それは法によって自分を変えてゆく精進努力を積み上げ

た分だけ自信となって頂けるのです。自信は一日で頂けるものではな

く、黙々とした一秒一秒の不断の努力によってのみ頂けるものであり

ます。そしてその自信はいつこの世を去ろうとも永遠に心の中に持ち

続けてゆけるものであります。永遠の宝であります。どれだけの宝を

この世にいる間に、自分の心に貯えられるかが今生の課題だと思うの

です。 

 自分を大切にして生きることが出来るようになれば、それに相応し

た分だけ他人も大切にして差し上げられることになります。いままで

他人の欠点ばかり目についたのが、いつとはなしに他人の良いところ

が見えてくるようになります。自分を暖かく見れるようになれば、他

人にたいしても暖かく接することが出来るようになることは必定であ

ります。このように総てに自分の心が重大な役割を果たしていること

がお分かりになられたことと思います。何とぞ自分のお心を大切に大

切に優しくいたわってあげて下さい。暖かく慰め励ましてあげて下さ

い。 

 私たちの魂は永遠であります。その転生の課程において主といわれ

る大大光の天使の説かれた法に直接お会い出来るということは、筆舌

に尽くし難い偉大な宝を頂けるわけであります。二度と巡り来ないこ

の好機を大切に大切にして生きようではありませんか。魂の兄弟に対

して、肉体先祖に対して、その地の一人でも多くの人々に対して、こ

の法悦を叫んでゆこうではありませんか。 

 神と主に対して この溢れる法悦を捧げます。 
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【報恩感謝】1988-5月 

 

 あるグループの勉強会で、ある方が感謝について参加者に意見を求

められたが、なかなか結論が出なかったという話を聞きました。 

 私はその方に、あらためて感謝と報恩の行為についてお話をさせて

いただきました。しかし電話でお話しをしていた故か、いまひとつそ

の方の心に感謝ということがおちない風でしたがそのまま電話を切り

ました。 

 それからの私は、このことをどんな風に話をしてあげたら心におと

していただけるだろうかと考え続けました。参加された皆さんにお会

いする日はまだまだ先なので、とりあえず電話のこの方からお話をさ

せていただこうと思い、改めて報恩感謝について整理をしてみました。 

 私は、いまから十三年前の正法に触れた頃、初めて自分は感謝のな

い人間だなあと思いました。ましてや報恩の行いなど少しもわからな

い人間でありました。 

 未熟ながらも正しく法を実践する根本は「報恩感謝」の実践にある

と思いましたので、先ず何事にも感謝をしようと思ったのですが、と

てもとても感謝の出来ない、感謝がわかない人間であることが、だん

だんとわかってきたのです。 

 では、どうしたらよいのだろうかと考えてみました。何が何だか「法」

も「神」もわからないうえに、感謝ぐらいと思っていた、その感謝も

わからないということがわかってきたため、次第に自信喪失症のよう

になってゆきました。いつも何事にも、自分が、自分は、自分こそと

いった天狗のようであった自分が、ときがたつにつれて、何もわから

ない、何も出来ていない、何とみにくい、何ときたならしい、何と愚

かな、何とおぞましい自分ではないかと少しずつ気が付いてきたので

した。 

 よし！ここらでこれまで身に付けてキンキラキンにしていた、見栄

や意地っ張り、威張りくさり、思いあがり、等等等を、ぜーんぶ捨て

よー。と決意しました。いやないやな、自分すらも眼をそらしたくな

るような思いと行いを全部ぬぐい取って、生まれたての嬰り子のよう

な、清らかな自分にもう一度戻りたいと真剣に思いました。 

 しかし、いくら考えても考えても、それはそれは大変なことである

ことが、何とはなしにわかってきました。五十年もたってしまい、あ

といくばくも残っていないという今頃になって、何をトボケタことを

考えているのか。百年たっても清らかになりっこないという叫び声も



216 

 

一方で聞こえてくるのです。 

 当時の私は正法に触れたというよりも、偉大な聖者にお会いできた

悦びにつつまれていましたので、心の偽我のアングラ放送にはとらわ

れないで、真一文字に進んでいったのでした。 

 その結果、感謝することがわからないんだから、感謝されるような

ことをやってみようと考えつきました。感謝されるようなことをやれ

ば、人様からは悦んでもらえるし、また、自分も嬉しくなるに違いな

いと思いました。 

 これまでの五十年間の人生では、「世話好きやなー」と言われるほ

ど個人的な頼まれごとは随分とお世話をさせていただいてきましたが、

こと公のこととなると、町の町会のお世話とか、ロータリークラブや

校下の連合町会のお世話ぐらいのものしか経験していませんでした。

しかも、心の正しい法則を知ったうえでのお世話は、全くした経験が

ありませんでした。 

 そこで、先ず一番人のいやがることからやろうと思い、最初に自分

の立場を二つの会社の社長係ということに置き替えることにいたしま

した。 

 係ですから他の人と何ら変わるところはないわけですから、人より

も会社へ早く行って、ふき掃除や、便所の掃除を始めました。 

 これまで町のお世話役をさせていただいていた関係で、町の公共施

設（神社の建物や境内、社務所兼町の集会場、町内の道路等）の清掃、

除雪等は長年の間、独りでやってきていたので、これはそのまま継続

して実行してゆきました。その外、日曜祭日にはムタムタになってい

る乙丸陸橋下のゴミ集積場の掃除、約二百米四車線の乙丸陸橋の清掃

（その頃は公で清掃していなかった）を始めました。 

 作業衣を着て、汚い登山帽をかぶり、首に汗ふき用の手ぬぐいをま

き、長靴ばきといった珍妙無類のスタイルで、殆ど早朝から午前中い

っぱいは黙々とやりました。それもこれも初めのうちは、人は何か思

わんかなあ、人に笑われんやろかといった思いがありましたが、年月

が経つにつれ次第に楽しくなってゆきました。 

 板の間とか、便器とかに自分の顔が映えるようになり、その映った

顔が生き生きと美しくみえてくるようになってゆきました。ほうきや

ぞうきんの使い方もうまくなり、要領も上手になってゆきました。そ

れと共に自分の心にじわじわと充実感が満ちてゆき、心が明るく生き

生きとしてゆくように、思えるようになりました。 

 嬉しいなあーー。有り難いなあーー。ポタポタと落ちる汗が益々勇
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気づけているような感じでした。 

 元気で病気一つ、けが一つしないでこうしてこのように、自分がし

たいと思うことが出来るという幸せが、しみ渡るように、心に拡がっ

てゆくのでした。時々大空を見あげて神に感謝をしながら、こうした

ことをさせていただける悦びと、そこを感謝しながら大切に使用させ

ていただける悦びがみなぎり満ちあふれるようになりました。心から

の悦び、実感として心の悦び、真の自分の悦びいっぱいを知り、涙が

流れました。 

 人生五十年、初めて知る心の悦びでした。人間、神の子は心に悦び

があふれれば誰でもが神に対して、人様に対して感謝をせずにおられ

ないんだ。そして、何かをさせていただきたい。何か自分が出来るこ

とをして差し上げたい。このいっぱいの悦びを何処かに、誰かに差し

上げたいという思いがあふれることが、神の子の本性なんだ。という

ことが次第に心の中で理解されてゆきました。 

 実践とは、頭でいくら考えても考えてもわからない、理屈をいくら

こね回してもわかりっこないものだということがわかったのでした。 

 こりやーやるしかないんだ。実行することによって、その行いと思

いが神のみ心に調和されたときに心が大きく育ってゆく、心が拓いて

ゆき、自分の心からのものが出してゆける、心からのことが思い行っ

てゆけるんだということが、心の中に独りでわかってゆくのです。 

 それは、アイスクリームが舌の上でとろけるように溶けてゆくよう

なものです。心からのことということが自然に判断がつき、自分のい

まの思い、行いがバランスがとれているか。ということも何とはなし

に、自然と心で判定が出来るようになってきました。 

 先生のみ教えに、感謝は報恩という行為によって循環してゆくのだ

ということが初めて心で理解されました。 

 心が自分の魂の次元だけ広く豊かに拡がってゆき、その分だけ安ら

いでゆくのです。 

 したがって、心に悦びがなければ当然のこと、心からの感謝が出来

るはずはありません。心からの報恩の行為も同様に出来ません。 

 悦びや報恩感謝は他人に聞いて教えてもらってわかるものではなく、

自分が心に、自力でつくり蓄えてゆくものだと思います。 

 神の子は、神から、生きてゆくための心的エネルギーを始めとして、

太陽の熱や光、水、空気、重力、磁気、電気、肉体エネルギー等の慈

悲を、夜も昼も、無限にいただき続けています。この大きな計らいに

よって、こうして一秒一秒生かしていただいていることに対して心か



218 

 

らの感謝をささげ、報恩の行為をしてゆくことが人間として当然の道

であります。 

 しかし、そのことも心にその悦びがなければ、感謝も報恩の行いも

出来ない訳です。ましてや家族を始め隣人に対しても出来るはずがあ

りません。 

 思いやり、許しあい、助けあい、生かしあい、補いあいという愛も、

悦び、感謝、報恩という思いが根となって芽生え育ってゆくものでは

ないかと思うのです。 

 心の大きさ、豊かさ、品位等はこうしたことの実践度によって位置

づけられ、しかも、神のみ心に一歩一歩近づいてゆけるものではない

かと思うのです。 

 悦びが芽生える豊かな心づくりこそ、自分を大切に生きる始まりで

はないかと思います。 

 もし、心に悦びが少しもなかったならば、せめて、有り難いなー。

有り難うございます。嬉しいー。おいしい。幸せでーす。と大きな声

で何回でも、何十回でも、何百回でも、心に悦びがよみがえるまで心

から叫んでみて下さい。水の出ないポンプに迎え水を入れるようにそ

の心の叫びに耳を傾けてゆく内に、かたくなな心がだんだんとほぐれ

てやわらかな素直な心になってゆきます。 

 心は次第に暖かく息づいてきます。そして心に少しずつ有り難いな

ー。有り難うございます。有り難うございますゥー。幸せでーす。幸

せだなー。という悦びが少しずつ満ちてゆきます。 

 報恩感謝こそ、人間として最も大切な基本だと思います。正法への

道は、ここから開けてくるのではないかと思います。 

 私の未熟な体験でいただいたことですが、少しでもお役に立てば幸

せに思います。 

 

 神と主に対して、今年もよみがえりつつある春を迎えることができ

ましたことを、そして、お導きくださった多くの友に支えられて、い

ま、日々修行できますことを感謝いたします。 
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【高橋信次先生のお導きをいただいて】1988-06月 

 

 主 高橋信次先生にお導き頂きましたことは、書き表わせないくら

い沢山ございます。 

 『人を頼りとせず法を頼りとせよ』『明日はない。いまという時が

あるのみ』というお導きが、いまの私の心を占めています。 

 私は、今日一日生きるために、かつて先生が私の心に蒔いて下さっ

た一粒一粒の法の種を拾い集めております。一粒一粒の法の種を草の

葉の陰に見付けたとき、心は嬉しく有り難いのです。日暮れまでには、

この容器に一杯はどうしても拾い集めねばならないとは思わないので

す。神様がこの私にお与え下さるだけでいいのです。それで充分なの

です。 

 私の永年の未熟で愚かな心を、神様は一番御存じなのですから。私

の心の器以上のものは無駄になるからお与えにはなられないのでしょ

う。私は、一粒一粒の法の種を拾いながら生きて、どうにか十三年と

いう月日が流れました。この世の「もの」にとらわれ、流され、ある

ときは悲しい、寂しい、恥ずかしい、死にたいと心で思い悩みました。 

 このとき、主が「貧しいという中で、豊かさを悟るんだよ。豊かさ

の中では貧しい苦悩を体験することは出来ない。しかし、貧しいから

といって、心まで貧しくしてはならない」と、お導き下さいました。

そうだ私は永年の間心まで貧しくして、見栄や外聞で身も心もズタズ

タにしていたことに気付かせて頂きました。そうしたことが分かった

ときに、拾い上げる一粒一粒の法の種に主の偉大なみ心を発見いたし

ました。 

 かつて、少年時代に父と母の三人で秋の取り入れをしていたときの

ことを思い出しました。夕暮れの薄暗い田圃の一株一株を歩き回って

落ち穂を拾い集めていました。「何でこんな落ちこぼれたものを拾わ

なきゃならんのだろうか、大層して拾い集めたところで何ほどにもな

らんのに」と、心でぐちりながらいやいや作業をしていたときの自分

を発見いたしました。 

 しかし、父も母も私の怠惰な心を知っていたので、一粒の籾も一房

の落ち穂も神仏がお与え下さっているのだ、大切に大切にしなければ

いけない、と、教えて下さっていたのでした。あの時から五十年たっ

て、いま始めてこの一粒の落ち穂拾いが如何に重大かということを分

からせていただいたように思います。 

 親の心も分からず、ましてや神仏のみ心も分かる筈もなく、自分の



220 

 

怠惰な心に甘えてきた自分でした。その心は、明日があるんだ。明日

やろう。明日になっても遅くはない。という気休めの誘惑があったの

です。そんな心が心の総てを占めているのでした。心優先、心の価値

観の中に生きようとしても、仕事優先、利益優先になってしまってい

る自分でした。どうしても仕事がなければ、お金がなければどうにも

ならんじゃないか、という結論というか結果にとらわれてしまうので

した。 

 正しく生きる心優先の努力を積み上げることによって、お金ではな

く、生きてゆく創意工夫という英知が心から湧現され生きてゆけるの

です。お金とか、もの中心のときと違って心に波風がたたず隠やかに

平安に生きてゆけるのです。しかも、心深く感謝の生活をさせていた

だけるのです。心が心配で暗くならないのです。明るくさわやかなの

です。自分がベストを尽くせば後は天なる父に総てを託し委ねればよ

いのです。これで果たしてよいのだろうかと思うくらい平安に生きる

環境が頂けるのです。 

 主にお目にかからせて頂かなければ、きっと厳しい地獄行きの特急

券をしっかりと握っていたのにちがいないのです。 

 主がお導き下さった一言一言のお言葉や、お書き残されている一字

一字は私達神の子にとって何千年、何億万年生き抜いても、頂くこと

の出来ない貴い聖なるお言葉であります。この大きな愛を、この地上

に生きている間に、実践というこの世だけの修行の機会を通して、自

分の心に蓄積してゆかないと、すべて聞き流し忘れてしまいかねませ

ん。 

 自分の心にこの偉大な主の説かれた法を頂かないと、何のために今

生出させていただいたか意義がないといわねばなりません。今の今も

救っていただいているその有り難い悦びを心に落として心からの悦び

とせねばならないとひたすら思う毎日です。 

 主は、無限の慈悲と愛を与え尽くされました。私はこのお与えいた

だいたものを心の底から一つ一つ頂き消化しているかといいますと、

只々観念的に受け止めている部分が多いように思えてなりません。で

すから、心からの悦びに欠けているのでしょう。心から込み上げてく

る悦びが少ないように思えてなりません。 

 明日はないのだ。今夜限りで明日はないのだ。只今があるだけだ。

と、いつも自分に言い聞かせて生きているつもりですが、その中でも、

どうしても怠惰な心が出て精進努力を怠ける心が頭をもたげるのです。

どうせ明日がないんだもん。と、いって………。 
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 心中心に生きる道は、明日がない、という中で精進することだと思

うのです。 

 

 明日がないという厳しい環境に生きる人は幸いである。そこを生き

抜くには神を信じ、一秒一秒命懸けであらゆる知恵を絞り創意工夫を

してゆくうちに、生きがいという悦びに心が満たされることであろう。

そして己の天分を余すことなく、この世に発揮することが出来よう。

明日がない生活にこそ、明日があり神と語り合えるときが与えられる。

明日のない生活こそ、いまを大切にし、過去を大切にして生きる道で

ある。この世の大方の人たちは、明日があると思って名誉、地位、財

産、お金、肉体といった無常な「もの」にしがみついて、苦悩の道を

辿っている。明日はないのだ。いまのいまという時しかない。 

 

 神と主に対して、いまという時をお与え頂いていることを感謝いた

します。そして法を叫ばして頂いている今日を感謝いたします。 
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【悦び】1988-7月 

 

 「道
みち

ひらく 加賀
か が

の都
みやこ

に 

灯
ともしび

が 

 心
こころ

の中
なか

に 光
ひかり

輝
かがや

く」 

 

朗朗とした 先生のお声が 心の中に 

しみとおっていった 

念願の金沢講演が終った翌日の昼食会 

の席であった 

何故か 私は一涙があふれ男泣きに泣いた 

先生に対してお礼の言葉を申しあげ 

ねばならないのに あせればあせるほど 

どうしようもなかった。 

本人と後の人とが一緒に泣いたためか 

もしれない。 

いまも心のなかにあの日が生きている。 
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【高橋信次先生に対する感謝と誓いの会を終えて】1988-8月 

 

先生がご昇天されて十三年の月日が流れてしまった。月日の流れは速

い。そしてこの流れとともに何時しか人の心もうつろいやすい。何時ま

でも法に帰依したときの感動のままに生きる人は少ない。感動の火が心

の中で消えてしまっては再び燃え上がることはなかなか難しい。感激と

感動の火を日毎に益々大きく燃焼させるすべは何か。それは新しい薪を

くべることである。怠けず切らすことなくせつせつと新しい薪をくべる

ことである。その不断の努力が日毎に大きな悦びの火となるのである。 

 今回の感謝と誓いの会は、昭和五十一年七月十日に東京の青山斎場で

催された感謝と決意の表明以来始めての感激、感動、感激、涙、涙の心

のつどいであった。東京、名古屋、大阪を始め高山、北陸三県の大勢の

心の友が一堂に会し、偉大なる主、高橋信次先生を偲びまた心で語りか

け感動のひとときを過ごしたことは、私たちがこの現象界から天上界に

持って帰れる大きな宝となったことは間違いない。あらゆる困難を乗り

越えて参加された九十数名の方々にさんさんと天上から神の光が降り

そそがれ、祝福されいやがうえにも心は震え言い知れない深遠なる深い

深い主の慈愛に包まれてゆくのを実感したのである。 

 この神の子たちのこれから先の人生はこの悦びの心から繰り広げら

れることであろう。如何なる苦難、困難に会おうとも、この日の心の震

え悦んだひとときを思い出したとき立ち上がって行けるのである。 

 誇り高き神の子たちよ。貴方方は多くの天使の期待を担い、また多く

の人の支えによって選ばれて参会できたのだ。支えてくれた人たちにた

いし、参会できなかった人たちにたいし、その悦びのすべてを供養して

行かねばならない。また一段と有り難く素晴らしい光の機会を与えられ

たのだ。 

 

 私たちは太陽のもとに兄弟なのです 

 

 自らに目覚めなさい 

 

 自らの心を拓きなさい 

 

 小さな自分を捨てなさい 

 

 偉大なる神の光に目覚めなさい 
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 それは愛です 

 

 それ以外にないということです 

 

 主のお声とお姿にふれたとき、心の中で何かを叫び何事かを決意した

であろう。誰もが、すべての人があのとき心の奥底で固く固く心に誓い

を建てた筈である。そのことをこれからの人生において素直に勇気をも

って実践してゆくことが私たち選ばれた神の子の歩むべき道であろう。

手に手を携え兄弟以上の兄弟として、ともにこの短い生涯を自らが持て

る愛を惜しみなく限り無く求めることなく与え続けて生きようではな

いか。 

 いつもいつも愛の心を忘れないで、内なる心と語らいながら己を生か

し他を生かす新しい薪を投げ込んで、この感動と悦びとを命ある限り

益々大きく燃やし続けて行こうではないか。 

 

 神と主にこの悦びを捧げます 
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【法を学んで日々思うこと】1988-9月 

 

 この頃、ペンを握っているときや、園芸をしているとき、ふと思うこ

とはこの両手がなかったら何も出来ないのに有り難いなあと、しみじみ

自分の節くれだった両手を眺めて感謝するときがあります。この両手が

なかったらあれもしたいこれもしたいと思っても何一つ出来ないんだ

………と思うと、こんなことを考えないときは当たり前、そんなこと当

然と思っていたことがどんなに恐ろしいことかと思います。 

 大切なのは両手ばかりではありません。二つの目がなかったらこれこ

そ何も出来ません。一歩も動くことも出来ません。また、両足がなかっ

たらこれも大変なことです。口がきけなかったら、何一つ自分の意思を

他に伝えることが出来ません。例え口が動いても、声が出なければしゃ

べることは出来ません。耳も二つ揃っていても、聞こえなかったら、非

常に困ります。先ず喋ることに自信がなくなってゆくだろうと思います。

聞くことによって喋ることが出来るからです。鼻も大変重要な役割を果

たしています。臭いがかげなかったら深くものを理解することが出来ま

せん。その他肉体のどれを一つとって見ても不必要なものはありません。

神は私たち神の子に対して、何一つ不自由することのないようにと考え

られて生きてゆく上に必要なものは総てお与え下さっています。 

 しかしながら、神が総てお与え下さっているにもかかわらず、その内

の何処かの機能がうまく作動してない場合が非常に多く見受けられま

す。神のご意志と違ってしまっているということは、そこに何らかの原

因がなければならないはずであります。この世における自分の修行の都

合のための場合もあるかもしれません。 

 私の短い修行の過程で申すことは非常に危険なことかもしれません

が、一つの参考として知っていただければ幸いと思います。 

 その多くは親との関係に原因があるように思われます。お母さんのお

腹に宿ったときからその影響が始まります。それは、そのときからお父

さんとお母さんの一秒刻みの思いと行いが総てその子供に影響してい

るということであります。また、生まれてから三歳までの親の愛情と親

子の対話が非常に重大な原因をしてきます。 

 今日現代医学を通してや、またはいろいろな体験を通して、または知

識的に、想像的にその原因や、治療について、また育児についての意見

が発表されておりますが、狭い体験や、小さな人間の知識の世界で議論

することはなかなか難しいことだと思います。それは何故かといいます

と、その世界は神のはんちゅうにあるからであります。神のみ心を知ら
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ないでその世界に入ることは許されないことであります。そして考えた

ときに、このようなことは勿論、人間神の子の運命や生命に関したこと

は総て神のみ心を学び、しかも、神からその使命をいただいた方でなけ

ればその指導が出来ないということであります。 

 指導的な役割をもった魂であってもその人自身、神のみ心を知ること

がなければその使命を果たすことは出来ません。また、その使命をもっ

た人で神のみ心を学ぶことが出来たとしても、法を中心とした精進努力

がない、つまり法＝神のみ心に沿った生活実践がなければその魂を通し

ての実在界からの協力はありません。いくら正法を口で叫んでいても、

その実践がないと人に対して指導することが出来ません。言い換えます

と、その役割を頂いている魂であろうとも、自分が自覚しあらゆる困難

と苦悩にぶつかりそれを乗り越える精進努力がない限り、その心的使命

に目覚めることは不可能であります。自分が自覚し自分を大切に生き得

た分だけしか、人を大切に生かすことは出来ないのであります。 

 その実践が法に適った正しいものであるかどうかは総て自分の心が

判定するのです。その一つの結果の姿としてその人の魂から出る後光

（オーラ）があります。その後光だけでもその人の心の遍歴や状態が簡

単に証明されるのであります。 

 この地上界での私たちの生活は何一つ分かることのない暗中模索の

毎日であります。自分自身に頼ることだけが総てであります。ですから

直ぐ脱線してしまいます。どうしてよいやらわからないために、悩み苦

しみます。そのときが自分自身、本当の自分との出会いが始まります。

自分の善なる心との対話を始め深めてゆき、やがて法に辿り着いたとき

人は救われ真実の自分を知ることが出来るのであります。 

 初めの肉体の機能の不調和なことにもどりますが、肉体は小宇宙だと

先生は教えておられますが、神がお作り下さったものですから、神のみ

心に沿うように一生懸命に法を学び生活に生かし感謝と愛の実践をし

ていったときに、必ずや神がお与えたもうた姿に帰していただくことが

出来るのであります。 

 如何なる難病であろうとも、父なる神のみ心を学び生かしてゆけば必

ずやこの地上での修行の機会をもう一度与えていただけるのでありま

す。それには感謝の心と素直な心とが大切であると先生はお教え下さっ

ています。どんなことでも心から有り難いと感謝して頂ける心こそ自分

を救い生かして行けるのであります。小さな小さな自分の能力なり判断

力で何が分かるというのでしょうか。清らかな美しい素直な心は、感謝

と共にあり善なる心が神のみ心へと導いて頂けるのであります。 
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 いまどんなに名誉、地位、財産、お金があろうとも決してそこには真

の幸福はありません。この世の中は、お金がある人は幸せだ、お金を儲

けることのうまい人ほど立派だとしているし、また、学校では勉強が上

手な人ほど素晴らしいと言っております。果たして、お金のない人やお

金を儲けることの下手な人、勉強の出来の悪い子は駄目な人間なのでし

ょうか。これらの人たちも神の子として、総て太陽の熱、光を平等に頂

いているのであります。それにもかかわらず人間が勝手に作った偏った

物差しで神の子を推し量ったとしたら、どんなになることでしょうか。 

 お金がなくとも勉強ができなくとも駄目なことはありません。人それ

ぞれの使命のもとにいま在るということであります。自分が何者で何を

なしに来ているのかも分からないくせに他人のことなど分かる筈もあ

りません。「他を語ることなかれ、他は己の姿である。己を語れ、正直

に己を語ることによって己の心は開かれん」、正にこの通りだと思いま

す。 

 神のみ心をいくら自分の頭で考えようとしても分かる筈がありませ

ん。無駄なことであります。いままでやってきた頭で考えるという癖を

止めましょう。いつも心を開いて聞くようにし、心にあることをそのま

ま語るように、また心で判断するように努力をしてゆくことが大切であ

ります。 

 私たちの善なる心はいつも何かを決意しております。その決意を自分

の心に素直に実践してゆくことが出来るかどうかによってその人の幸

せや苦しみがあるのではないかと思います。 

 その決意を実践するためにはあらゆる障害を乗り越え創意工夫をし

て努力をしたときに心が満たされます。幸せといいます。しかし、その

実践する勇気のない人は何時までたっても同じところをぐるぐる回っ

ており、その心はどんどん苦しみ悩み、やがては精神的に肉体的に病ん

でゆきます。重い心の足を勇気を出して一歩前へ出しましょう。そうす

れば案ずるよりも安しといいますか、次の足も自然に前へと出てくるの

です。 

 自分に素直になりましょう。そうしてゆく中で心は晴れ晴れとして明

るくなり、身も心も健全となってゆくのです。心をいやし肉体をいやし

てゆくことによって更に心は豊かに明るく暖かく高まってゆくことで

ありましょう。 

 いま貴方の周辺に困難と苦悩が渦巻いていようとも不幸ではないの

です。いまやっと貴方が神のみもとに救われるチャンスを頂いているの

です。その苦難こそ貴方を救ってくれる神の慈悲なのであります。 
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 いますぐ高橋信次先生の『心の発見』をお読み下さい。『人間釈迦』

を読んで下さい。そこに貴方の救われる道が説かれてあります。今生だ

けでなく永遠に神のみもとに救われてゆけるのです。この地上での生活

は今日限りで明日はないかも知れません。そういった中で私たちはいま

テストを受けながら生かされているのであります。一秒一秒が二度と帰

り来ない真剣に生きなければならない時であります。己を生かし他を生

かす『愛』一杯の心で今日も生きましょう。感謝と喜び一杯の心で生き

ましょう。誇り高く勇気をもって生きましょう。一人でも多くの人にこ

の喜びを捧げましょう。そして神と主に対して限り無い慈悲を頂いてい

ることを感謝いたしましょう。 

 

 神と高橋信次先生に対してこの溢れる法悦を捧げます。 
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【慈悲 主のご生誕の日を偲んで】1988-10月 

 

 私は、かつて高橋信次先生の御霊前において、この地に生きる限り、

北陸を中心として、暗かった日本海沿岸に、法灯を高々とかかげ益々明

るく灯してゆくことを、北陸の人々を代表してお誓い申しあげました。 

 もちろん、これは私ごとき者の一人で果せることでは決してありませ

ん。縁によって相集った多くの心ある方々と手に手をたづさえ、ともに

協力し合ってこそ、その目的を果せるものと思います。お陰様で今日ま

で日を追うて偉大な法のもとへ実在界の計画通りに多数の方が集って

こられました。お世話をさせていただく者として、その悦びは申すまで

もありませんが、同時にその責任の重大なことをひしひしと痛感いたし

ている次第でございます。 

 私は皆様が見られた通りの迷い多き悩み多い一介の修業者にしか過

ぎません。人を導くとか救うといったようなおおそれたことは、何一つ

出来ない未熟な者です。ただ神からお与えいただいた一人一人の神の子

との出会いによって、自分の持てる愛を差しあげているだけなのです。

そしていつもいつも己の精進の足りなさ、不徳を歎き、次の一歩前進を

目指して精進努力をさせていただいているのでございます。 

 一人一人の神の子との不可思議な出会いによって、自分自身がこれま

で気付かなかった己のみにくい多くの欠点を発見させていただき、初め

てそのみにくさと対面し修正する機会をいただいているのでございま

す。私こそが集ってこられる多くの方々によって、より生かされている

のでございまして、誠にありがたい極みと常に神に対し主に対し、更に

法友の方々に対して日夜心から感謝申しあげているものでございます。 

 主は、私に対し北陸のすべての人にお目にかからせていただいて、感

情、本能の面で大きくひずませた心を一日も早く丸く豊かに修正せよ、

ということで毎月各地の学習会の場をお与えくださっているのです。そ

れだけに何方よりも一番多く学習しなければならないのです。お陰様で

健康に恵まれ日々精進の機会をいただいていることを心からありがた

く感謝いたしております。 

 私も当初は法の何たるかもわからなかった者でございますが、十三年

余を経た今日ではいくらか法のことも理解出来るようになれましたの

も、一重に法友の皆様によって今日をいただいたのであります。生来、

怠惰な私は自分で精進努力したものといったものは、何一つありません。

ただお与えいただいた人とのご縁だけを大切に大切にして生きてきた

つもりでございます。 
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 人との出会いは、どんな方であろうとも老若を問わず主がこの未熟者

の狭くしぼんだ心を開くためにお与え下さっている慈悲なのでござい

ます。私は心の中で押し頂いてその方にお目にかからせていただいてい

るつもりですが、未熟な私は、その方の思いや行いについついとらわれ

てしまい、感情的になることが多々ありました。何回も何回もその機縁

を卒業するまで間断なくその機会をお与えいただきました。 

 初めのうちは仲々神が信じられない自分でした。その証拠に神を思う

ことが仲々出来ませんでした。神よりも今の現実の経営上の苦悩に心が

とらわれ、どうしてもその処理に追われ頭脳的ないわゆる形の面の解決

へと走るのでした。心で今の現実の苦悩を眺めて見る、その心の中での

原因は何だろうかといった見方はとてもとても出来ない自分でした。ど

うしても次々と波が押し寄せてくるように襲ってくる課題にとらわれ

てしまい、前後見境いも無い位、気も動転してその緊急処置に精一杯で

した。 

 この感情的な世界から脱け出さなければと思いながらも、つい二倍に

も三倍にも増大したものに自分の心が造ってしまい、苦しみを更に増幅

しておりました。一方の心の中では、神を信ずる教えにふれながら、し

かも北陸のお世話人でありながら、どうしてこんなに悲惨なのだろうか。

神も仏も無いのだろうか。いま自分がたどっている道が間違っているの

では等々、今置かれている自分の厳しい環境をぐちり、一歩でも逃げた

い逃げたいと思うようになりました。そうしたらなおさら益々厳しさが

うんと増大してくるのです。こちらの心の中を見透かしているかのよう

にです。 

 絶対絶命、もう死にたいなあ、いやいや死んだらもっと厳しいと教え

ておられるから───死ぬに死ねず生きるに生きれずとはこんな心の

状態なんだなあ、自殺する人の心がわかるなあ、とお尻に火をつけられ

て初めて人間としての危機感がどうにか見え出してきました。そんなと

きには、寝るに寝れず、坐るには坐れず、といった自分で自分をどうす

ることも出来ない、思考力もゼロの状態なのでした。 

 そのうちに苦しまぎれに少しづつ今生自分がなしてきた悪業に思い

が向けられるようになり、こんなにも多くの人様を苦しめたのだからこ

れ位の苦しみに出会わねばならないのは当然なことだ、とあきらめにも

似た気持で自分の置かれているギリギリの今の環境を冷やかに眺める

ことが出来るようになりました。 

 神とその一人一人の方々に対して心の底からお詫びを申しあげ、その

うえで後はどうなろうと身から出たさびと開き直った心境になりまし
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た。 

 でも、まだまだこれが神と主の慈悲であるとはどうしても思えません

でした。ですから当然のこと、心からの感謝などあろう筈がありません

でした。今のこの環境を恨んでいるのですからどうして悦びが持てるで

しょうか。一日も早くこんな人生から逃避したいと念じている状態でし

た。 

 しかし、こんな愚昧な私でも心の底では何とかして安らぎへと救われ

たいと願っているのですから、いつのまにかこんな思い方をしていては

絶対に救われない。主は「神はすべてを与えておられる。生きてゆく上

で必要なものはすべて与えてあるというのに、まだこのうえ何を欲する

のか。その取り方がわかっていないのです」というお導きをくださって

います。私はこのお言葉を何百回も聞かしていただいているうちに、何

と自分は法を理解していなかったのだ、法とは、太陽、水、空気、宇宙、

地球に見るように絶対不変の立場を守り、しかも増えることも減ること

もないという中道に生きているのだということを初めて心の底から理

解させていただいたのでした。自分は何と何と愚かにも自分の思い、行

いを絶対とし、何でも自己中心というサイクルの中に生きていたことを

発見したのでした。 

 自己中心の心の習性を直すことは並大抵ではありません。永年培って

きた自己中心の考え方生き方を変えてゆくことは、そうは易々と簡単に

出来るものではありません。今迄の自己流の生き方の愛着から脱け出る

ことは己の腕一本、足一本を切るようなつらいものであることがしみじ

みとわかり勇気が仲々出せませんでした。しかし、そうしているうちに

も重大な事態が危機感が大きく大きくのしかかってくるのです。 

 すべてを呑みこむような大波がこれでもかこれでもかと押し寄せて

くるすさまじさは筆舌に尽しがたいものでありました。法にふれていな

かったならば、とっくの昔自分で自分を始末していただろうと思います。

全く生きた心地がありませんでした。それに加えて私の回りの関係者は

一部の人を除いて殆どの人が私の修業のことなど知る筈もありません

し、また知ったとしてもそういったことが修業であるなど到底わかる筈

もありません。宗教に対する考え方は、先祖から受け継いだものから一

歩も外へ出ていないのが大方の人たちですから───。 

 経済とはもうけることである。もうけることの下手な人は経営者とし

ても失格だとさえ考えている人たちばかりの世界ですから無理からぬ

ことです。ですから私の申しあげる正法はわかってくださっても、私の

経営の苦境を知るに至って、こりゃーおかしい。こんなものは正しい宗
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教ではないと遠ざかっていかれたケースも多々ありました。きっと、そ

の方々も私の苦境を通し今日の「もの」中心でなく「心」中心が正しい

ことを学んでいかれるために神からお与えいただいた、今生の私との出

会いではなかっただろうかと思うのです。それにはもっと早く私が法に

開眼し、き然として立派に生きておればそんなことはなかっただろうに

心中甲し訳ない気持で一杯でございます。 

 愚鈍な私も、何年も経ってやっと自分の置かれている環境が私の心を

磨いてくださっているのだ、私の愚かな心のあり方を神の心に気付かせ

るために種々手をかえ品をかえてご配慮してくださっているのが今の

環境であることが心からわからせていただけるようになってきました。

この愚昧な人間にはこのような方法でしか気付かないということだっ

たのだということが見えて来たように思います。 

 私がこのような計画をたて、神にお願いしてきたのであります。お願

いしてきた通り神が約束通り着実適切にその環境をお与えくださって

いるのです。 

 かつて私は苦悩に道が閉ざされ、行き詰まったときにはいつもイエス

様を思いました。偉大な光の大天使が何故、どうしてあのようなお姿を

私たちに見せられたのだろうか。と考えているうちにいつのまにか自分

の心は安らぎ勇気が溢れ出てくるのでした。 

 よし！やるぞ！もっと智識的に法を勉強しよう。人が五時間眠るのな

ら自分は二時間か三時間で良い。頑張ろうと勉強も次第に楽しくなって

きました。そして自分を正してゆくとその分直ぐ現実に結果となって現

われてくるのですから悦びにもつながってくることになりました。 

 こうして私の二つの会社はこの様にこの私をたたき直すためと神の

大慈悲に目覚めさせていただくために、神がお与えくださった修行場で

あったことがやっとわからせていただきました。 

 この二十年の間、何百回となく押し寄せた台風もいまから思えば小型

台風で、それだけにしょっちゅう吹き荒れていましたが、もうこの頃は

こちらも一寸やそっとでは動転しなくなったためか、間をおいての大型

台風に変ってきました。でも今日までたくさんの危機を迎えたにもかか

わらず、神と主の数知れない絶妙の奇蹟をいただき今日こうして生かし

ていただいておりますことを、改めて心から深く感謝申しあげたいと思

います。 

 この二十年間の慈悲によって神と主を身近に感じさせていただける、

この身を幸せに思います。 

 これからの人生は、これまで自分のいただいた試練を愛にかえて一人
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でも多くの人の足を洗わせていただきたいと念願いたしております。 

 

 主の大慈悲に心からの感謝を捧げます。 
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【慈悲 主のご生誕の日を偲んで】1988-11月 

 

 私は毎日毎夜いつも高橋信次先生からお教えいただき、経験した悦び

を全部書き残さなくてはならない、という思い一杯で過ごしております。 

 寸秒を刻む生活の中で、いつも神を思い、先生を思いながら過ごせる

ことをありがたく嬉しいと思います。 

 先生にお目にかからせていただいたのが、昭和五十年三月九日ですか

ら、もう十三年という才月が過ぎてしまいました。（義兄から縁生の舟

をいただき先生の偉大な人柄についてお聞きしたのが昭和四十八年で

した）私の心は日を追うて悦びに満たされるようになり、今日この頃は

偉大な我が師を慕う気持ちで一杯でございます。 

 この愚かな私を今日まで救っていただいた数知れない奇蹟のすべて

を、この世に生きている間に書き残してゆかねばならないという思いで

一杯でございます。 

 私が永年にわたっていただいた悦びを通して、神と主が私たちの身近

におられ見守ってくださっていることを、気づかせていただきました。 

 私たちは、国と先祖から受け継いだ生活環境の中で、いつのまにか心

に刻みこんでしまった信仰を何の不思議さも感じないで生活しており

ます。思想的に食い違いがあっても、こと宗教となると帰一することが

多いようであります。特殊な思想の中に生きている人の中には、神も仏

もないと信じている人もあるようですが、おおかたの人は、心のよりど

ころとなる宗教を持っております。 

 日本国憲法にも信仰の自由がうたわれております。 

 私もかつてはその一人でありました。先生からお導きいただいても、

どうしても神、唯一の神の存在が理解できませんでした。しかし、永年

にわたるきびしい経済環境のなかでの「救い」によって、身近に神仏が

おられることを心からわからせていただきました。これも私がいくら鐘

や太鼓をたたいて叫んでも、観念的には理解できても、多くはお－人お

一人の心で理解することは仲々むずかしいことだと思います。やはり、

その人その人なりの環境の中で経験し、一歩一歩より深く神を信ずる努

力によってのみ、心で理解していくものだと思います。 

 神を信ずるその深さは、人によって違いましょうし、今生だけでなく

これから先、永遠にわたって究めてゆくものであろうと思います。 

 私は愚かにもこの世に生をいただいてから六十三年間かかって、やっ

と唯一の神を思うことができるようになりました。それも自力ではなく

実在界からの他力によって信ずることができるようにならせていただ
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きました。未だ人生の道なかばにして、思いあがったことを言うようで

すが、自分の今日まで歩ませていただいた三十年余のきびしいと思って

きた環境こそ有難かった慈悲の一日一日であったと感謝いたす今日で

あります。 

 ものの形にとらわれてはならない。形は刻々に変化し無常であるが、

ものの中に永遠に消え去ることのない深遠なる人生の悦びが秘められ

てあるのだ、とお教えいただいていることが、少しずつわからせていた

だきました。形は肉の眼で見ているものです。肉の眼でいくら眼をこす

り眺め明け暮れても心の眼は拓かないと思います。神理を学び、それを

生活に生かし、その悦びを回りの人々に伝える、この光の循環を積み重

ねてゆくなかで、初めて自分の心でものの中にある、ものの真の姿を発

見しふれることができるものであります。それは正しい思念と行為の実

践によって心が拓かれ、大きく丸く豊かになっていくからではないでし

ょうか。 

 普通この世のものの入れ物はすべて外から与えられることによって

満ちるものですが、神の子、人の心は神と直接結ばれ、その中心の想念

に神からエネルギーをいただいております。そのエネルギーを大切に生

かし、悦びと感謝にみちみちた生き方をすることによって、心の内から

高まりふくらんでいくのです。 

 神から生きていくうえで必要な、太陽を始め、大宇宙、地球、水、空

気すべてをお与えいただいていることに対し、心を拓いてもっと悦びも

っと感謝しなければならないと思います。悦びと感謝によって初めて人

の心は正しく拓いてゆきます。そして、正しい思いと行いを実践してい

くのです。 

 正しいとは神の心にそったといいましょうか、神の心を心とした、神

の心を生きる規準にしたとき、如何なる苦難にしんぎんしている人でも、

すべて救われていくのです。そして、やがてはその苦難の道が悦びの道

に見え思えてくるようになるのです。その人はきびしい苦難の日々によ

って救われたのです。永遠に救われる門の前に到達することができたの

です。 

 貧乏であろうとも、いま経済的苦境の中にあえいでいようとも、神の

心を心として正しく生きる人の心は貧乏ではないのです。心は神に通じ

高貴な香りにみたされ、光につつまれているのです。 

 先生は、「いま経済的にきびしい環境にあろうとも、それは己の心を

豊かにするための学習に過ぎないのです。心まで貧しくしてはならない」

とお諭しになっておられます。 
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 人を見て、あの人は貧乏で苦しんでいると見るのは形から見た姿にし

か過ぎない。形だけで人を評価してはならない。その貧乏を通してその

人が如何に神を信じ、心豊かに生きているか、その貧しさに負けて心ま

でいやしくなりさがって生きているか、その生き様を学ぶために人は人

を見る。それも神によってその人を目の前に見るように計っていただい

ているのだ。神のお計らいによってあるとしたら、その人の生き様を通

じて、神の心にかなった部分は目標とし、愚かな処は自分の心にもない

か振りかえって見るために与えられているのです。 

 本来、神の子である私たちは、日々の人との出会いは、例え家族であ

ろうとも、あの太陽のように明るくにこやかに、やさしく無限の愛を差

しあげさせていただくためにあるのであります。回りの一人でも多くの

人に自分の心にこんこんと湧き出ている愛を差しあげることによって、

一人一人の人の心はいやされ明るく和みます。そして自分自身の心も

益々明るく豊かになっていきます。また、その人たちもその微笑みを

次々と配っていくことでしょう。 

 私は毎日会社の屋上にあがって太陽を仰ぎ無限の慈悲を心から感謝

することを日課としております。 

 どんな曇り空であっても、必ずその黒い雲を押しわけてサンサンとし

た偉大な輝きをお見せくださり、勇気づけてくださいます。 

 初めてこのような現象を拝見したのは、たしか昭和五十一年頃であっ

たように記憶しています。そのときは、風の強い曇り空の日でした。福

井市での講演会に出席するため、金沢市内の二、三人の人を乗せて北陸

自動車道を走っていました。ちょうど手取川の橋を渡った頃に、後に乗

っておられたある女性の方が、「神様は、こんなにひどい天候の中でも、

私たちが太陽を見たいとお願いしたら見せてくださいますかねー」と言

われたのです。 

 海から吹き付ける強い風で私の車は時折、す－つと山側に吹き寄せら

れそうになるのを気にしながら、私はハンドルをしっかりと握りしめ、

心の中では「こんな我々如き者の願いが聞き届けられる筈がない」と思

いつつも、口から出た言葉は、「神は必要なときには必ず必要なものを

お与えくださいます」でした。そして、その言葉と同時に黒雲をかきわ

けるようにして、にこやかに太陽がお姿を見せられたのでした。私たち

全員、びっくりしてしまい、絶句し、やがて涙があふれすべてがかすん

でしまいました。 

 それから今日まで数知れない程、このような言葉では言い尽くせない

お計らいをいただいております。 
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 太陽も私たちの身近にあるのであります。決して遠い存在ではありま

せん。私たちの心次第でほんとうに身近にお話をさせていただくことも

できるのでございます。 

 大自然のすべては、いつも私たちを勇気づけ、励まし、祝福してくだ

さっているのでございます。 

 神のときをもてる人の平安を祈ります。 

 神と主の大慈悲に対し 心からの悦びと 感謝を捧げます 
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【素直・勇気・智慧・自信】1988-12月 

 

 神仏は神理を学び、実行した人に、言い知れない深遠な悦びを無限に

与えてくださいます。 

 その悦びは、物を中心に生きている中では、経験することができない

のです。 

 人は、悦びをこの世の喜びと重ねて想像し、頭で知ろうとしますが、

分かる筈はありません。ですから、どうしてもこの世の甘美な喜びの誘

惑に負けてしまいます。 

 その循環の世界から脱け出すことを、勇気をもって精進努力しない限

り、未だかって経験したことのない世界に入ることはできません。 

 人は、その悦びの世界への入口を教えられても、仲々一歩入ろうとし

ません。その時は感激して言われた通りにしようと思うのですが、直ぐ

冷めてしまいます。エンジンが始動しても、直ぐエンストを起こしてし

まうようなものです。そのエンジンはそういうくせをもっているから、

いつもその繰り返しをしているのです。そのくせを直さない限り、いつ

までたっても正常な運転はできません。 

 そのくせを直す方法は、教えて貰ったときに直ぐ整理して実践する方

法を考えてみることです。直ちに、とりかかれることでしたら、何をお

いても実行することです。 

 「明日でもいいや」とか「もう少し時間をかけてからやろう」、「眠

い」「仕事が大切だ」といった思いが出てきて、それに引っ張られてし

まうと先程の感激の火が消えてしまいます。 

 また、直ぐさま明日のこと、明後日のことを考えてしまうくせが出る

と、やはり先刻の感激の火は、家へ帰りつくまでに消えてしまいます。 

 それでは、感激を持続するにはどうしたらいいか。それは家に帰りつ

くまでその感動したことだけを考え続けて行くことです。落語ではあり

ませんが、その人と別れたり、その人の家を出たとたんに、現実の世界

に引き戻ってしまって、仕事のこと、家事のこと、趣味のことに、思い

が転換してはどうにもならないのです。 

 人は自分の経験した思いとか行いを、直ぐ重ねて見たがりますが、人

の話しを聞きながらその作業をやっていますと、その間はせっかくのそ

の人の話が心に入らなくなります。人は同時に二つのことを考えたり、

思ったりすることはできないからです。いまは、聞くことだけに専念し

て、その人の話しをそっくりそのまま、家に持ち帰る努力をしてみたら

どうでしょうか。それには心をひらいて聞くように努力をしたらいいで
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しょう。心行を読みながら、他のことを考えることがあります。そのと

きの心をよく点検して見てください。必ず、眼だけで字を拾い、口を動

かし声を出しています。心がついていっていないことが発見されます。 

 眼で字を拾い声を出しながら、同時に心の眼をひらき、心の口を動か

し、心からの声を出していくと、他の思いが飛びこんでくるすきがなく

なります。それは自分の心に正直といいましょうか、心に素直な姿では

ないでしょうか。 

 自分がいまやろうと決意したことは、何が何でも、どんなことがあっ

ても実行して見る勇気が大切であります。 

 「真の勇者は、過去にとらわれず、未来を望まず、今に生きる者をい

う」と、先生はお導きくださっております。 

 苦しくとも逃げないで直ちに実行していくと、心の中からいろいろと、

こうもしたらいい、ああもしたらいい、と智慧が湧き出てきます。それ

も素直にいただいて実行していくと、はじめに頭で考えていたものより

も、もっとふくよかに厚味のあるものができあがっていきます。一つで

きあがるごとに、一回実行するごとに、悦びが積み重なり、心は大きく

豊かになっていきます。 

 自信とは、自分が精進努力し経験して、はじめてもつことができます。

その努力が一日であれば、一日分の自信ができあがります。一カ月の努

力があれば一カ月の自信となります。その自信が積み重なるごとに、

益々心は丸く大きく豊かとなり、悦びが満ち溢れてくるようになります。

その悦びに相応した感謝の念がよみがえってくることでしょう。 

 やがては、その悦びを回りの人に差しあげたい。人に奉仕したいとい

う愛念がよみがえってくることでしょう。 

 感謝の念も愛念も、人は誰しも心にもっているのです。只いままで満

ち溢れさせる方法を忘れていたからに過ぎないのです。 

 自分をいとおしみ大切に大切に生きる努力をすることは、即ち自分を

愛したことなのです。自分を愛していることなのです。自分をこよなく

愛せないで、どうして人を愛することができるでしょうか。 

 人は、生かしあい、扶けあい、ゆるしあい、補いあい、思いやりの愛

の心を大きく育むために、いまこの世へ出させていただいております。

その手段として仕事があり、家庭があり、地域社会があります。その人

のお心の大きさ、豊かさだけしか愛は差しあげることはできないのです。 

 神仏は、この地上にいる私たちに、素晴しい大自然という大慈悲を無

限に、平等にお与えくださっています。どんな環境にあろうとも、人は

皆、公平にそのお姿をそのお心を実感しています。言葉に現わせなくと
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も、心は知っています。 

 神仏は、既に私たちに対して、悦び、感謝、智慧、勇気、自信、愛を

無限に与えてくださっているのです。 

 私たちは、とかくこの世のものによる永年の習慣とか、安楽に流され

がちで、ついつい正しい生き方についてわからなくなってしまったので

はないでしょうか。 

 私たちに、正しい人間としての道を説いてくださるお方が、出られる

ときこそ誰もが皆この地上界に出たいのです。その多くの希望者の中か

ら私たちは、いまこの地球の中の小さな日本列島の、しかもその日本海

沿岸の中心である北陸という地を縁によって特に希望し、ぶどうの房の

ように心を同じくする者たちが出ているわけであります。 

 しかし、都合によって北陸から去っていかれた方もおられるでしょう

し、また、他の地から特に北陸を希望されて、来られた方もおられるこ

とでしょう。北陸に住んでおられながらも、この地を選んで出生させて

いただいたことを、すっかり忘れてしまっているのがおおかたの人たち

ではないかと思います。 

 

 この地に生まれさせていただいたことを、知りながらも、心はこの地

から離れて各地をほうろうしたり、遠くの人を求めている方もおられる

ようであります。 

 神仏は、この地を希望したときから、私たちが必要とするものを、す

べて用意し、お与えくださっているのでした。 

 祈願文に次のように教えてくださっていることを、改めて心読して見

てください。 

 「私達は、神との約束により天上界より両親を縁としてこの地上界に

生まれて来ました。慈悲と愛の心を持って、調和を目的とし、人びとと

たがいに手を取り合って、生きて行くことを誓い合いました。」 

 

 今年になってはじめて見たきれいな星空は、雲間に切れ切れの月の光

となり、いつのまにかあかね色に変り、雲と明けがたの光に調和された

大空を、何処へいくのか数羽の鳥が鳴きながら群れて飛んでゆく。 

 ああ！今日もまた素晴しい一日がいただけたのだ。 

 あの鳥のように、神仏のみ心のままに素直に大きく羽ばたいていこう。 

 明け方の大気の気配に、偉大なる神仏を思う。 

 見る者に刻々変りゆく姿を通し、祝福の光をお与えくださる。 

 天上の讃歌が流れてくる。 
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 神仏の大慈悲に心からの感謝を捧げます。 
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【1989 年分】 

【あたらしいときをただいて】1989-01 月 

 

 窓越しの東の山のいただきが次第に明るくなっていく。だんだんと空

が美しいあかね色に映えてゆく。いつもこんな光景を見ているのである

が、それはいつも違っている。毎朝、毎朝太陽が昇る前兆が違うのであ

る。先ず太陽が私の窓に向かって遠くからほほえまれる位置が違ってい

る。 

 春の頃、夏のとき、秋の場合、そしていま初冬のときと移動して出ら

れる。 

 もう大分外が明るくなってきた。すると待ちかまえていたのか一斉に

森の鳥たちが鳴き出した。 

 大自然に感謝しているのか、それとも仲間に呼びかけながら、嬉しい

悦びの声、感謝の叫びをあげているのだろうか。 

 この偉大な朝明けの一大シーンを見つめていると、人の心は洗われる。

そして心の底から「ありがとうございます」という感謝の心がほとばし

り出てくるのである。 

 どんな人もこの大気のたたずまいというか大自然の荘厳にして偉大

な移り変わりを見たとき心が打たれるであろう。 

 大空をうすくかろやかな白雲が静かに静かに、目に見えるか見えない

かのような速度で東の方へ流れていく。 

 大自然はかたときも休まず動いている、生きているんだなあと思う。 

 窓越しに枝をひろげている木も、いつのまにかわずかな葉だけを残し、

枯れ枯れの姿となってしまった。そのため特に太陽が昇られる姿がはっ

きりと眺められるのであろうか。 

 いよいよ一段と輝きが強くなり、目もくらむような光ぼうを放ちなが

ら太陽がさんぜんとして山の上に姿を見せてこられた。 

 万生万物はじっとこの光を待っていたのだ。 

 万生万物の心に大きく深い深い悦びを与えながら、いま静かにしかも

堂々と姿をお見せくださっている。 

 この朝の一瞬の荘厳にして偉大な人智を越えた儀式を拝見している

と、己の小さい心が恥じられ、同時に太陽のように堂々としかも、あた

たかく、やさしく、明るく、すべてを包みこんでいく心をつくらねばな

らないと思うのである。 

 

 神を思い、主を思う。 
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 神のみ心が感じられ、主のみ心が感じられる。 

 小さいことにとらわれていてはいけない。 

 

 自分が人に求めるのではない、あゝして欲しい、こうして欲しいと求

めて人を自分の思いの形にはめこむことは正しくない。この地上には最

低限の法律とか道徳といったものがあるが、それは神のみ心を心とした

尺度とはほど遠いものがある。そんなものよりも遥かに偉大な尺度が誰

の心にもある。その物差しは己を測定するための物差しで、他を測るも

のではない。他を正して見るのではなく、己の心を正して他と対したと

きにその正しさが伝わってくるのである。しかし、人はいつのまにかそ

れを忘れて人を他を測るようになってしまった。それから苦しみをもつ

ようになってしまった。 

 物差しとは誰にもある良心である。しかしそれは自分の所有ではない。

神のものである。 

 人はどうしても永年の間、人生の苦しみにたえかねながら生きてきた

ために、自分を中心に考え行動するようになってしまった。 

 そして自分の良心も、悪心、疑心、偽我＝心の魔に支配されてしまい、

良心が小さくしぼんでしまい、間違った幸せを求め苦しむようになって

しまった。 

 一瞬一瞬、自分の眼に入った他の姿を通し、人の言葉を聞いて人の心

は動く、もし心が動き、やすらかでなくなっているとしたら、そこには

正しい思いがないからである。正しく自分の思いを測り定めることがで

きる、自動的（オートメーション）に働く良心が作動していない、作動

しない状態だからである。 

 自分の心をいつも瞬時に正される、オートメーションの（自動的）良

心を育てなければならない。 

 一秒一秒の思い行いをじっくり一駒一駒止めて縦から横からいまの

自分なりの良心で測って見るなかで、正しくなかったら正していく努

力・訓練を積んでいくことである。 

 あの縄跳びにしても、バツク跳びにしても、はじめから出来たのでは

なく、相当な訓練をしたから出来たのではなかろうか。 

 そうした必死な不断の努力をしていったとき、除々に良心が目覚め育

っていく。 

 法を学び、学んだものを生活の中で実践し、回りの人や万生万物に対

して思いやり、感謝の心がもてるようになったとき、良心が力強く育っ

てきているのである。 
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 こういった己にきびしいきびしい特訓をしない限り良心は育たず、自

己中心で育っている偽我＝心の魔が自分の思いや行いの進路を定め、そ

の人間を指導しているのである。 

 疑心暗鬼という言葉があるが、よく眺めてみると、疑いの心は、暗い

処の鬼に通じるというように見えてくる。 

 辞書には、 

 疑う心があればありもせぬことまで、幻想を生じて恐しい鬼の形を見

るものである。 

 疑う心があると、何でもないことまで恐しく感ずる。 

 疑うとは、うたがう心。あやぶむ心。あやしいと思う。おそれる。き

らう。 

 と書いてある。 

 

 迷い苦しみを悦びにかえる方法について心行には次のように説かれ

ている。 

 『諸々の衆生は 己の肉体に 意識・心が支配され 己が前世の約束

を忘れ 自己保存 自我我欲に明け暮れて 己の心の魔に支配され 

神意に反し この現象界を過ぎ行かん 又生老病死の苦しみを受け 

己の本性も忘れ去るものなり 

 その原因は煩悩なり 煩悩は 眼・耳・鼻・舌・身・意の六根が根元

なり 

 六根の調和は 常に中道を根本として 己の正しい心に問うことな

り』 

 

 常に己の正しい心に問いかけて生きなさい、と教えておられる。正し

い心に問いかけるにはどうしたらいいのか、それには常に自分の心をみ

つめながら生きるようにしなくてはならない。 

 いまの自分の心は、良心が大きく育っているかどうか。偽我＝心の魔

が支配していないか。と正見して見ることが大切である。何も正見は他

を見るためのものではない、己の心の状態を見るための尺度である。先

ず自分の心が正しくなかったら、見るものすべて、思うこと考えること

話すことすべてが、間違ってしまうのである。そしてそこには安らぎは

なく、心に平安が訪れてこないのである。 

 良心を育てるためには「法」というメジャーを持っていなければ育た

ない。 

 何故ならば、良心とは神に通じた心だからである。神に通じた心をよ
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みがえらせ育むには、神の光・神の言葉・神の思いをいつもいつも一杯

一杯に、吾が心にふりそそがないと育たない。その吾が心を育てていた

だける神の光・神の言葉・神の思いが即ち「法」であり、その法の真髄

である中道＝八正道という道しるべなのである。神の子がこの地上を生

きるための杖ともいえる。 

 神の光・神の言葉・神の思いについて、ご説明いただける方は、当然

のこと普通の方ではない。しかもその偉大にして深遠なる真髄を説き明

かされる方は、多くおられる筈がない。 

 かつて、印度の地で法と慈悲を説かれた、ゴーダマ・ブッダ、イスラ

エルの地で我が身を供養し愛を説かれたイエス・キリスト、貧しい奴隷

の子として生まれ、王族として育ち、やがて悟られ、神の確証を与えら

れたモーゼ。この三人の偉大な聖なるお方の、み教えがすべて神のみ心

を心とした正しい教えであり、神が唯一であるように教え＝神理＝法も

また唯一のものであると説かれたエルランティー・高橋信次先生。（神

の子はこの道の通り生きればこの世だけではなく、永遠に幸せに生きて

いかれるのである。）今生親しく、身近に見聞し導いていただいた私た

ちはさいわいである。それだけに己一人だけが救われさえすればいいと

いったような小さい考え方ではなく、改めて今生だけでなく永遠に救っ

ていただいている、計り知れない慈悲を深く深く自覚しなければならな

い。その自覚が深く深く大きく大きいほど自分を救っていけるのである。 

 そうであるとしたら、私たち法に生きる者はいま何をしなければなら

ないか、自ずと自覚できる筈である。 

 一日も早く正しい心の自分になって、自分が救われた悦びを心ある

人・心のわかる人、身心ともに健全な人に絶叫し伝えていかなければな

らない。 

 気が狂ったのではないかと思われる程、死にものぐるいで、法を学び

己を正す精進努力を、このわずか短い生涯で積みあげなければならない。

そして救われた悦びを命をかけて叫んでいかねばならないのである。そ

れが神の子の生きていく道である。選ばれた神の子としての自覚をもち、

誇り高く他の範となって生きねばならない。 

 新しいとき、新しい日は限りなくいつも与え続けられている。この無

限の偉大なる計いに深い深い感謝を捧げ、仏を讃え、友を讃えて、この

一九八九年のときを迎えたい。神に対し、仏に対し、このさいわいを心

をこめて感謝いたします。 

 

 美しい大気の明けゆく姿を拝しながら。 
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【悦びの世界】1989-2 月 

 

 人間は神の子であるが故にそのえい智は無限である。 

 汲めども汲み尽くせない程与えられているえい智。 

 人は、そのえい智を汲みあげる悦びを知っていない。 

 人は、そのえい智をいただく道を自ら閉ざし苦しんでいる。この世で

は、苦しみ悩むことは不幸だとしているが、そんなことはない。 

 むしろ苦しみ悩むことによって神仏に一歩近付ける道が拓け、己の心

にあるえい智を発見し、悟っていく。 

 いま、苦しみ悩める人は幸いである。苦しいからといって苦しみ悩み

から逃げてはならない。苦しみ、悩みの中に救われる宝がかくされてい

るからだ。 

 神の子は、どんなに絶望的な苦しみ悩みがあろうとも、正しく生きる

道に入ったとき必ずや救われる。その難関を乗り越えることができる。

神の子には不可能はない。 

 この地上にある間は短い。この短い間を安楽に流れてはいけない。正

しい人生の目的と使命をしっかりとつかんで、一瞬一瞬のいまを大切に

命がけで生きねばならない。 

 この短い間は、己にきびしく他には寛容に、できるかぎり苦しみ悩み

自らの心に求め、自らの心の扉をたたき、創意工夫をして生きることが

大切だ。 

 法を学修し、それを生活の中で実践していったときに必ずや心の扉が

拓かれ、幸いの道を歩き出すことができる。 

 溢れる悦びと感謝に満たされたならば、回りの人にその悦びを分ち与

えよう。 

 

 心貧しい人には悦びをあげよう 

 心冷たい人にはぬくもりをあげよう 

 心愚かな人には補ってあげよう 

 心悩める人には手を差しのべてあげよう 

 心苦しめる人にはその苦しみをいやしてあげよう 

 心せまい人には明るさをあげよう 

 

 それが神の子としての道であり、神仏への報恩感謝の道である。己を

他に供養することによって心が豊かになっていくのである。 

 私たち神の子は周りの一人でも多くの人に法を話し、悦びを伝え、愛
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の思い豊かな魂へと目指さねばならない。 

 明日はない。ただいま限りがこの人生である。この地上は苦の世であ

ると人はいうが、たしかに苦しみは多い。しかし苦しみの陰には必ず苦

しみに勝る悦びが同居している。 

 法に帰依し、素直に聖者の説かれる教えに耳を傾けるがよい。そして

一つでも己を振り返り心から悔い改めたときに、素晴しい永遠の悦びの

世界に踏み込むことができる。 

 この世は悦びの世界であり、感激と感動の交錯した心が高鳴る世界で

ある。天国から続いている無限の悦びの世界である。 

 己の心を法によってどれだけ厳しく見つめることができたか。他にど

れだけ深く豊かな愛を差しあげることができたか。その積み上げによっ

て愈(いよいよ)心は高まり、神の光りに満たされていく。 

 人はいま自由の中に生きていると思っているが、不自由の中に生きて

いる。真の自由は、神仏のみ心を心として生きたときに与えられる。 

 神の子はあの太陽のような明るくあたたかい愛を与え続ける存在で

あらねばならない。 

 

 神に対し、仏に対し、この悦びを感謝いたします。 
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【正法者の道】1989-3 月 

 

 一九八八年十月号の「ほくりく」誌に、かつて私が青山斎場における

高橋信次先生の御霊前でお誓いをして、悲願としていた計画の第一歩が

実施された記事が掲載されております。 

 それは伝導だよりのなかで書かれておりますが、かつて先生が暗いと

いわれた日本海沿岸地帯に、お説きくださった「法」をお伝えして、こ

の地域に住んでおられる人たちのお心が、少しでも神のみ心の方に向い

てくだされば幸せだと考えていたことです。 

 まだまだ大したことは出来ないのですが、さし当たってこの地域（一

道、一府、九県）にある各大学と各図書館へ先生のご著書を寄贈させて

いただきました。これも一重に有志の方々からお寄せいただいたご喜捨

の賜と紙上を借りてここに心から厚くお礼を申しあげます。 

 私達の神理学修会「ほくりく」は、会長とか代表という役職の人をお

いてはありません。 

 今日までこの会を育ててきましたが、私自身会長でも代表者でもない

のです。私は二つの会社を経営する経済人として、また一人の「法」を

学ぶ平信徒として、自己確立を目指して精進努力をしながら、一人でも

多くの人に自分の体験を通して「法」をお伝えしたいということで今日

までやってきました。このあと残された人生も、この命のある限りこの

信念に変わりはありません。 

 先生が、私たちにお説きくださった一言一言すべてが「法」でありま

す。それは、先生は神のみ心の代弁者であられたからであります。その

先生がお説きくださったなかでも、特に、命をふりしぼって叫ばれた、

今生最後の東北、山形でのご講演に耳を傾けねばならないと思います。 

 「私たちは、坊主のように宗教で飯など食いません」 

 と、言われておられますことを、私たちは伝道するにあたって十二分

に心しなければならないと思います。 

 私は常々このことについて次のようにお導き下さったものと心深く

理解しております。 

 

 第一に、法は「尊厳」である。 

 第二は、自力で生活せよ、他力の安楽は本来の人間性を否定し、神の

子の創造力を曇らせる。 

 第三は、現代宗教の間違いを正す指導をしたのに、また過ちを犯して

はならない。 
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 一つの教団をつくり会員から会費を集めて、それでその責任者が生活

することも、先生が戒められた坊主と一緒だと思います。それは、その

ような己に甘い安楽な生活では、必ずそこに忍び寄った悪霊によって支

配されていくからです。そしてそういう状態になれば神のみ心について

のお話しは必ず出来なくなるのです。どれだけ先生の説かれた法を叫ん

でいると言われようとも、形はそうかもしれませんが、既に「法」から

は外れていることになりますし、しかも先生が命懸けで悟られ、命を削

って説かれた「法」を、自分の生活の手段に利用するようなことは、弟

子としてあるまじき恥ずかしい行為であると思います。 

 先生がご昇天されて十年余りで、もう既に先生のみ教えを否定してお

られる人、「法」のない師の許に走ってしまわれた人、生活の手段にし

ている人、先生が示された領域から逸脱してしまわれた人等が見られる

ことは、誠に悲しく嘆かわしい極みであります。 

 では、何故そのようになってしまったのかということを考えて見ます

と、 

 一、法が心におちていない。 

 二、法が理解されていないため、先生は亡くなられてもうおられない

と思っている。 

 ことにあると思います。 

 

 先生は、病苦のなかを遥々山形まで出かけられ、最後のご指導のなか

で何故あのように弟子たちに戒められたのかということを、深く考えて

見ますと、一口に言いますと、正法者になっても正法屋になるなと、厳

しく戒められたのだと思います。 

 先生のご講演の中で、正法を伝えるものは今経済人として出ていると

いう所以は、先ず日々自力修行の生活環境の中で生きることによって、

物や富に対して無執着となり、神を思い、深く神を信じ、神に感謝を捧

げて生きることを深めていくためであると教えておられると思います。

お釈迦様の時代には、お腹がすけば里へ降りていって、民家の前に立っ

て乞食をして歩いたが、それは他力であったので今生は私自ら事業家と

して出てきたのです。ともお教え下さいました。 

 また、先生は亡くなられたと思っておられる方が非常に多いようです

が、亡くなってはおられません。魂は永遠であります。ここまでは教え

ていただいて誰でもが理解していることですが、よくよく考えてみます

と、これは先生が長年のご精進の結果お悟りになられて、お教え下さっ
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たことであって、私たち自身が悟って知ったものではありません。 

 ですから、心に落ちているかといいますとなかなか難しいことだと思

うのです。何度も先生のご本を読ませていただいたとか、ご講演を何回

も聞かせていただいたといっても、心に落ちるまで生活の中で実践体験

を重ねないと、いつまでたってもそれは先生のみ教えであって、知識と

して頭で理解されても自分の心に落ちない限り、自分のものとはならな

いのではないでしょうか。ですから日々の応用問題にぶつかると、もう

「法」から外れてしまうわけです。 

 とかく私たちは、法を理解することは八正道だけのように思いがちで

ありますが、そうではありません。前文でも申し述べましたように、先

生がお説きになられた一言一句総てが「法」であります。先生が、 

 「我は法なり、光なり」 

 と、お教え下さった所以はここにあります。 

 

 最後に、最近先生からのお導きは一部だけの人にのみあるように言わ

れる方がおられますが、先生のお説きになられた「法」を正しく学修し、

正しく実践努力をしておられる人は、誰でもが直接お導きがいただける

ということを知っていただきたいと思います。 

 私の周辺にいる人でかつてこの世で一度もお目にかかっていない何

人もの人が、直接先生のご指導をいただき感動しておられます。 

 先生には何時も私たちの心を見通しておられるのでございます。 

 私たちは、再び心をあらたにして、深く神のみ心を求め、理解し、今

生高橋信次先生の説かれた法に帰依した者として、永遠に誇りを持って

生きねばならない責任を自覚しなければならないと思います。 

 

 神と主のいいしれない大慈悲のなかにいま生かされていることを、全

霊を捧げて感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



251 

 

【思いあがり】1989-4 月 

 

 春の嵐が通り過ぎてゆく夜、独り静かに 

「法に照していま私は───」と、来し方を振り返って見ました。 

 

 かつて、高橋信次先生は 

 自分の眼の前に起きている現象に迷うなかれ、心を動かすことなかれ、

それは「まぼろし」にしかすぎない。その中のもの「真実」を見ていけ。

他力でなく自分の力を出して発見し、修正していけ。 

 己には厳しく厳しく他には寛容に。 

 とお教えくださいました。 

 

 私はいつも人に教えるのではなくて、回りの人から学ばせていただい

ている。一修行者であることを肝に銘じて生きてきたつもりでいました。

しかし、いつのまにか時として自分の心が人の上に立っているときがあ

りました。そして自分の心が重苦しくなっていたのでした。 

 自分の心を回りの友の所までおろさねばならないと思ってきました。 

 これまで幾多人に厳しくしていたのではないだろうか、といつもいつ

も自分の心を見つめてきたつもりだったのに。 

 私が人に厳しいときが発見されたのです。そのときは、必ず自分中心

に考えている時でありました。自分に厳しくて、それでやっと少し友に

寛容に微笑みかけることができるのでした。 

 神は、大自然とともに在られ、人とともに在られて、私たちに対して

いつもいつも呼びかけてくださり、働きかけてくださっていました。私

たちが正しく生きる精進に応じて、また苦労の中から這い上る勇気と努

力に応じて、見守り働きかけお導きくださっていました。 

 私は、先生がお教えくださった通り只ひたすら学び心を修め、回りの

友に己を供養さえすれば、何も考える必要はなかったのです。 

 神が、いっときいっときお与えくださっている精進の機会を精一杯生

かし、そのうえで体験した心の悦びを話さしていただくことが私の「す

べて」であることにようやく気付かせていただきました。 

 これまで何か高ぶって、強制してきていたのではなかったろうか。威

圧してきていたんではなかったろうか。やっている、やっていないとい

う物差しを振り回し、友に恐怖と苦しみを与え、引いては「法」の尊厳

を汚してきていたのではなかったろうかと思いました。 

 何処の国の人にも、どんな環境に住んでいる人にも、年の老若、男女
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の性、そういったことには何ら関係なく太陽の熱・光は平等であり無所

得であるとお教えいただきました。 

 特に長年あこがれていました、名誉、地位、財産、お金、肉体は無常

であり永遠ではないとお教えいただいたときには、私の心は驚きで心が

動転し仲々信じられませんでした。 

 もっともっと素晴しい永遠に持ち続けていかれる偉大なものがある

ことを教えていただいて知ったときの感動は今もって新しく伝わって

くるようであります。「お金ではなかったんだー」と。 

 私はあの日の感動と感激を忘れかけていたのかも知れません。 

 

 神は、どんな人にも、人それぞれにそのお心に応じた働きかけ呼びか

けをしておられるのでした。ここまで歩いてこなければ、ここまで付い

てこなければ駄目です。不勉強ですね。とは一言もおっしゃってはおら

れないのでした。なのに、私はそう思ってしまっていたのです。このよ

うな思いをしたり、見方をすることは、そこに「己を生かし他を生かす」

愛の思いがなく、只己を中心とした差別的な思いが働いているだけであ

りました。そこには先生が戒められた己に厳しい心がけがありませんで

した。 

 神の働きかけ、呼びかけ、後押し、導きは、真面目に「法」を学修実

践している人にだけ、いただいているものではありません。神は地球の

すべての神の子ら一人一人を直接見守り、呼びかけ、魂をゆさぶり続け

てくださっているのです。いっときの休みもなく、貧しい人、優雅な人、

怠惰な人、親しい人、好きな人、嫌いな人、名も知らない人等に、こん

な次元のこと、みじんも関係なしに、大自然の刻々変転していく姿を通

し、万象万物を通して呼びかけ、働きかけてくださっているのでした。 

 私は、長い間その形にとらわれ、神が常時直接私に働きかけてくださ

っていること、後押しをしてくださっていることに気付いていませんで

した。神を遠い遠い存在に思っていました。頭でも心でも神の姿ばかり

求めていて、そのみ手が直接私を後押ししてくださっていることに気付

かない哀れにも情けない魂だったのです。 

 私は、先生のみ教えを非常にせまく学んでいたのでした。それだけ私

の心は貧しかったのです。 

 これまで法を学修された過程で、私からいやな重圧を感じられた方、

裁きを感じられた方、感情的な苦しみを感じられた方々に対して、ここ

に謹んで心からお詫びを申しあげ、お許しをいただきたいと思います。 

 私は、これまでつい相手の人の心にとらわれ過ぎて、その人の心の中
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にまで立ち入り過ぎていたように思うのです。お許しください。 

 

 高橋信次先生の「心のことば」に 

  下座にあって一隅を照らす者 

  その人は地上の宝である 

 とありますが、これまで私はいつもそのお言葉を座右の銘として生き

てきました。 

 

 いまから振り返って見ますと、本来ならば、この十四年間私は下座に

あって、こつこつと己を一生懸命生かすことに精一杯であった筈でした。

人の領域にまで及べる筈もなかったのに、いつのまにか思い上っていた

のでした。 

 一隅に只黙々として一とき一ときを大切に大切にして生きていく人

間でありたいと思います。それが先生のみ心にかなう存り方であったと

気付かしていただいたように思います。 

 私は、法ではなく、むしろ自分の尺度で人を測り傷つけていたように

思います。お許しください。厳に自戒していくことをお誓いいたします。 

 いまこのことを気付かせていただいた神に対し、主に対し、感謝申し

あげます。 

 ともに法を学修しておられる多くの友によって救いをいただき感謝

いたします。 

 

 嵐の過ぎ去った夜半の天空に星が小さく輝いています。 

 

 神を思い主を思えるこのやすらぎを有難く感謝いたします。 
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【他力から自力へ】1989-5 月 

 

 いま私は、過ぎ去った二十年という年月を振り返っています。この二

十年は永い年月であったように思っておりましたが、しかし、今日の私

から思い返して見ますと短い一瞬の出来事であったように思います。 

 二つの会社の経営を中心とした経済的な苦況が二十年間続き、その間

お金のやり繰りのため金融機関をはじめ親せき知人にまでご無理をお

願いして歩きました。多くの方が心よくご協力して下さいました。しか

し、ほんとうに近い身内でも何回も続いていくと、仕舞いには家族に言

えないからこれ以上協力は出来ないとえん曲に断わられるようになっ

てしまいました。また、ある身内の方は「会社と家を整理してしまうこ

っちゃ」とまで言われました。 

 身内の方でさえこのように言われるのですから他人は当然のことで

あります。私の片腕として協力してくださっていた会社の役員の方も一

人去り、二人去り三人四人と次々と去ってしまわれ、一時は私と息子と

二人だけが残りました。 

 私が辞めてくれと言いもしないのに自ら辞めていかれた一人の役員

の方は、何を思ってか送別会の席で「こんな馬鹿者の社長はおらん。云々」

と言われたことを今もってはっきりと覚えております。 

 人間は人の心まで仲々つかむことは出来ません。まして都合が悪くな

ったら手を引くわ、といった甘い考えでは真の経営者としては務まりま

せん。社長である私や、私の息子を始め家族の役員はいやになったから

といって逃げ出すことは出来ません。 

 今から思うと毎日毎日明けても暮れても一筋の光明さえも見出せな

い暗闇の中を手探りでたどっているような状態でした。 

 ですから会社の実態を一番知っている会社の幹部が真先に逃げ出す

のは誰でも当然のことだったと思います。もし、私自身もその立場にい

たら誰よりも真先に逃避しただろうと思います。ですからこのことにつ

いては誰からもこの人たちは責められるものではありません。 

 むしろ私はその当時から毎夜寝る前に私の修業に協力してくださっ

ている一人一人の方のお名前を申しあげ、神とその方々に感謝の日暮し

をさせていただいておりました。 

 昭和五十三年に母を送りましたが、このような状態のために母に対し

何らの親孝行も出来なかったことを心からお詫びいたしました。 

 近所のお年寄りたちは、友達を誘ったり、また家族で温泉へいってお

られる話を耳にするたびに、何もしてあげられる経済的なゆとりがない
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ために申し訳ない思いをいたしました。 

 私は何とかしてこの苦境を脱したい、それには、法を理解し自己確立

するしかないと思っていましたので、一時期は会社で寝泊りして反省を

いたしました。着の身着のままで夜は椅子でよく寝たものでした。また

家では二時間か三時間位しか寝ないで会社へ出ておりました。 

 自分の心がまだまだ未熟なので、テレビも見ない、新聞も読まないこ

とによって心を汚さないようにしようと過ごした時期もありました。月

に一回の理髪も節約のために自分で刈ってみましたが、うまくいかない

ので永年の間、娘のお世話になりました。 

 いろいろな形のところに自分をおいて、一秒一秒を真剣勝負で命がけ

で生きていたように思います。でもどんなことが起きようとも神がおら

れるんだ、といつのまにか心から神が信じられ、心に不安が渦巻いても

どうにか立ち上ってこれました。会社の人の前や家族の前、他人には動

揺を見せないで過ごせる自信だけはいつも持っておりました。 

 そして、いつもやがては神仏に救っていただけることを確信しており

ました。 

 昭和五十一年の暮（正式には昭和五十二年二月）にＧＬＡを退会して

から五十三年までの二年間は、独りで初心にかえって法の勉強のやり直

しをいたしました。 

 先生のご講演や研修会のときにメモした何冊かのノートを始め、月刊

誌を読み直しました。 

 その間不思議なことが起りました。 

 私が先生のもとに帰衣させていただいたのは昭和五十年の三月でし

たから、先生のご在世から見ると後半も最後の方といっても良いような、

全く駈け込みのような入信でした。あのシュバリダのようにさえ思える

ものでした。ですから月刊誌も精々で昭和五十年、五十一年の二年間分

位しか所有しておりませんでした。それが私の会社の隣に住んでおられ

るＡさん（この方との出会いも不思議なものでした）が、ある日のこと、

「いつもバスに乗り合わせる老婦人が、高橋信次先生の月刊誌を欲しい

人がいないかね」と言っていたというのです。 

 私は誰の手にも渡らんようにと、祈るような気持ちで早速その方を訪

ね、その方のおっしゃる金額で古びた月刊誌をゆずり受けました。それ

は、昭和四十八、四十九年の二十四冊でした。はやる心で夜も寝ないで

むさぼるように読みました。これまで知っていなかったことを次々と教

えていただきました。 

 あらためて先生の息吹きが身近に感じられるような感動の日々をい



256 

 

ただきました。後に昭和四十五、四十六年の二十四冊は昭和六十三年に

なって、ＧＬＡ関西本部の小林様のご好意によりコピーをいただくこと

が出来たのでした。 

 また、初期の頃の私の知らないときに説いておられるテープがないも

のかと、東京の友人にお願いをしましたところ何本かのテープを送って

くださいました。もうその頃は昭和五十四年にもなっていたかと思いま

す。やはり、嬉しくて嬉しくて夜通し聞きました。その中に私がまだ法

の知らない昭和四十八年五月二十日（五月二十日は私の戸籍上の誕生日

です）に東京中野の観音寺でご講演されたものがありました。なんとそ

の中に「金沢が原爆から救われ、それが広島におちた。金沢は実在界か

ら守られていた」ということをお話しされているテープがありました。

（昭和六十三年八月号「ほくりく」誌参照） 

 このときも私はびっくり仰天いたしました。金沢のことが先生のお口

からお話しになっていたということと、先生が昭和五十年七月六日にご

講演においでくださったとき「金沢へ来るのは生まれて初めてだ」とお

っしゃっておられたことと思い合わせて、何とも不思議な感じがいたし

ました。 

 一年三カ月の間、先生に何度もお目にかからせていただいたけれども、

この原爆と金沢については何一つお話しになられませんでした。 

 しかし、先生のお心のうちでは、きっとこの友人を通じていつの日か

必ず伝わることを思ってくださっていたにちがいがなかったと思いま

す。そんな筋道になっていたとしか思えない位、月刊誌といい、このテ

ープといいあまりにも精妙な運びに、ただただ感激し、「ただごとでは

ない！」と襟を正しました。師は既にこの世にはなく、法友もまた殆ど

去ってしまった心の支えのない環境と、経済的な苦況の中とで途方に暮

れるようなときには、いつも必ずこのように見えない大きな力の働きを

いただき、励ましをいただいていたように思うのです。 

 私の二つの会社の経済的苦境も、初めに設立した貸ビル会社は建築途

中で建設会社が倒産したために、切角募集したテナントも駄目になって

しまいました。 

 三年後に設立した倉庫会社も、当時は毎年毎年米の収穫が多く政府米

の倉庫の庫腹が不足気味の状態でありましたので米を中心とした倉庫

業を開業いたしました。ところが開業の頃になって米の減反政策が布告

され、あらためて出発点に戻っての荷主探しをしなければならないよう

な状況に追い込まれていったのでした。 

 この世的に言えば「運が悪かった」としかいいようがないと思います
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が、心の世界では「不運」という言葉はない筈だと思いました。その最

大の原因は、当初会社を設立したときの私の「思い＝精一杯金もうけを

して少なくとも金沢で指折りの会社にしてやろう」にあったと思います。 

 先生のみ教えに、名誉・地位・財産・お金・肉体は無常である、とあ

りますように私は神のみ心から遠く離れた物欲にとらわれた亡者のよ

うな存在でありました。当然のことです。 

 どの会社も、初めにガッーンと一発直撃をいただいたのでした。 

 「眼を覚ませ！この馬鹿もん！」 

 私は神のふところに抱かれながら、神のみ心はもちろん神の気配すら

も感じられない、哀れな行路病人のような存在でありました。 

 金がすべてなんだ、金さえあれば救われると思い、あらゆる所や沢山

の人に救いを求め歩きました。お金持ちであったり、名誉地位が高いと

人は寄ってきますが、一文なしになると皆去っていき振り向いてもくれ

ないような方もおられました。 

 しかし、中には自分の都合をやりくりして心よく援助してくださった

何人もの方もおられました。いつのときも陰に陽に助けてくださった方

もいました。 

 その中でも特にどんなときにも、にこやかに会ってくださり、菩薩様

のように見えたＹ先生、私はこの方にお目にかかりながら、私も人様に

お目にかかるときには、このようにありたい、このような暖かい心にな

らねばとお教えいただいたように思いました。 

 とりわけ金融機関の担当の方々の態度で、今日もお取引きいただいて

いるＤ銀行は、どんな苦境のときも、いつも私の立場に立って丁寧に親

切に暖かくご指導くださいました。私は事業の出発当初は、我々のよう

なきびしい小企業は、地元の小さい金融機関が身分相応で、実力がつい

たら除々に一流高校に進学するように考えていこうと言っていたもの

ですが、いま気が付いて見ますと何時の間にか、どさくさに紛れて我が

国のトップの銀行にお取引をいただくようになっていました。 

 この二十年間、いろいろな金融機関に対して、いろいろな人に対して

心を裸にし、心で手を合わせて助けを求め続けてきました。 

 恥も外聞も投げ捨てて行動してきました。しかし、いつも自分の心ま

でひくつにしてはならないと考えていました。 

 先ず、私の会社が経済的に行き詰まるようなことになって、「法」に

傷がつくようなことがあってはならないと必死に思い努力を続けまし

た。 

 次に有難い取引先の信用を裏切ってはならない。またこんな先行わか
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らない会社でも、私を信じて何処までも一緒についてきてくださってい

る十数名の会社の心からの友を、その数十名の家族を苦況のどん底に落

すようなことがあってはならないと心に誓ってきました。 

 その後、年を重ねるにしたがって益々その状態は悪化の一途をたどっ

ていくのみでした。 

 昭和五十四年頃に引続いて、再び身売りの話が検討され、銀行で二、

三心当りの会社へ打診していただきましたが、何処にも買ってくださる

方は出てきませんでした。 

 私は心の中で「お前はこの会社を手離すことによって名誉・地位・財

産といった執着を捨て切ることが出来るか」とテストされているように

思いました。 

 前回のときは、まだ自分を取り繕っていて心を裸にすることが出来ま

せんでしたが、六十二年から六十三年にかけては、全く神におまかせし

よう。すべてにとらわれることなく心を裸にしようと思いました。です

からいつも心は平静でした。 

 あるとき銀行の方が「丸山さんは普通の人とは一寸変わった不思議な

方ですね、大抵の人は自分の会社を処分しなければならないようになる

と、取り乱すものですがねー」と言われました。私はこのときも、先生

にお救いいただいたことを、あらためて心の内で感謝申しあげたのでし

た。 

 私のこの二十年間の心の旅路はまだまだ際限なく何処までも続くの

ですが、ここではそろそろ終りにしなければならないと思います。 

 私は長々とぐち話を書いたようですが、そうではなく神はいつもいつ

も身近に働きかけてくださっているということを私の体験を通して申

しあげたいと思ったからでした。 

 決してくじけないで、いつもいつも神を思い自分の心を少しでも神の

み心の方にと向ける努力をしてください。先生のご著書を必死になって

読みましょう。先生のあの素晴しいお声の法話を心からお聞きしましょ

う。 

 私の心の旅は終ったかのように途中から消えましたが、まだまだ終っ

てはいません。昨年末になってある日突然、全く突然にです。神仏のお

導きという奇蹟をいただき永かった経済の苦況からお救いいただき、今

後不安のない安定した道をたどることができるようになりました。お金

を求めて会社をつくったつもりであったのが、何時の間にか心の悦びを

いただき、二十年にわたる苦悩の心の旅路は次第に歓喜にとつつまれて

いきました。最初の願いのように北陸一の大金持ちにはなれませんでし
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たが、それとは比較のできない位大きな大きな永遠の宝をいただくこと

ができ、神と主の深い慈愛にふれさせていただくことができました。 

 かつて私は苦しいとき、先生の今生最後の東北山形でのご講演を何百

回となしに聞かせていただきました。殆ど暗記する程に耳をそばだて、

聞かせていただきました。 

 「いま経済的に苦しくとも、それは一つの学修にしか過ぎないのです。」 

 そしてこの苦境から脱がれ平安な日がきたら、安らいだ心で一層の精

進をしようと考えていました。しかし、いまそのときを迎えて三カ月に

なろうとしておりますが、時として心が己に甘くなろうとします。安楽

へと流れていこうとする心をせき止める方法にとまどうことすら出る

始末です。 

 こうした怠惰な自分の心を眺めてハツとしました。それはこんな見に

くい心があるために神仏は二十年間にわたって経済苦境という土俵場

をお与えくださり、その中で自分のことだけ考えての精進の場を与えて

くださってきたのでした。 

 いままで永年の間、厳しいと思い続けてきたこの苦況がなくなって見

ると、これからは己に厳しい厳しい土俵場を今度からは自分で築きあげ

ねばならないことに気付かせていただきました。いままでは神仏がお与

えくださった土俵の中での心づくりであったのだ、それにもかかわらず

誰かのためにこんな苦況におらねばならんとも思ったりしたこともあ

りました。 

 しかしいまやっと神のみ心にほど遠い愚か者であったことに思い至

りました。これからの精進こそどうにか人並みの真の自力の修業の機会

がいただけるようになったんだということをわからせていただきまし

た。 

 時代は昭和から平成に移ったように私の心の旅路も第二の人生へと

踏み込んだように思います。そしてそのときは次第に限られてあること

がひしひしと実感となって伝わってくるように思います。 

 私はこの手記を書きながら、何度かペンを置き、ためらい考えました。

私如きみにくい心の者が厚かましくも、この光のページをいただく資格

があるだろうか。人の前で語る資格があるか、と私の理性が叫び続ける

のです。 

 私の一方の心は、そうだこの辺で一度整理するためにも山へこもった

が良かろうと言います。貧しい自分の物差を人様に押しつけ過ぎている

ように、特に最近思うのです。 

 もっと、あのにこやかな「お陽さま」のような心になりたい。どんな
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人にも、にこやかに笑いかけ、何一つ文句の言わないお姿、遠くから暖

かく見守ってくださる深い広い慈愛、あんなお心に少しでも近付きたい

と。 

 これまで私は人を対象として、人に向ってお話しをしてきたように思

います。絶えずその延長線上の先に神仏のいませることを忘れていたよ

うに思います。人に求める心、人を対象とする心、そこに神仏への意識

がないように思われました。 

 回りの人に求める必要はなく、人との思い行いに我を入れてはならな

いと思いました。大自然のように「無我」たれと心がけて生きていきた

いと思うこの頃でございます。 

 永年の間、この愚かな私の修業にご叱正、ご協力、ご支援、ご援助く

ださった多くの方々に、この紙面をお借りして、心からの感謝を捧げ御

礼を申しあげます。 

 

 神に対し 主に対し 今日までのお導きをいただき心からの感謝を

棒げます。 
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【先生とのある思い出】1989-6 月 

 

 石切の研修会に続いて小金井での反省研修会に出させていただき、半

月ぶりに金沢に帰る日のことでした。皆と一緒に出たのですが途中まで

来て忘れ物をしてきたことを思い出し、慌てて道場に引っ返しました。

そして駅に来たときには、皆が一足先にいった後でした。 

 浅草の八起ビルにある本部にご挨拶をして帰ろうと思い、ビルの玄関

前に来たときでした。 

 黒っぽいスーツに黒い靴、黒いショルダーバックというお姿の先生が

出てこられるのにバッタリと出合いました。ほんの一瞬遅れていても早

くなっていてもお目にかかることが出来ないのに。いまもって全く不思

議な出来事といいますか、出合いでした。 

 先生はニコニコ顔で「今から帰るの、時間はまだあるの」とおっしゃ

られたので、私は「先生はどちらにいらっしゃるのですか」とおたずね

いたしました。「長野の工場へいくんですがまだ時間があるから一寸そ

こでお茶でも飲みましょう」と言ってくださったんです。 

 私は余りにも突然の出来事であり、夢でも叶えられないような大変な

ことだったのでボーッとしてしまいました。約小一時間くらいだったと

思うのですが、先生はいろいろなお話をしてくださいました。 

 それは昭和五十一年五月十五日、土曜日の午後のことでありました。

テレビは盛んに野球の放送をしておりました。先生がいつも行きつけて

いらっしゃるお店のような感じでした。 

「タバコ」とおっしゃられると、お好みの品を直ぐ持ってくるほどでし

たから。ミルクセーキをご馳走してくださいました。 

 「貴方も早く霊道を開かなくちゃね、八月に家族で伊豆へ旅行に行く

のでその時一緒にいらっしゃい」とおっしゃってくださり、私は嬉しく

て我が耳を疑うくらいでした。先生にお別れするまで心の中では、先生

のお供をして長野工場まで付いて行きたい、お別れしたくない、何処ま

でも付いていきたいという思いで一杯でしたが、とうとう最後まで口に

出してお願いすることが出来ませんでした。帰りの車中で勇気を出して

お願いをすればよかったと思ったり、いやこれで良かったんだ。いや二

度とこんな機会がなかったのにと感激と感動の熱い思い出に浸りなが

ら帰ったのでした。 

 いまから思うと私にとって先生と個人的にお目にかからせていただ

いた、今生最後の時でした。「新復活」のご講話はこの研修会のときと、

六月五日山形の東北研修会のときと二回聞かせていただきました。 
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 『いま私たちはマホメットやモーセやイエスやゴーダマの説いたもの

を一つにするために私たちは肉体を持って出ているのです。皆様はその

選ばれた民なのです。 

 

 神は己の心の中にあり、己の嘘のつけない善我なる心こそ神なのです。

神は形づくった中にあるのではないのです。皆さんの心の中にあるので

す。次元の違った世界なのです。 

 

 本当の自分を見るように私は教えているのです。それは心です。魂で

す。 

 

 太陽をはじめとして生活出来る一切の動物、植物、鉱物総て神は皆様

に与えてあるのです。それを取らないだけなのです。取りかたが分から

ないだけなのです。何を欲するのでしょうか。物質や経済は無常なもの

です。 

 

 真の人間の幸せを得ようとするならば、先ず最も大事なことは健全な

精神、心です。その次、肉体です。その次に生きるための経済です。 

 

 経済は衣食住です。この五つの大調和があってはじめてユートピアが

出来るのです。それが真の道です。 

 

 皆さんは同じ太陽のもとで総てが皆平等なのです。いま皆様から自分

の地位と名誉と財産を差し引いたものを想像してください。何が残りま

すか。それがいま皆さん自分自身なのです。地位や名誉や財産は永遠の

ものではありません。真の皆さんはそれを差し引いたものです。この世

を去る時の真の姿なのです。 

 

 地球の最終ユートピアのために私たちはいま肉体を持っているので

す。そのために自分の生活の場は自分の生活の場として、今度の光の天

使は全部事業をやりながら出てきております。宗教でなど飯など食いま

せん。それが本当です。神は一銭の金などいらないのです。太陽はただ

です。神の心です。これが神理です。 

 

 真の宗教とは宇宙の人間として生きる道を教えているのです。そして

人間に生きる悦びを与える道なのです。神は人間の作ったものを欲しま
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せん。大事なのは美しい一人の人間の心が欲しいのです。 

 

 いまの一秒一秒一日一生の己自身の完成が皆さんをより大きい広い

豊かなものにしていくのです。いま厳しい経済的環境にあろうとも悲観

することはないのです。いまその厳しい環境の中で、いま皆さんは自ら

の魂を学習するために、いまその体験をしているのです。 

 

 例え経済的に恵まれていようとも、その環境に安住するものではない

のです。恵まれているならばそれを大事にし、気の毒な人たちに真に愛

の行為を無所得のままにしてやることなのです。 

 

 皆さんは自らに目覚めなさい。自らの心を開きなさい。小さな自分を

捨てなさい。偉大なる神の光に目覚めなさい。それは愛です。それ以外

にないということです』 

 

 先生の偉大なみ教えが総てここに結集しているように思うのです。私

たちは生きてある限り日々復唱し、心に問いかけ言い聞かせて生活する

ことが大事なことではないかと思います。そしてそのまま次の世代に引

き継いでいかなければならないと思います。 

 

 在りし日の先生を偲び心から感謝を捧げます。 
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【神仏の慈悲】1989-7 月 

 

 人の心の中で、神に最も近い領域、そこがその人の人格であろうと思

います。 

 心の正しさの規準は、勿論「法」であります。それは自分という魂と

神と約束したことをすべて心が知っているということであります。この

ことは高橋信次先生のみ教えの中で学び知っていましたが、心では分っ

ていませんでした。いつのときからか、私はこのことについていつも考

えるようになっていました。 

 神との約束ということと、法との関係、正しいということのかかわり

あいということについてです。いつも多くの方にお目にかからせていた

だいている中で、考えていました。自分の思いや行いを通し、自分の心

を見つめて、いつも考えもだえてきました。それはもうあと一歩という

所でうすいヴェールに閉ざされているのでした。 

 自分の心──魂──自分の生きるべき道、一歩一歩の歩むべき道、一

秒一秒の心のあり方の基本──設計書が、ちゃんと心の中にあるという

ことを潜在意識は知っているということです。 

 私たちが頭で考えているよりも、もっともっと精妙な心の仕組みによ

って、一秒一秒の思い行いが神のみ心に沿っているか、はずれているか

が即座に自分の心の中で判定されているのであります。 

 思うこと行うことがどんなにわずかのずれがあろうとも、即その正し

さからずれた分だけ自分の善なる心が自分の偽我をとがめて苦しみ、そ

の苦悩が堆積して今日あるのではないかと思います。 

 その心の曇りは後光に現われ明々白の状態を呈しています。 

 或る方は中学生の頃から雑誌に載っている「星占い」を信じてきただ

けで心に他力信仰の曇りをつくっていました。また、或る方は小さい頃

母に連れられていった宗教が心にこびりついていたため、心を汚してお

られました。 

 また、或る青年は自分の家業である宗教を少しも信じていないのに、

すごく心を汚しておいでのようでした。これらの星占いや、宗教が神仏

に適ったものでないことが厳然として証明されているのであります。こ

のように心に記録されたことは、おおいかくすすべもないまま、あの世

にまで持ち続けていかねばなりません。心は己の寸秒の思い・行いをし

っかりと見究めているわけであります。でありますから、一秒一秒理性

によりチェックすることが大切な訳であります。一日が終った時点で再

びしっかりとした反省をして心の中を整理整頓しなさい、と教えてくだ
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さっている意味もここにあるのだと思います。 

 私たちの今日までの人生は、自分が選び自分だけの力で歩いてきたの

ではありません。 

 そこには寸秒の狂いもない神の働きかけ、後押し、導きをいただいて

いたのであります。苦しみや悲しみといった困難の大きい程、そこに働

きかけてくださっている慈悲もまた絶大でありましょう。人間神の子は

すべて必ずや救っていただけるのです。それには一つ条件があります。

それは、他人にはウソがつけても自分の心にウソのつけない心、つまり

良心に素直に、更には神のみ教えを正しく実践して生きてゆく勇気と努

力という自力が大切なのであります。 

 人間として誰しも持ちがちな物欲・肉欲をおさえることによって救わ

れたと思っていないか、正法の中にいるからきっと救われると信じ込ん

でいるようなことはないでしょうか。また、そのような間違った思い込

みで、死に対して恐怖心を持っていないか、あらためて見直して見る必

要があるように思います。 

 私は「高橋信次先生から北陸の衆生に法を伝えることを託された」と

いう言葉をかくれみのにして神に対する信が浅い、法が理解されていな

いという自分の愚さをカバーし、努力を怠り、人の心を先生のお力によ

って自分の方に向けさせようとしていたように思います。 

 心の友とともに肩を組んで「法」を学修する真に一人の正法者である

ならば、先生からいただいたお諭しは深く自分の心にしまっておくべき

で、人に広言すべきことではない。心ない愚か者であったと深く恥じて

いる次第であります。 

 人間の醜いもの、未成熟なところ、己に負ける愚かなところに救いの

きっかけをいただいているように思います。 

 立派に精進し実践している人だけに、神の働きかけ、後押し・導きが

あるのではなく、この地上に生きるすべての神の子ならびに万生万物に

も平等にいただいているのです。只その慈悲をいただく努力をしている

かどうかにかかっているのであります。 

 私はこれまでしばしば法を理解する努力に少しばかり欠けている人

に対して「私は苦労する」といった言葉を吐き、また思いをしたことが

ありましたが、このような思念と行為は全くもって神のみ心に反した思

い上りも甚しい愚かな私の姿でありました。そのような機会は誰でもな

い、この未熟な私の心を磨くために、また今必要なためにお与えくださ

っていたものでありました。にもかかわらず私は眼の前の姿や形という

現象にとらわれてしまい、人を裁く思いと行いをしておりました。正法



266 

 

を学ぶ者として、この愚かな行いを心からお詫びしたいと思います。貧

しい私の心を少しでも豊かにしていただくための神仏の慈悲でありま

したのに、私は自分という愚かな愚かな尺度で人を見、思っていたので

ありました。 

 有難い光明の機会を、心の中の魔によって追い払い、心の友に悲しみ

を与えていたのでした。 

 神仏は、私の心が迷っていようが、狂っていようがおかまいなしに正

確に精妙にあの世において約束した通りにその光明の機会を一秒一秒

お与えくださっているのでした。 

 私たちはまたとない「今」というこの一秒一秒を法にそって自分を大

切に大切にして生きねばならないと思います。己を愛して生きねばなり

ません。そうした心の積みあげによってやがては大きく神仏にお救いい

ただき、感動の世界に生きることになりましょう。そして自分がこの地

における神との約束を思い出し、一段と幸せな神のときをいただけるも

のと思います。 

 一秒一秒のときに出会うすべての人やものに心からの感謝を捧げま

しょう。感謝、報恩感謝の行いこそ私たちにとって最も大切にすべき行

いであります。感謝のないことは誠に恐しいことでございます。慈雨が

この地上を洗い清め、潤わしてくださる姿の何万倍か何億倍もの神の慈

悲を間断なく常時いただいている訳でございますから、当然、報恩の行

いをせずにはおれない筈なのでございます。 

 

 高橋信次先生のみ教えには次のようにお導きくださっています。 

 『感謝と報恩を軸として、勇気と努力、それに智慧が三位一体となっ

て働くときにこの地上はより一層の豊かさを増してこよう。 

 太陽に感謝する大自然に感謝する心は只ありがとうございました、だ

けですませるものでしょうか。それは人間同志がお互いに今生きている

のだ、いま魂の修行と共に神の体であるこの地上界に平和なユートピア

をつくり、お互いに心を開いたうそのない生活環境をきづくということ

は、本当の神に対する、そして又先祖に対する供養であり報恩の姿であ

る。 

 大自然が私たちの肉体を保存できる環境を与えてくれている神の愛

と慈悲に対しては、私たちはすべての人に対して自分自身ができる奉仕

を行い慈悲を与えてあげるそしてそれに対して決して代償を求めない、

こういう心の浄化と実践を計ることが本当の大自然への感謝というこ

とになるのです。親に対して親孝行を自分が実践してこそ感謝が輪廻す
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るのです。 

 太陽の熱・光が万生万物に全く変りなく与えられているその姿と心を

もう一度よく良く思い起してください』 

 

 『修行を怠り、栄華を楽しむだけの人生を反省し、正法の道を自ら求

めねばならない。 

 自ら求めたものが与えられたときの喜びは何物にも代えがたいもの

である。 

 心の道は深遠であり悟ればこれに勝る喜びはない。この喜びを得るに

は、あらゆる諸現象に対して、正しく判断する理性、喜怒哀楽を表現す

る感情、神仏より与えられている本能、人生経験と智性、これらのもの

が互いに調和を保ち心にとらわれのない生活をすることが必要である。 

 万象に対する感謝と報恩、供養と布施の心を持って神理の実践生活を

すること、それによって心の窓は開かれ自らの力で偉大な智慧の宝庫を

発見することができるのである』 

 

 『自然が与える愛の心に適った愛しか愛といえないのである。 

 大自然はこの地上の生ある者に慈悲のめぐみを与えている。生活が出

来るように喜びが享受できるように環境を創造している。愛は神が与え

た慈悲の環境とその心を生ある者が生活に活かして行く行為であると

いえよう。奉仕、供養、犠牲というものは愛の行為の表れといえよう』 

 

 柳の木のように心を柔らかく、どんなことにも素直な心になれるよう

な心づくりを目指したいと思います。自己を主張せず、回りから与えら

れるままにさわやかに楽しんで生きたいと思うこの頃でございます。 

 先生が天駈けてこの地に降り立ってくださった日が、ときが今年も再

び廻ってこようとしています。かつて七周年の日に、先生がお通りくだ

さった道のほとりに心をこめて一本のライラックを植えさせていただ

きました。更に七年という年月のたった今年の春、白い花を咲かせ私の

心に語りかけているようでした。 

 

 先生 ようこそお出くださいました。 

    ありがとうございます。 

    ありがとうございました。 

 いま、あの日を思い出し万感胸に迫る思いで一杯でございます。 
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 神に対し、先生に対し、心からの感謝を捧げ、自己確立へと精進する

ことをお誓いいたします。 
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【愛】1989-8 月 

 

 昔から金持ち三代続かずという諺がありますが、二代目までは父親の

苦労を目の当たりに見て育っているため失敗しないようですが、三代目

ともなると祖父の苦労など知る由もないままに自我我欲に翻弄されて

つい失敗するケースが多いようであります。 

 私の家の本家つまり父の実家は現在の私の家の隣にありました。物心

ついた頃までそこにあったことを覚えています。そのまた総本家は村で

も飛び抜いた地主であったと聞かされていました。何でも明治の廃藩置

県後の郡長制のときに石川県河北郡の郡長候補に選ばれたくらい権勢

があったと村の古老が教えてくれたのを今でも覚えております。 

 その私の父の実家の本家は先祖代々浄土真宗東本願寺の直参門徒で、

毎年京都の本願寺の春か秋の大祭には幾日も泊まり掛けで奉仕にいっ

ておりました。その頃は金石の港から敦賀まで小舟に乗り敦賀から長浜

まで汽車で、長浜から大津まで琵琶湖を船で渡り、大津から汽車に乗っ

て京都に着いたという今では考えられないような難行苦行して旅をし

たということを聞いております。 

 その当時としては非常に信仰心の篤い家となっていたようでありま

す。 

 父には腹違いの姉が一人のほか、姉が二人、兄が一人おりました。祖

父は父の小さい頃から兄よりも父に後を継がせたいと考えているよう

でしたが、結果は父は田圃一枚だけをもらって分家したのでした。です

から私の父は若いときから寝る間も惜しんで働き一本立ちを目指し、困

苦欠乏の努力を積み重ね頑張ったようでした。私の小さいときには今の

ような耕運機などはなく、重たい四ん鍬で広い田圃を這うようにして一

鍬一鍬耕すのですから、それはそれは大変な重労働でした。そんなとき

の昼食は泥だらけの体のまま、炉に踏み込んでいただいていました。 

 父の育った環境は裕福であったので、小学校から高等小学校まで出し

てもらっていました。高等小学校は私の村の直ぐ近くにあって、金石あ

たりからもここに通学していたようでした。これだけでもこの時代の高

等小学校のレベルがお分かりになると思います。進学率は彼方の村から

一人、此方の村から一人といった程度だったと聞きました。冬でも殆ど

がゴザ製の雨具でラシャ織りのウダワラを着ている者は殆どいなかっ

たようでしたが、父は恵まれていたようでした。父は私が旧制中学に入

学した当時よく英語を教えてくれましたし、父の毛筆はなかなかの達筆

でした。父は、こんな少年時代を送ったためか私の少年時代は厳しい中
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にもかかわらず人よりも恵まれた環境を与えてくれていました。 

 父は猛烈なほど働き者でした。しかも俗にいう頭の切れる人でした。

家計をはじめ自分のことは非常に倹約家でしたが、人に頼まれると自分

のことはおいてでも人の面倒をよく見る人でもありました。ですから田

舎の百姓家にもかかわらず何時も自転車がとまっていて人が訪ねて来

ていました。私は小さいときから父のそういう姿を見て、何か嬉しいよ

うな誇らしいような気持ちを持っていたものでした。そんなときの父は、

後で仕事の遅れを取り返すのに大変なことも忘れて至極楽しそうでし

た。困っている沢山の人のお世話をしていました。しかし人の心は冷た

いもので父の死のときには殆どの人が顔を見せませんでした。 

 本家は祖父が心配していた通りに伯父は酒と女で田畑を手放し、身代

を潰してしまいました。伯父は町へ転居してからも夜な夜な飲屋のつけ

うまを連れて金欲しさに父に言いがかりをつけにやってきました。酔っ

払っているので何をするか分からないような危険な状況のため、その都

度母と姉と私は外へ逃げました。いまでも忘れませんが、冬の凍り付い

た夜中に裸足で彼方此方の軒下に隠れるのですが、寒いので長くは我慢

が出来ないのです。 

 やはり寒いある夜中のことでした。母は近くの父の次姉の家の裏庭に

回って雨戸をたたいて、その姉を起こして、中に入れて暖をとらしても

らえないだろうかと頼んだが、そうすると家にも来るから駄目だと言っ

て雨戸をぴしゃりと締められました。仕方がないので隣のＴさん方を起

こして頼みました。その家のおばあちゃんはほんとうに快く「ひどいと

きはお互い様や、さあさあ入るまっし。おーおー寒かったやろー。さあ

さああたるまっし」と言って薪を燃やしてくださったのです。 

 私は母の背中と着物の間に入れられていたので余り寒くはなかった

のですが、母と姉はきっとガタガタ震えるほど寒かったにちがいないと

思います。そのとき私は母の背中から人の心の冷たさと暖かさというも

のをしっかりと見ました。そして暴力は絶対に許せないと心に強く思い

ました。 

 このことはいまもって強烈に心に焼き付いていて忘れることが出来

ません。そのお世話になったおばあちゃんは晩年非常に苦労して亡くな

られましたが、私は何一つお心をお慰めすることもしませんでした。嬉

しかったあの日のご恩返しをいたしませんでした。申し訳ありませんで

した。しかし貴方様のあの夜の菩薩様のような暖かいお心は私の心に永

遠に消えないで残っていくことでしょう。 

 こうして当時を思い出すとあの夜くべてくださった薪の煙が目にし
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みたよりももっとひどく涙が込み上げてきて、このワープロの文字が見

えなくなってしまいました。おばあちゃん、今生は貴方様に直接ご恩返

しが出来ませんでしたが、貴方様からいただいた私にとって大切な暖か

い愛をこれからも一人でも多くの人におすそわけさせていただきます。

そして何時の世か、またこの地上界でお目にかからせていただいたとき

に今度は必ずご恩返しをさせていただきますと、私は心に固く誓いまし

た。 

 神様、こんなに素晴らしい方を身近にお与えくださって、小さいとき

から愛の大切さをお教えくださり有り難うございました。幼いときに母

を亡くしたわたしの愛する母は暗い陰のない生来至極明るい人でした。

私に仏心を教えてくださった方であります。父は私に勤勉であるように

生涯最後まで自分の生き様を見せて無言で教えてくださっていたこと

をこの頃知るようになりました。 

 私は自分が苦心さん嘆しているとき、何時も父の晩年の頃のことを思

い出していました。兄の売り払った田畑を少しでも買い戻そうと、こん

身の力を振り絞って苦労に苦労を重ねていた父、村の人の陰口の真ん中

で歯を食いしばって耐えぬいて生きていた父も、最後のときはすべてに

むくいられて平安に家族の皆にお礼を言って眠るように大往生したの

でした。あの安らいだ父の最後の姿が何時も私に勇気を与えてくれてい

ました。どんなにつらく苦しかろうが、正しく真面目に生きておれば必

ずや父のように最後は安らいでこの世を去る事が出来るんだと思って

いました。そうしたとき勇気が湧いてきました。 

 父が逝って二十四年、母と別れてやがて十年になろうとしていますが、

この頃しみじみと父の愛は山よりも高く、母の愛は海よりも深いことが

少しずつ分かってきたように思います。 

 私の幼いときからその愚かな姿を見せて供養してくださっていた伯

父さんと伯母さんの魂に感謝いたします。その善なる心は大変つらかっ

ただろう、悲しかっただろうと思うとき、それにもかかわらず、その供

養してくださったことを私の愚かな自我我欲により自分の心の修正に

生かすことができなく、再び多くの過ちを犯してしまい、申し訳なくざ

んきの念で一杯であります。深くお詫びいたしますとともに、この後残

された人生の中でそのいただいた愛を自分の心に生かし、より自分を成

長させこれから出合う方々に供養していきます。 

 大切な紙面をいただいて自分の父と母を中心としたことの一端を書

かせていただいたことを深く感謝いたします。 
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 高橋信次先生に今生お目にかかることが出来なかったら、こうした人

生の仕組みも知らないままにこの世を去っていたことと思います。ここ

に改めて敬慕してやまない偉大な先生に深く感謝申し上げます。 
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【神の子の自覚】1989-9 月 

 

 高橋信次先生のお言葉 

 

 陽は東からのぼり 水は低きに流れる 

 自然はその条理を 無言のうちに教えている 

 人が苦しみ 世情が騒然となるのは 

 自然の条理に反したが故である 

 作用といい 反作用というのも 

 神理が常にそこに現われているのである 

 

 神の意思のもとに、神の光にみたされた地球は片時も休むことなく精

妙に回転し続け、人間を初め万象万物を生かしている。 

 それにもかかわらず、地球上に住む人々の心は益々自我我欲にとらわ

れ、神の心から遥かに遠くなりつつある。 

 無常な「もの」にとらわれ苦しんでいる人の心に相応して、夫々の肉

体的、精神的にその苦しみが現象化している。 

 一つの国においてもその指導者が我欲のために神の子の自由をはく

だつしているところは、それなりにその指導者は病魔に苦しみ、次々に

予期せぬ大事故が続発し、民衆を不安のどん底におとしている。 

 これらの人心を反映した地域の大自然もまた正調な四季の変転から

はずれ、異常気象となり天変地異が続発している。 

 我々の住むこの日本も、広島に続く長崎の原爆の日からそう遠くない

のに、もう軍備に狂ほんしている。 

 更には、経済という武器をもって世界の隅々まで攻め入っている。 

 相手国との摩擦ではなく、神の意に照らしていかにあるべきかが問わ

れる因であろう。 

 我々神の子は、改めて深く神の意を知り、神の子としての正しい道に

戻らなくてはならない。地球上に住む一人一人が神の子としての自覚に

目覚めたとき、人類は神のもとにすべて兄弟であることを知り、地球の

大調和こそ我々の至上の大使命であることを想起するであろう。 

 いたずらに神の子同志がだましあい、殺しあい、ののしりあうことの

愚かさに気づかねばならない。 

 地球上のすべての指導者たちよ、あらゆる指導者たちよ、いまこそ神

の意のもとに、いまあることを知らなくてはならない。 

 やがて明日といわず今日、神のみもとに誰もが帰らなくてはならない
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ことを知らなくてはならない。 

 ひるがえって、我々法に生きる者は、日々一人でも多くの悩める人々

に、その正しく生きる道を伝えねばならない。そのためには、自分を大

切に大切に生きることから始めねばならない。 

 「他を語るなかれ、他は己の姿なり、己の心のかてとせよ」 

 

 神と主に対し、今日このような悦びをいただいていることに感謝いた

します。 

 そして、お与えいただいたこの地の調和のためにこの身を捧げること

をお誓いいたします。 
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【神仏の慈悲】1989-10 月 

 

 私は台風のニュースを聞くごとに、高橋信次先生から台風について教

えていただいたことを思い出します。 

 

 一九七五年八月十二日、南方海域において発生した台風五号は、十六

日になって、翌日は神戸に上陸し日本海に抜け北上する模様、という予

報が発表されました。若狭湾から日本海を北海道に向けて北上というこ

とになれば、金沢にも当然被害が出るに違いない。私はこのような判断

のもとに、前々から計画していた翌十七日の神戸における高橋信次先生

の講演会行きを、急拠取り消しました。 

 しかし、台風五号は神戸を直撃することなく、豊後水道を通過し、日

本海を経て二十二日には根室付近で消滅したのでした。そして心配して

いた北陸地方には何の被害も起こりませんでした。 

 

 先生は神戸でのご講演の初めに「台風の中をよくも沢山ご来場くださ

いまして有り難うございました」と言われ、続いて人生の意義、正しい

心の在り方についてご講演されました。 

 また、夜の有志の会合の席では「皆さんがご来場なさいましたそのご

努力は、実に皆さんのご努力の賜物だと思っております。幸いにして台

風もそれてしまい……」とご挨拶をされたあと、次の歌を詠まれました。 

 

   風浪の路をもとざす 神の愛 

       港神戸に  法の灯 

 

   六甲の 見渡すかぎり 町や村 

       光に満たす 友は健やか 

 

 後日、私は先生のご講演と朗詠を拝聴、拝見させていただき先生の熱

いお心が偲ばれ感激いたしました。しかし法を深く学習していないので、

この、ご講演に対する神仏の並々ならぬ慈愛を心で受け止めることが出

来ませんでした。 

 その後、先生にお目にかからせていただいたとき、先生は、台風が神

戸を直撃することになったのを、急拠豊後水道通過に切り替えたことを

お話しくださいました。そして「台風は地獄の想念である」こともお教

えくださいました。そのときも私は、そんなものなのか、といった程度
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でしか理解出来ない心ない愚か者でございました。 

 今になって改めて思い返して見ますと、お恥ずかしい次第ですが当時

は高橋信次先生というお方はどんなお方であるのか、心では何一つ分か

っていませんでした。しかし、今にして思うと、その後先生のご講演を

聞きにいったり、研修会に参加したりした間は、危機状態の会社にもか

かわらず、何らのトラブルも発生しないで来ました。 

 先生にお目にかかる毎に、何時も先生は「会社は大丈夫ですか」「キ

リンビールは大丈夫ですよ」と、おっしゃられて私を激励してください

ました。この有り難い励ましのお言葉がどれだけ私の心の大きな支えに

なっていたことか計り知れません。私は何時もこのような先生の大きな

慈愛をいただき、そしてこの大きな慈愛に包んでいただいていたことを

思うと、涙が溢れてくるのです。先生はいつも意識をむけてくださり、

そのうえ深い深い計らいをしてくださっていたことに今初めて気付か

せていただきました。 

 これからは一人でも多くの人に対して、私がお前にあげたようにお前

もしていきなさい。と、教えていただいたように思います。 

 神戸講演会のときは、台風が来るということでもう自分の心に先行き

の自分の心の不安をそのままに、分かりもしないのにもう被害が出ると

即断して、自分の愚かな我意により神仏の計らいを拒絶した行動をとっ

ていたのでした。何の不安もないのに、安らぎそのものなのに自分の心

が総て法の中に生きていない、むしろこの世にとらわれて生きていたの

で、直ぐこの世的な小さな自分を中心とした判断をしてしまい、苦しん

でいることも気付かないで苦しんでいたのでした。 

 神のみ心のままに、いま与えられた中で、あるがままに生きることが

出来る、何の不安もなく生きれるようになったとき、安らいだ生活が送

れるようになるのに、当時は法を充分理解していなかったのでした。 

 今年は例年にない夏の台風の当たり年で、ここ三十七、八年のうちで

二番目に多い年だと言われております。去る八月二十七日の日曜日に北

陸地方を通過した台風十七号は、午前九時に高知県室戸市に上陸し、四

国東部、大阪市付近を通ったあと二年振りに北陸地方を襲い、午後七時

頃小松市から白山の東を抜けるコースをとったため、白山に遮られる形

となり、金沢が直撃されるのではという予測の割には殆ど被害もなく富

山湾に抜けたようでありました。 

 ちょうど当日は、富山での定例の学習会があることになっていたので、

前日から台風の影響を心配されて、大丈夫かね、とか、台風が来るから

休ませて、と言って来られた方もありましたが、無事に学習を終えるこ
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とが出来ました。私は、学習会のお話の中で、かつての神戸講演会のと

きの自分の未熟な心のことをお話しさせていただきました。 

 翌二十九日月曜の朝、前日富山の学習会に参加された何人かの方から

次々にお電話をいただきました。その中でお二人の方が、台風が来ると

いうことで休もうかと思いましたが、神仏を信じていなかったことに気

付き出席することが出来ました。台風が急に金沢をそれて通過したのを

見て、ああやっぱり、と改めて神仏の慈悲を感じさせていただきました。

もっともっと、真剣に法を学ばなければ大変だと思いました。これから

はこれまでのような心でなく、もっと心を引き締めて頑張ります。と、

しみじみお話しされました。 

 私は、新聞に白山に遮られて………という記事が載っていたのが非常

に気になって、昼頃気象台を訪ね、その科学的根拠について説明をいた

だきました。地球の北半球は、地軸の関係で台風の風の流れは、皆右

(左？)巻きになるということを初めて知ることが出来ました。だから、

今回の十七号の進路が小松市付近で白山寄りになったため、風の流れが

白山の裏側に当たって次第に風力が小さくなり、雨の被害も大したこと

なく済んだのではなかろうかと想像いたしました。 

 しかし、考えて見ますと、何故小松で白山の方へ進路を変えたのか、

ということになるとなかなか分からないことだらけです。だからといっ

て、決して偶然ということではありません。ただ神仏の大きな計らいに

ついて、心狭い私ごとき者が推し量ることは出来ませんが、ただ有り難

く感動し感謝するのみでございます。 

 私は、そのときかつての神戸直撃だった筈の、台風五号についても経

路図によって説明をしていただきました。高知沖で進路を豊後水道の方

へ変えたその図示を拝見し、改めて神仏がこの地上に一日も早く正しく

法が広く伝わっていくことを、請い願っておられる慈愛が心に伝わって

来たように思わせていただきました。 

 神戸での先生のご講演とお歌を、いま心改めて見聞させていただきま

したところ、二回にわたって、貴方方は台風が来るというのに、よくぞ

私、法を信じて来られましたね。法を信じて生きる者には、何の心配も

不安もないんですよ。神仏を信じて集い来た貴方たちは祝福されるでし

ょう。風浪の路をもとざす……と、お詠いになっておられるなかでも、

集い来た衆生に対し、また来ることの出来なかった心ある者達に対し、

風浪の路を変える大きな現象を見せて神仏の存在を示されたことを、明

かしておられます。そして、このような大きな計らいのもとで説き明か

した法を、いついつまでも大切にして己の心に生かし、また回りの一人
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でも多くの人たちに伝えていくように、と教えておられるのであります。 

 かつてのお釈迦様のときも、イエス様のときも、法を直接書き残され

ることが出来なかったが、今生先生は、寝食も忘れて多くの書物として

書き残され、またカセットやビデオにご講演を吹き込まれ、永遠にこの

地上から法が消えないようにと、ご配慮賜ったのであります。 

 短いご生涯のなかのどのお姿も、すべてが正に生き仏のお姿そのもの

でありましたことは、今更、私ごときものが小心の判断で、申し述べる

必要のないことでございます。しかし、何よりも明らかにお示しくださ

っていますのは、ビデオに写されている先生の光明燦然たるお姿であり

ます。この世にこの方のようなお姿のお方が外におられるでしょうか。

私たちは、このお姿を心に刻みこんで生きねばなりません。 

 私たちは、今生何の苦労もなくこの偉大な偉大な仏のお姿に直接お目

にかかることが出来、しかもその説かれた法をご著書によって日夜学習

出来ますことは、誠に再び会うことの出来ない千載一遇の好機と確信す

るものでございます。 

 あの大空の移り行くたたずまいが、一日とて一時とてこれまでと同じ

状態の時がないように、私たちのこの人生も、いつもいつも「新しい時」

「新しい出会い」をいただき生かされています。今から一分前も一時間

前も過去であり、また、一分先一日先は、人智では到底計り知ることの

出来ない未知の世界であります。 

 こうして考えて見ますと、現在只今の「いま」というこの未知の一と

き、一秒の何百分の一の連続の中に生かされていることが納得されます。

地球は百年間に一千分の一秒の狂いしかない位の精妙さで動いている

ことを知るとき、私たち人間がこの一とき一ときの瞬間を生かされてい

る魂として、神の光をいただき生かされている神の子として、何を思い

何を行うべきかは言うまでもないことであります。当然のこと、神のみ

心をはずれた自由気ままなことは許されるはずもないことであります。

生かしてくださっている神仏のみ心を体して、この有り難い光に満ちた

地上で、悦びと感動と感謝に溢れた心で修行させていただくことしかな

いのであります。 

 過去にとらわれず、未来にとらわれず、いまを全智全能を出し切って

生きることであります。例えば、人を裁き悪口三昧で生きている人は、

舌ガンによって心の口を封じられています。自分の思いや感情一杯で人

の言うことも聞けない人は、心の耳が封じられています。このような例

を見ても、病気は即ち自分の心が自己中心という愚かな毒によって侵さ

れ、やがては、魂の乗り舟である肉体までが病魔という地獄霊に蝕まれ
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て、この世に生きているときからもう既に地獄の世界にしんぎんしてい

るのであります。 

 自分の痛みは長年の間、己から発し、人に与えた痛みそのものである

ことに気付かない人は多いのであります。偶然はない、総て必然である、

と教えていただいています。 

 どんな苦しみであろうとも、いま苦しんでいるとしたら、その原因は

何時の日か必ず自分が造っていることに間違いがないのであります。そ

こに気付いて、そこから真剣に命がけで己の心を改善することをしない

限り、その苦しみは益々大きくなってこの世を去っても、なお、永遠に

続くことは間違いありません。このいまという修行場であるこの人生の

一秒一秒を心の修行を忘れて、お金、財産、名誉、地位という泥舟のよ

うな無常な「もの」にすがって生きてはならないのです。 

 この光明に満たされた素晴らしい人生を、より神の光をいただき、悦

びと感動と感謝の連続の中に生き続けることが真の幸せであります。そ

してこの幸せこそ、この世を何時卒業しようとも永遠に続くのです。神

をたたえ仏をたたえ、神を信じ仏を信じて法に生きる者は永遠に平安を

いただき、道は開かれていくことでありましょう。 

 いまこそ日々この有り難い法の実践によって、いま生かされているこ

との悦びを益々大きく深くし、報恩感謝の生活をいたしましょう。一人

でも多くの人に今自分が出来ることを供養しましょう。その不断の努力

の積み上げにより心は一段と明るくなり、溢れるほどの愛の持ち主とな

られることでありましょう。そのためにも、このあたりでこれまで学習

してきたことを、もう一度原点に返って再点検して見ようではありませ

んか。 

 このたびの台風を通して、神仏の大きな励ましをいただきましたこと

を心に刻み、より誇り高く己を大切に生きようではありませんか。我が

愛する心の友の平安をお祈りいたします。 

 

 神に対し、主に対し、いつも深いお導きをいただきこの溢れる悦びを

棒げて感謝いたします。 
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【己を生かす】1989-11 月 

 

 人間は誰でも心で理解することも、ものを見ることも皆一緒と思って

いましたが、正法を学んでいくうちに、顔が違い性格が違うように、そ

れぞれ皆違うのだということが初めて分かりました。同じ言葉を聞いて

も、理解の仕方が皆違うことを知って大変驚きました。 

 また、大方の人が理解しているのに、一部の人は聞いていない部分が

あったり、また、全く聞いていなかったりしていました。意識は、同時

に二つ以上の方向に向けることが出来ないわけですから、聞いていなか

った人は、いっときの間話してくださっている人の話しを聞かないで、

他のことを心の中で思っていたのです。ですから、そこだけが抜けたわ

けなのです。 

 一生懸命に聞いていたけれども、その話された意味が理解出来ない人

もいます。また、自分の思っていることを充分に話すことが出来ない人

もいます。重症の人になると、見ることが出来にくかったり、聞くこと

が出来にくい、或いは、話したくても、言葉が口から出にくい人もいま

す。これまで法を学んできた中で、このような方に沢山お目にかからせ

ていただき、初めて人間の心の実態にふれたように思いました。 

 神がおぼしめされて、この大宇宙をお造りになられ、いまのこの一瞬

も神のみ心の通りに、精妙に生き続けています。私たち神の子もまた、

神のご意志によってこの地上に出させていただきました。私たちは神の

ご意志の通りに、この地上を生きていかなければならない、生きること

をお誓いしてここにいま出させていただいた訳でございます。生まれた

環境の違いも、また自分自身が考えに考えて計画し、お願いして出させ

ていただいたとお教えいただきました。 

 私たちがこの地上に出るには、父、母という両親のご縁をいただかな

いでは生まれることは出来ません。生まれる前、お母さんのお腹にいる

ときから、ご両親の思いと行いの影響を受けてくることも教えていただ

きました。 

 現実にこうした方々にお目にかかって、どんなときも心の調和が大切

なことを知りました。 

 特に夫婦は、深い愛によって結ばれていないと、その影響が子供に伝

わっていき苦しむことになることを知りました。先生は愛する子供の死

や病気、怪我などは殆どがその親に対する警告だと教えてくださってい

ます。如何に夫婦が円満に生きなければならないか、その責任は重大で

あることを知りました。 
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 両親が子供に対してお互いに心からの愛を与えておれば、皆心身共に

健全な子供に育っていくことを知りました。それが、お父さんなり、お

母さんが自分勝手な都合により、子供に対する愛の手抜きをすれば、必

ずその付けは、何時の日か必ず初めに述べましたような形となって、巡

ってくるのであります。世の父や母は、このような事態に立ち至っても、

まだ自分達の愚かな諸行の故と気付かないのであります。挙げ句の果て

には、お前が悪い、貴方が悪いからなったんだと言って喧嘩になります。 

 結婚は、名誉のためにするものではありません。地位を得たいために

するものではありません。お金や財産を中心に考えてするものではあり

ません。また、親が結婚するのではありません。子供が結婚するわけで

すから、子供の意志が充分に尊重されたものでなくてはなりません。結

婚する者同志が愛を根底にしたものでなければ、必ず破綻するでしょう。

何故かと言いますと、名誉、地位、財産、お金、学歴というものは、こ

の世だけの無常なものでありますから、それらの「もの」を中心とした

場合は、神のみ心に反するからであります。 

 夫婦、親子は、限り無く愛しあい、この世で出合えたことを神に感謝

しなければなりません。父ということも、母ということも、子供が生ま

れた時から呼称しますが、真の父と母は、これからの長い子育ての課程

で、徐々に父となり、母となっていくのであります。それが、いきなり

父や母になったようでも心は未熟なので、ついつい自分の思いや行いを

優先し、子供に対して深い愛の手を差し伸べることを手抜きしてしまい

ます。つまり、夫婦がそれぞれ自分の我欲を中心とした、サイクルで子

供を育てていきがちであります。それでは、心豊かな、明るくて暖かい

子供は出来上がりません。 

 子供を深く深く愛して育てたぶんだけ、その子は愛の豊かな人間とし

て成長していくことは、間違いありません。母のお腹にいるときから、

父と母、二人の調和された愛情というエネルギーによって、子供の肉体

細胞の分裂が出来成長するのだということを、教えていただきました。

夫婦が不調和であれば、既にお腹にいるときから、子供の心身の不調和

も始まっているということになります。 

 先生は、三歳までにその人の人生の三分の二までが出来上がってしま

うのだと、教えてくださいました。夫婦は寝ても覚めても常に話し合う

ことが大切であります。心を裸にした話し合いを積み重ねることによっ

て、より信頼が増し、愛情もまた大きく育っていくのであります。親子

の場合も、調和された両親がいつも子供を褒めたたえながら、明るく楽

しく話し合い、子供を中心とした家庭生活をつくるように努力しておれ
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ば、必ずや心豊かな子供に成長するのであります。 

 両親からの愛情が不足して育ちますと、心が歪んできますから、性格

的にも円満な子供でなくなり、その心の状態は年老いても何時までもそ

のまま持ち続けていきます。子供に対する愛情は両親以外の人は与える

ことが出来ないと思います。一組の夫婦が調和した生活を営むというこ

とが、如何に重大であるかということがお分かり頂けると思います。心

美しく清らかな子供の心を傷つけるのは、最も愛する筈の両親や家族で

あり、心ない教育者ではないかと思います。 

 今日の教育は学問が優先で、最も大切な心が失われてしまっているか

らであります。殆どの教育者には神のみ心がありません。したがいまし

て、自分を愛し人を愛するということが理解されていません。教育の根

本は「愛」であります。愛は父と母から頂き、それを土台にしてより豊

かに自分自身が培っていくために、いまこの世に生を頂いているのであ

ります。若しその課程がうまく出来上がってきていない人が教育者とし

てあるとすれば、神の子をお預かりすることで自らの魂を磨いてくるこ

とを願ってきたとしたら、誠に恐ろしいことだと思います。 

 先生は、学問は知識であり知恵の呼び水であるとお教えくださいまし

た。また、病気は真の人間である心が病んでいるから、乗り物である肉

体もまた病む姿であります。その魂の歪んだ心を修正しなくて、いくら

薬を飲ませたり注射をしても、いたずらに自動車の板金修理をしている

のと変わらないことで、その車に乗っている人を治療していない、つま

り、その根元を治療していないのであります。 

 このように、教育を見ても、医学を見ても形にとらわれてしまい、真

実が分からなくなってしまいました。私たちは、心正しく生きる学習の

ために、いまこの地上に出させて頂いたのであります。心正しくとは、

如何に神のみ心に沿って生きるかということであります。心こそ総てで

あります。 

 仕事も自分の心を磨き豊かにする一つの手段にしか過ぎません。仕事

を通して、己を生かし他を生かすという、愛の学習をさせて頂いている

のであります。経済は足ることを知って相互に生かし合うものであって、

相手を攻め倒すものではありません。経済力、財力、政治力、法力、力

のつくものは総て神のみ心ではありません。地獄は力関係の世界であり

ますが、天上の世界は、愛の世界であるからであります。 

 お金や財産はこの世だけのもので、あの世まで持っていかれるもので

はありません。前にも述べましたが、肉体を初め名誉、地位、財産、金

というこの世限りの無常な「もの」は、真に正しいものではありません。
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真に正しいものは、肉眼では見ることは出来ません。肉の手では、触れ

ることは出来ません。このため人は、肉の目で見え、肉の手で触れるも

のこそ正しいものと錯覚してしまったのです。 

 肉の目に見え、肉の手で触ることのできるものを、「もの」と言いま

す。この「もの」には、総てにその意識が同居しています。その意識の

中心を心といいます。その意識は心の目でしか見ることは出来ません。

反省して心を浄化していったとき、心の目が開かれ見ることが出来ます。

先ず自分自身の心の欠点がどんなものであるか分かっていなくては、修

正していくことは出来ません。そこで、自分の心身が健全であるかどう

かを点検して見ましょう。 

 愛する我が子の心身が、健全であるかどうかを早急に点検して見まし

ょう。若し、不健全なところが発見されたら、法によって自分の心を修

正しましょう。また、子供にたいしては、愛を二歳三歳のときに帰って

与えましょう。神は、神の子に対してその過ちを許される慈悲として、

反省ということをくださっています。反省については、人間釈迦または

月刊誌を読んで学習してください。 

 また、如何に厳しい環境に生まれようとも、総ての魂が歪むというこ

とはありません。魂のバランス感覚のしっかりしたものは、自分自身が

悟ってその歪みから立ち直ることが出来ます。過ぎ去った人生の厳しさ

が終わって、やれやれといって安楽の中に安住してはいけません。厳し

かった環境や、厳しかった父や母がくださった、善は善として自分の中

で大きく育て生かしていくためのものであります。 

 父と母にいやなことがあったとしたら、それは必ず自分自身にもある

ものであります。自分自身の中にあるものはどうしても気付きにくいも

のであります。ですから、幼いときから父や母のいやな姿を見ながら、

自分は大人になったらあんなことは絶対にしないでおこうと、心に堅く

誓って成長するのです。でも、殆どの人は、大人になったら父や母と同

じいやなことをして、人から嫌がられているのであります。 

 私たちは、あの世から選んできた生まれた環境の中に、自分を最大限

に生かす「かて」を秘めて来ているものと思います。ですから、何時ま

でもその選んできた環境を、生かしていくように精進努力すべきものと

思います。昔から諺に「他人の苦労を買ってでも苦労せよ」ということ

がありますが、正にその通りだと思います。この世は精々苦労すべきだ

と思います。苦労を経験していく中で、人から頂く暖かい愛が心に染み

渡り、心から感謝を捧げるにはどうしたらよいかを考え、人の愛を通し

て神の慈悲を知っていく人もあることでしょう。過ぎ去った人生の中で、
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一番苦労した時が一番充実した幸せなときであります。そしてこのとき

に法に触れていくのです。 

 また、大自然を通して神の慈悲を悟っていかれる偉大な方もおられま

すでしょう。いま静かにお釈迦様、イエス様、高橋信次先生のお選びに

なられた環境を思いますとき、それぞれが厳しい環境にお出ましになら

れ、苦労の末大悟していかれたのでした。先生には、何時までも生まれ

故郷にお帰りになられて、田植えや秋の取り入れをされていたことがご

著書に書いてありましたが、その深いお心のほどが偲ばれ胸が熱くなり

ます。父や母の苦労しておられたお姿を何時も思い出し、心からの感謝

を捧げながら生きることが、真の供養ではないかと思います。 

 私は、神のお導きにより、この人生でこれまでに多くの魂と出会い、

そして別れました。今日も一人の魂と今生の悲しい別れをいたしました。

その方々の計り知れない愛の供養によって、いまあることを心から感謝

いたします。残された道のりの中で、この頂いた宝を精一杯生かしてい

きたいと念じております。お目にかかった多くの魂が平安でありますよ

うにお祈りいたします。 

 

 神に対し、主に対し、いまこのようにお救い頂きました悦びを捧げて

感謝いたします。 
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【法灯絶やすべからず】1989-12 月 

 

 今から 20年ほど前に比叡山に行ったとき、お坊さんが次のようにお

話しして下さいました。 

 「ご開山の伝教大師さまは、法灯絶やすべからず、と言い残していか

れましたので、我々は戦時中の物資不足のときにも、自分達の手で油を

作りお灯明を消さないで来ました」 

 読者の皆様には、このお坊さんのお話で、もうおかしい所がお分かり

になられたことと思います。 

 お大師さまは、お灯明を消すなと言われたのではなく、「私から学ん

だお前達の心の中にある神理を消すことなく永遠に伝えていくように」

と言われたのであります。 

 何百年何千年もたってしまうと、人から人へ言い伝えられていくうち

に初めの正しいことも何時のまにか分からなくなり、形式化されてしま

ったのです。心のことは、どうしても目には見えないし、また手で掴む

ことも出来ない訳ですから、正しく精進をしていないと理解出来なくな

ります。 

 心に頂いた「神理」、「法」がもうお灯明とかローソクの灯にすり変

わってしまったのであります。これと同じように、かつてブッダが説か

れた教えも今日ではその教えを実行することをしないで、ただ棒読みに

読み上げるように変わってしまったのであります。どんなに素晴らしい

教えであろうとも、そのうちの一つも実行しないでは救われる筈がない

のであります。 

 お経をあげること、即ちお釈迦様の教えをただ棒読みするだけで、先

祖が救われるという習慣的な行為は正に心無い形骸化された姿という

べきでありましょう。世の中の多くの人々が、この誤った恐ろしい習慣

にたいして何らの疑問すらも感じないほど、誰もの心の中にある神の心

が汚されて分からなくなってしまったのであります。心が清らかで美し

い人なら誰でも疑問を持ち、その間違いに気付く筈であります。 

 偉大な偉大な師、高橋信次先生がご昇天されてから、もう既に十数年

の歳月が流れてしまいました。私たち、先生から法を教えて頂いた者と

して、今日この比叡山のお坊さんのお話をほんとうに笑うことが出来る

でしょうか。 

 先生がお帰りになられてからのこの十数年は、非常に大変な時であり

ました。先生が私たちを早速お試しになられたとしか考えようがないく

らい、非常に厳しい時でありました。 
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 私自身にとりましても、この大変な時は自分の修行している環境もま

た大変重大な時でありましたので、二重の大変な時でありました。たし

かに当時の私にとっては二重苦でございました。今日一日があっても明

日は考えられない、明日になったら自分の会社は倒産してしまい、長年

どんなに苦しい時も私を信じて黙々と付いてきてくれた従業員とその

ご家族の人たちや、やはりこの私を信用して可愛がってくださったお取

引先の方々に大変なご迷惑をかけることを思うと居ても立ってもおら

れないような苦しい毎日の連続でした。 

 しかし、人様には何とかご迷惑をかけないで処置することが出来る、

見通しを持っていましたので、いくらか心は楽のようでありました。一

番自分の心を苦しめたのは、人の笑い者になりたくない、というこの機

になってもまだ頑固な自我でありました。 

 苦しいときには、かつて永年の夢であった、サラリーマンの生活から

足を洗い、小さいながらも自営という仕事を始めたいと考えた時、家内

と話あった言葉を何時も心の中で噛み締めていました。私は小さい時か

ら商売をやりたい、将来は是非ともやろう、と考えていたのです。 

 ある日家内にたいして「昔からの自分の夢は、自分の力を世に問うて

みたい。事業をやってみたいんだ。どうかなあ。しかし、もし失敗した

ら浅野川の橋の下で「こも」をかぶらねばならんことになるけど、いい

かなあ」「自分のしたいことならやってみたら。初めから失敗すること

を心配していたら、何も出来んがいね。もし失敗したらしたときに考え

ればいいがいね」 

 初めから十分に自信があってのことですから、水を得た魚のようにあ

の手この手と、自分の全智全能を振り絞って事業の展開に向けて努力し

てきましたが、なかなか計画どおりにはゆきません。当初はまだ良かっ

たように思えたのですが、次第に月日がたつにしたがって、予期しない

ことが起きてきて、苦悩の世界に巻き込まれていくようでありました。 

 事業を始める前まで勤めていた所でも、何度か非常に困難な仕事を担

当させられたことがありましたが、私は何時も遠いところから自分を眺

めて、全体を見失わないように心掛けて来ました。この苦難の中でもや

はり自分のこの考え方によって全体を見極め、部分にとらわれないよう

にと努力しておりました。 

 最初の頃は、よしよしここまでお出で大丈夫だよ、といわれながらも

次第に厳しい深みへと引きずり込まれていっているような感じがして

ならないのでありました。気を付けなくちゃ、用心しなくちゃ、と思い

ながらもどんどん奈落の底へと墜ちていっているようでした。 
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 ちょうどその頃でした。義兄のご縁によって正法に帰依することが出

来ました。初めのうちは何が何だか分からないものですから、ああ、い

やだなあ、こんな所へ来るのではなかった。辞めようか、と思えば思う

ほど苦しみの方が大きくなっていくのでした。 

 やがて気が付いてみると、自分の心はこの先生の教えでなければ絶対

に救われないんだ。この教えにしがみついてでも勉強して、頑固で人に

対して厳しい自分中心の根性を叩き治してやろう。これしかない。何く

そやるぞ。負けてたまるか。人よりも二、三年遅れているのを取り返そ

う、と決心して突進を始めたのでした。それからは夜も昼も着た切りす

ずめの何時も同じ格好で、起きているのか寝ているのか分からないよう

な毎日を過ごしていたことを覚えています。 

 今になって、先生にお救い頂いたことを整理してみますと、大別して 

 第一は誠に遅い時期ではありましたが、先生に直接お目にかかり法を

学ぶことが出来た。 

 第二はあの大変な時がなかったら、他力だけで自力を出すことが分か

らなかった。 

 第三は自分の環境が厳しかったので法を心に落とすことが出来た。 

 第四は先生から頂いた「そこには法がないんだよ」という一言のお言

葉であった。 

 第五は先生から自分の使命をお示し頂いた。 

 第六はクラリオ様から心の指針を頂いた。 

 第七は守護霊から心の在り方をお導き頂いたことになると思います。 

 

 このご指導を頂いたお陰様で、当時自信のなかった不安定な自分の心

を、しっかりとした自信に満ちたものに確立させて頂くことが出来たの

であります。 

 ある時、奈良にある心を指導している所が正しいのか疑問に思って、

先生にお伺いしたら先生は一言「そこには法がないんだよ」とご指導く

ださいました。私はその日から何時も先生のそのお言葉が心に引っ掛か

っていて、いつもいつも馬鹿の一つ覚えのように、「そこには法がない」

「法がない」と心の中で自問自答していました。法がないということは

逆に考えると法があるということになるなあ、と大分たってからこんな

考え方のあることに気付きました。でもやはり分からなくて、法がある

とは一体どんなことなんだろう、と今度は反対の面から考えて見ること

にしました。しかしさっぱり分かりません。 

 ご指導頂いたあの時直ぐに先生にお聞きすれば良かったなあ、と後悔
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してみたり、いや、先生は多分自分で考えなさい、とおっしゃられたに

違いない。たしかあの時自分の心が先生のお心を汲み取って判断したじ

ゃないか、とあれこれ思ったりもしました。 

 このように当時は法については、頭で分かっているけど心では分かっ

ていない、という状態で全く自信のない自分でした。 

 昭和五十七年も押し迫った暮れのことでした。初めて月刊「ほくりく」

誌を創刊するということで、その原稿を書いておりました。その時もや

はり何時ものように言葉に出して、「法がある」「法がない」「法がな

い」「法がある」、と自分の愛用の万年筆を机の上に出してみたり、後

ろへ隠してみたりして例の問答をやっておりました。この姿を人さまが

見たらきっと、ああ、ありゃいよいよ頭へきたらしい、ということにな

ったと思います。 

 その時何回かやっているうちに、あーなぁんだ、こういうことなのか

ー。うわぁー分かったぞ。やっとやっと分かったぞー。と嬉しい快さい

を叫んだのでありました。七年という歳月を経てやっと分からせて頂い

た時、同時に初めて高橋信次先生が偉大な偉大なお方であることが分か

ったのであります。 

 先生のお言葉の一言すらも何も分かっていないのが我々なんだなあ、

一言のお言葉のかけらすらも分からない、ということすらも分かってい

ないのが、大方の人ではないかとさえ思えてきたのでした。 

 法が心で分からない限り先生のご指導は何にも心に落ちないんだな

あ、ということが分かったのです。法とは自分自身が困苦欠乏の苦労を

しないことには、心には落ちないんだなあ、と初めて分からせて頂きま

した。長年の間事業を通して苦心惨憺してきたのは、この法を心から理

解するために協力し、激励してくださっていた計らいだったのだ、とい

うことがやっと分かってきました。 

 私は自分で自分が生活出来るように自分の事業を起こして良かった

んだなあ、小さい時から自分は将来大人になったら、商売をやるんだ、

と思っていたことはこの今日「法」を知るためであったのだ、道理で先

生に初めてお目にかからせて頂いたとき、「先生、私は前の職場を捨て

て今の事業をやって良かったんでしょうか」とお尋ねしたところ、先生

は「それで良かったんだよ。もし貴方が前の職場のままで一生を終わっ

たならば、他力のままで自分の修行が出来なかったのではないか。そし

て私とも会うことは出来なかった」とご指導くださいました。 

 先生が最後に東北の地で叫ばれましたお言葉が、いま私の心にぐいぐ

いと食い込んでくるように感じられてなりません。 
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 「地球の最終ユートピアのために私たちはいま肉体を持っているので

す。そのために自分の生活の場は自分の生活の場として、今度の光の天

使は全部事業をやりながら出てきております。宗教でなど飯など食いま

せん。それが本当です。神は一銭の金などいらないのです。太陽はただ

です。神の心です。これが神理です」 

 

 私は苦しい時何時も先生のお言葉を聞かせていただきました。それは

やはりこの東北研修会の時のご講話でありました。 

 

 「いま私たちはマホメットやイエスやゴーダマの説いたものを、一つ

にするために私たちは肉体を持って出ているのです。皆様はその選ばれ

た民なのです」 

 「神は己の心の中にあり、己の嘘のつけない善我なる心こそ神なので

す。神は形づくった中にあるのではないのです。次元の違った世界なの

です」 

 「本当の自分を見るように私は教えているのです。それは心です。魂

です」 

 「太陽を初めとして生活出来る一切の動物、植物、鉱物総て、神は皆

様に与えてあるのです。それを取らないだけです。取り方が分からない

だけなのです。何を欲するのでしょうか。物質や経済は無常なものです」 

 「真の人間の幸せを得ようとするならば、先ず最も大事なことは、健

全な精神、心です。その次肉体です。その次に生きるための経済です。

経済は衣食住です。この五つの大調和があって初めてユートピアが出来

るのです。それが真の道です」 

 「皆さんは同じ太陽のもとで総てが平等なのです。いま皆様から自分

の地位と名誉と財産を差し引いたものを想像してください。何が残りま

すか。それがいま皆さん自分自身なのです。地位や名誉や財産は永遠の

ものではありません。真の皆さんはそれを差し引いたものです。この世

を去る時の真の姿なのです」 

 「真の宗教とは、宇宙の人間として生きる道を教えているのです。そ

して人間に生きる悦びを与える道なのです。神は人間の作ったものを欲

しません。大事なのは美しい一人の人間の心が欲しいのです」 

 「いまの一秒一秒一日一生の己自身の完成が、皆さんをより大きい広

い豊かなものにしていくのです。いま厳しい経済的環境にあろうとも、

悲観することはないのです。いまその厳しい環境の中で、いま皆さんは
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自らの魂を学習するために、いまその体験をしているのです。例え、経

済的に恵まれていようとも、その環境に安住するものではないのです。

恵まれているならばそれを大事にし、気の毒な人たちに真の愛の行為を

無所得のままにしてやることなのです」 

 「皆さんは自らに目覚めなさい。自らの心を開きなさい。小さな自分

を捨てなさい。偉大なる神の光に目覚めなさい。それは愛です。それ以

外にないということです」 

 

 どんなに暗く苦しい時でも、この先生のお言葉を聞いているうちに、

心は暖かくなり、心の内から勇気が湧き出てくるのです。こんなことで

くじけたらあかんでー。がんばらなくちゃー。と心が高まり悦びに満た

され、涙が溢れてくるのでした。何回、いや何百回聞いたことでしょう

か。いまなおこのお言葉を聞くごとに、感動で心が打ち震えてくるので

す。その感動は益々日を重ねるごとに大きくなってきました。 

 偉大な主のお導きは、このように神の子の魂を揺さぶり、燃え上がら

せ高めてくださっていくものなのですね。「お前達は選ばれた民なので

す」、なんと偉大なお言葉でしょうか。なんと深くご信頼くださったお

言葉でしょうか。この世にはない、なんという素晴らしい励ましのお言

葉でしょうか。これだけでも身に余る光栄であります。この付託にお応

えしないでは、このお言葉が心に響かないようでは、今生この地に出さ

せて頂いた資格がないのではないかと思います。これだけでも私の心は

感動で何もかも霞んでしまうのです。 

 さて、前述の法とは何かというところに戻りますが、法とは、高橋信

次先生がお話くださった、お教えくださった一言一言が総てが法であり

ます。こうしなさいと言われたことはその通りに素直に忠実に守らなけ

れば先生の言い付けに反することであります。 

 どんなに小さいことであろうとも、それが忠実に守られ実行されてい

なければ、それは先生の弟子であるとは言えないと思います。また、法

を実行、実践しているつもりでも、その方のお心が法を理解していなけ

れば、その行動は法から外れてしまいます。外れていることすらも分か

っていない状態を時々見掛けますが、本当に悲しいことであります。 

 人間は生きることについてあらゆる努力の限りを尽くさないでは、人

間としての真の感動、感激という心の悦びを知ることは出来ない、つま

り、苦労しないでは、法は心にはなかなか落ちないのではないかと思い

ます。私は長年の間、自分の心を見つめ、また人さまのお姿を拝見して

きましたが、何時も人間の心の内には、信と裏切りの思いが背中合わせ
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に同居しているように思います。 

 信ずるという心の壁は自分自身が一秒一秒のどんなに些細なことで

あろうとも、そこに法を生かして報恩感謝の時を過ごしていなければ、

堅固に塗り上げてゆけないものであります。毎日毎時自分の好きなもの

を頂き、好きな所へゆき、好きなように生活をさせて頂いていることを

一つ考えて見ても、何と幸せなことでしょうか。 

 ところが人間は安楽の中で生きていると、どうしても不満、不信、と

いうものを持ちがちで、その心がどうして起きたのだろうか、本当に正

しい思いなのか、ということを自分中心の思いから離れて眺めて見ない

と間違ってしまいがちであります。 

 自己中心の心から発生するものを縁として魔が心に入り込み、不信と

か不満の心をあおりたてて心の師とか友の間を裂いて引き離してゆき

ます。魔は誰でもない、愚かな己の心が呼び込むものであります。折角、

今生意気込み勇んで張り切って出てきたのに、その悲願も悲しくぶち壊

すのは誰でもない自分自身なのであります。 

 心のなかにあるイエスを裏切ったユダのような心を根絶やししない

限り、いつも私たちは法を裏切り、自分の善なる心をも裏切って生きて

いるのです。それでは幸せの道はなかなか遠いと思います。自分が精一

杯の努力をしないでこの教えでは救われない、主人の病気が治らないの

はこの教えが間違っているからや、と言っているとしたら、その方の真

の心は何と悲しんでいることでしょうか。 

 主が叫ばれているお声すらも忘れてしまって、まだ他にこれ以上の教

えがあるといって迷っておられる方のお姿ほど哀れなものはありませ

ん。誠にお気の毒という他ありません。この世を去る日が一日一日と近

いというのに、なんとも悲しいことと言わねばなりません。 

 法は寝ながら口を開けたままでは、与えられません。与えられても自

分のものにすることが出来ないのです。いくら学習会に出ようとも、先

生のご講話を聞こうが、自分自身が目標を建てて自分のものにしようと

いう実践努力をしない限り、法の中に正法者として生きることは出来ま

せん。先生からご指導を頂いた方で、間違った方向にいっていることに

も気付かないでおられるのは、一に心の中で、「先生は亡くなられて、

もうこの世にはおられない」という間違った考え方をしているからであ

ります。 

 自分の思いと行いが、先生がご在世の時と、ご昇天後と変わるという

ことは、法に対する理解がたりないからであります。法は普遍、不動、

不変であります。この世もあの世も変わることはありません。その行動



292 

 

がくるくる変わるということは、その指導者の心が法を正しく理解し実

践していないということでありましょう。 

 先生は天上の世界から何時も私たちの心を見通しておられると思い

ます。先生は亡くなってはおられません。先生は生き通しであられます。 

 「年を経て 心の道に迷いなば 法をたよりに 正道をゆく」 

 

 先生がお詠みになられたこのお歌の中にも、人間を頼りとするのでは

なく、私が説いた法を頼りとして生きてゆけ、と教えておられるのであ

ります。人間を頼りとするということは、先生がご在世の頃、先生の側

近の高弟であったとか、過去世では高名な光の天使であったとかいうこ

とを物差しにして学習している姿を言うのであります。また、法を頼り

ということは、高橋信次先生が説き明かされた神のみ心を生かし、その

み心のままに生きることであります。 

 法は永遠に正しいものでありますから、これを信じ実践する者はその

お心の深さだけ、悦びに満たされ、今生に引き続き来世も、永遠に幸せ

の中に生きられるということであります。こんなに有り難い確約してく

ださる、確証してくださるお言葉がこの世にあるでしょうか。明日まで

絶対に生きられるよ、という確約を頂いている方はこの世に誰一人いな

いという事実は、どなたも反論する余地がありません。 

 一分後の自分の身の状態すら分からないというのに、この道さえ歩め

ば永遠に救われるのだ、というこの断定したお言葉は誰でも言えるもの

ではありません。ましてや、先生は地球上のあらゆる国々のしかも古代

の言葉までをも自由自在に駆使されて、私たちに法を説いてくださいま

した。私たちが理解できないような高度な科学方程式によってご説明く

ださいました。愚昧な私たちを見下げることもされないで、暖かく優し

く慈愛一杯で時間のたつのも忘れて、ご指導くださいました。そのお姿

は、正に神とご一体のお姿でありました。 

 私たちごときには、到底この世は勿論のことあの世でもお目にかかる

ことは出来ないお方であります。その偉大な聖なるお方のご指導をこの

世で頂けるということは、何にも勝る大きな悦びであります。筆でも言

葉でも言い表すことが出来ないとは、このことをおいて他にはありませ

ん。私たちは、先生から「法灯絶やすべからず」という重大な使命を頂

いているのであります。 

 法に入門された方全部がその光栄あるお役を頂いているのでありま

す。その私たちが、心血を注いで悟られ、寸暇を惜しんで道をお説きく

ださった先生の「法」を食い物にしたり、自分の考え方を入れて間違っ
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た方向に持っていくようなことがあってはなりません。それは言うまで

もなく、この上もない重大な罪悪と言わねばなりません。ただただ法を

正しく学び、正しく実践してゆくことに尽きると思います。正しく実践

すれば必ずや神の光にみたされることでありましょう。 

 千九百八十九年というこの年も、あと残り少なくなってしまいました。

この一年の間に嬉しいこと、悲しいことが多々あったことと思いますが、

一つ一つ整理されて心の宝とされますようお祈りいたします。 

 今年も陰に陽に大変お世話になり、またお導き頂きましたことを心か

らお礼を申し上げます。 

 来る新しい年が更にお幸せの年でありますようにお祈りいたします。 

 

 主に対し、今日お許しを頂きこのように生かして頂いております悦び

を捧げて感謝いたします。そして法を正しくお伝えしてゆくことをお誓

いいたします。 
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【1990 年分】 

 

【新しい年を迎えて】1990-1 月 

 

 明けましてお目でとうございます。 

 今日というこの一日が、主のみ心に適った一日でありますようにお祈

りいたします。 

 春であろうと、夏であろうと、また秋であろうと、冬であろうと夜空

にはいつもきらきらと、お星さまやお月さまが輝いています。しかし、

雲があると見えません。雲はお星さまもお月さまもお日さまも見えなく

します。特にお日さまが見えないと、地上は暗くなり、それによって人

の心もまた暗くなります。人間の心が暗くなるのも、心を雲で覆うから

暗くなるのだ、また、この心に生ずる雲によって、人の苦しみが生まれ

る、この心の雲は誰でもない自分の自我我欲が心のスモッグとなるのだ、

とお教えいただきました。 

 この心の苦しみとなる自我我欲を取り去り、また造らないようにする

方法は、お悟りになられた偉大な聖者のお話を聞き、反省するしかない

のであります。それは、かつてはお釈迦さまであり、イエスさまであり

ました。しかし、そのみ教えは永い年月のためにその時代その時代の人

によって変えられてしまい、今日のような形骸化されたものになってし

まいました。そこで今生は、お釈迦さまがかつて予言された通りに、こ

の日本に偉大な光の大天使が出られ、悟られて道を説かれました。その

お名前は申しあげるまでもなく、高橋信次先生であります。天上界では

主という光の大大天使であられ、私たちの魂をすべて統括されておられ

るお方であられます。それは、既にご承知のように東北研修会でお話し

くださっておられます。 

 私はこれまでこのことは十分に知っていたつもりでありましたが、心

では理解していなかったためにいつも神と主とならべてお祈りをいた

しておりました。しかし、主にご報告すれば充分でありますし、また、

心ある方ならば、自分の守護・指導霊にご報告すればそれでもう充分に

有り難いことがお分かりになられることと思います。 

 このお悟りになられた、主のみ教えを学び実践しない限り、人間の心

は救われないのであります。如何なる宗教であろうとも、哲学であろう

とも、思想であろうともそれは人が考えたものだから、人の心の苦しみ

を取り去り、その心を正しい心に立ち返らせ、真の心の悦びを実感させ

ることは出来ません。 



295 

 

 人間が苦悩から救われる道はただ一つ神仏の心を心として生きる道

しかないのです。その道は神のみ心を悟られた方しか述べることは出来

ません。あの天空に輝く太陽が唯一のように、神理もまた唯一でありま

す。お悟りになられたお方はその神理を文章によって、また科学の法則

によって、過去の世で学んだ神理をその当時の言葉で話すとか物質的な

現象や悪霊の除去などの現象、この三つの証明によってお説きになって

おられます。その教えこそ正しい法であります。 

 つまり、悟られたお方のお言葉を「法」と言います。「法」は即ち神

のみ心であり、主のみ心であります。この法は人間ばかりでなく、万象

万物すべてを生かし救います。それは法の中にこの大宇宙があるからで

あります。政治も科学も文化もすべてが神と主のみ心の中で生かされて

いるのであります。 

 私たちのいま生かされているこの地球も、すべて主のみ心のままに生

かされているのであります。このように法のない宗教や哲学、思想では

人間の心は救われるはずがないのであります。故に今日は末法と化して

いるのであります。 

 心正しく生きることのすべを知らない人間が考えたものとは、くらぶ

べくもない深遠で偉大な偉大な貴いみ教えであります。そして、それは

我々が百年かかって考えても分かるはずもないものであります。教えて

いただいて初めて心にかすかに蘇り、反省と自覚と実践により、心の汚

れた皮が一枚一枚剥けてゆくごとに、悦びと勇気と希望とが湧き上がり、

人生の真の悦びに触れることが出来るのであります。 

 その地上に生まれ出たすべての人、なん人といえどもみなこの法の学

習、実践のためにいまここに在るのであります。にもかかわらず、大方

の人は、その道を見失い、名誉、地位、財産、お金、肉体という「もの」

にとらわれてしまい、いま、やがて発車するであろう地獄行きの特急列

車に乗り合わせて、はかない喜びに酔っているのであります。 

 貴方の所は、新興宗教をやっておられるんですってね。道理で立派な

お家を建てられ、いつもいい身なりをしておれる、と思った、と言われ

る方があったり、貴方はなかなか世渡りが巧いから、と言われる方や、

こんなことをやることよりも商売の方が大事やがいね、と忠告してくだ

さる方がおられたりします。私なり、私の家族に直接面と向かって言わ

れる方がある位ですから、世の中ではどんなふうに言われているか計り

しれませんが、そんなことよりも、いま目の前にある素晴らしい光が見

えないとは、悲しいというか哀れという外ありません。 

 この地上の五人に一人の方があの世で法に帰依することを誓って出
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てきているのだ、とお導きいただきましたが、現実はなかなか厳しいよ

うであります。でもこの法に目覚める方が多くなればなるほど、国と国

との争いや人と人の争いはなくなり、調和された神の王国が出現するの

であります。この日の一日も早い到来を祈念しつつ、伝導に自己確立に

と精進しなければならないと思います。 

 主と一人一人がお誓いしてきた伝導の人数が、その人によって何百人

か何千人か分かりませんが、なにしろ回りの人々に法を伝えてくること

を堅く誓って出て来ているのだと教えていただきました。太陽は熱く燃

えたぎり、その光と熱を限り無く永遠に、私たちに与え続けてくださっ

ています。このお姿のように、私たちもまた法によって自分の心を、い

よいよ燃え上がらせた日々を送り、この混濁した世の中にあって、人々

の心の太陽のような存在となるように、学習実践の努力を積み上げてい

かなければ、主の付託にお応えすることは出来ないように思います。 

 主の申された「あなた方は選ばれた民なのです」というお言葉は、先

ずいまそれだけの自覚を持って生きておられますか、ということだと思

います。人々の中にあって、あのお日さまのような存在へと向けて精進

しておられますか、ということだと思うのです。「ああー、やはりこの

魂を選んで良かった。思っていた通り愛を出し切って頑張っている。こ

の世のものにとらわれないで、自身が選んだ環境を見事に乗り越え生か

している。何時も法によって正しく自分の心をみつめ、自分を捨てる努

力をしながら勇気を出して、期待に見事に応えている」、いまこのよう

な主の祝福がいただける自分であろうか、と考えてみました。 

 それだけに私たちの道は平担なものではないはずであります。人にそ

の範となるような道を選んできたとしたら、それだけに人の十倍や百倍

の精進努力を乗り越えていかない限り、棚ぼた式に独りでに悟り、道が

ひらけていくことは絶対にありません。むしろ、一般の人よりもその道

はうんと厳しいものだと思います。人が体験しないようなより厳しい道

をいただいて、初めて人の中にあって太陽のような存在になれるのだと

思います。そして何よりも自分自身が最もいい知れない深遠なる悦びに

包まれることでありましょう。 

 日々の大自然の素晴らしい現象は、私たちがそれだけのものをいただ

ける精進努力を、積み上げたかということを先ず考えて見る必要がある

と思います。でないと、いたずらに自分の感情で判断してしまい、その

結果、自分だけでなく他人の心まで汚してしまうようなことになりかね

ないと思います。何事にも止観することが大切だと思います。自分が語

る言葉は何時も責任が伴います。それだけに正しく確認したり、確証が
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ない限り言えません。言うことによって、自分の心を苦しめ人の心まで

苦しみを与えてしまいます。それが法という物差しによって、正しいか

どうかをよく確かめてから言えばみんなが心が平安に生きることが出

来るのであります。 

 法の間違いは昔も今もその中心から崩れていくものであります。この

日本を中心として伝えていく私たちから間違っていくことは、その先へ

いくにしたがって大変大きな誤りに発展し、やがては末法の原因となっ

ていくのであります。正しい実践は法の学習の場だけのものではありま

せん。肝心なのはその学んだものをどれだけ家庭においてまた職場にお

いて実践の努力をしているかであります。どうしても、家庭や職場では

殆どの方が法を知っていない訳ですから、自然とその環境によって従来

の自分の我欲を中心としたパターンとなってしまいがちとなります。そ

れでは当然のこと、自分の心は愛豊かな心に育ってはいきません。二重

人格者といわれても仕方がありません。自分の心がどうしても平安にな

らない、いつも苦しみの堂々巡りだと思われる方は、この当たりを点検

してみられては如何でしょうか。 

 次に正しい唯一の神と主の存在が正しく心で信じられているかどう

か、もう一度点検してみていただきたいのであります。拝見しておりま

すと、何時までたってもこれ迄信じていた神とか仏や、思想や哲学がど

っかりと心に居座っているのを見受けることがありますが、それではい

つまでたっても救われていかないと思います。まだ間違ったものを持っ

ておられる方がお出でしたら、思い出すごとに心から神に対して自分の

過ちをお詫びをすることが大切であります。 

 信ずるということは、一歩間違うと宗教であろうと、思想であろうと

非常に恐ろしいこととなります。その人が信じたものと絶えず意識が通

じ合っているからであります。如何にその人が表面上のものを信じてい

ようが、その裏にいるその実体をも信じてしまったことになるのであり

ます。人間の愚かな眼では物の姿しか見えませんから、見えないものを

否定してしまいます。 

 しかし、真実なものの実体は、肉眼では見えないのでありまして、心

の眼で見ることが可能であります。電線が見えてもそこを流れている電

流が見えないように、その物質的な形は見えるが、そこにある真実なも

のは見えていないのであります。それには各人が法を学び実践しない限

りその境地に到達することは出来ません。ですから、長年の習慣の中で

どうしてもその形的なものを信じてしまいます。しかしそこにいる実体

は、あの世の誠に恐ろしい悪霊が殆どであります。何故ならそれらには



298 

 

法がないからであります。人間の造ったものには必ず欲望がつきまとい

ます。その欲望が地獄の悪霊を呼び込む訳であります。 

 今年の年間実践目標は、「法灯絶やすべからず」であります。この目

標を達成するには先ず法を学び正しく実践する努力をすることであり

ます。人間である以上満点をとることはなかなか至難のことであります

が、一歩でも半歩でも自分自身の欠点を法によって修正していく決意と

不断の努力が、やがて法に生きる自信と悦びの世界に到達出来るのであ

ります。 

    ◇     ◇     ◇     ◇     ◇ 

 主よいまここに新しい時、新しい年をお与えくださり有り難うござい

ます。そしていまここに在ることを感謝いたします。私たちの今日まで

の愚かな思い行いをお許しください。 

 過ち多き愚かな私たちをお許しください。 

 私たちの心に光をお与えください。心に安らぎをお与えください。 

 日々のご指導心から感謝いたします。 

 

 私たちは、いま静かに心を澄ませ、遥かなる大地と天の鼓動に耳を傾

け、我が魂の鼓動を調和いたします。 

 一刻一刻と刻まれてゆく、この神の時の中に我々が生かされ、慈しま

れ愛されてあることを感謝いたします。そしてそのお示しいただいた道

を、ただひたすら心を尽くし身を粉にして邁進することをお誓いいたし

ます。 

 

 主よ 貴方さまがお説きくださった道のなかで 

  愛に自己弁護はない 愛に立場はない 愛に報奨はない 愛に自

我はない 

  愛に甘えはない 愛に苦しみはない 愛に楽しみはない 愛には

神の心しかない 

  神の心とは調和である 

  他を生かし 助け合う 補い合う 許し合えるその心が愛の心に

通じ その心が神の心につながってゆく 

 

 生きとし生けるもの万象万物すべてに平等に、無限の熱と光とを与え

続け生かしていることに悦びを持っている太陽、あの太陽のような心に

なることが我々の目指さねばならない愛の道であることを学ばせてい

ただきました。 
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 主よ 貴方さまはまた 

  自然を見よ 自然は一刻の休みもなく動き 停止することがない 

  自然は常に動き 行じ 行ずるから正法が生きている 

  正法は行じてはじめて生かされてくる 正法は知識ではない 観

念でもない 

  あくまでも行である 正法者は 行じて はじめて自然と一体と

なる 

 

 行え、ただひたすらに実践せよ、一刻一刻の流れのなかで法を尺度と

して生きよ、そのときにはじめて悦びが生まれ感謝せずにはおれない仏

心が目覚めるであろう。やがては人の悦ぶさまが我が心の悦びとなろう。

法の道は自分があっては歩んではいけない、自分をなくせよ、と学ばせ

ていただきました。 

 主よ 貴方さまはいまこの地上の私たちに、「法灯絶やすべからず命

をかけて」とお叫びになっておられるように思います。 

 かつて「いまの一秒一日一生の己の完成がより大きい広い豊かなもの

にしていくのだ」とお諭しくださいました。 

 主よ 貴方さまがお説きくださったこと、お諭しくださったこと、お

導きくださった一言一句すべてが「法」であります。この法を基準とし

て生活してゆくならば、必ず人生の道が正しく開かれてゆくことを体験

させていただきました。また、反対に自分中心の尺度で生活したならば、

正しい人生の道が開かれてゆかないことも体験させていただきました。

そしてそのときは心は閉ざされ暗くなり感情的になりました。そのうえ

法にたいする学習は哲学的に学問化し、見えない世界にとらわれたもの

になってゆきました。そして自分の心には高まりはなくなり、冷めた心

になってゆきました。 

 主よ 貴方さまが心血を注いでお説きくださった、法の道は神の、主

のみ心の世界であります。しかし、法を心で理解していないと、この深

遠なる道のなかには一歩だって入り込むことは、許されないということ

も心で学ばしていただきました。そのときには、人は必ず形にとらわれ

た道を辿り、道がいま己の足もとにあることにも気付かず、過去世の名

声にとらわれ遠くに道を求める姿となることも学ばせていただきまし

た。 

 この神の、主のみ心を心として生きる法の道こそ、神の子としてこれ

ほど人間名利に尽きた悦びはない、これほど気高く貴いものはない、と
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いうことも心から分からせていただき日ごと夜ごと感涙にむせび感謝

申し上げている次第でございます。 

 主よ 貴方さまはまた私たちに 

 「真の道とは、宇宙の人間として生きる道を教え、そして人間に生き

る悦びを与えるものだ」とお説きくださいました。 

 人間は人生における永年の癖として、どうしても自分の頭で考えよう

とします。知識は無常である、知恵こそ心から湧き出たものとお教えく

ださいました。そのように人間が頭で組み立てたものには、心からの感

動もなく悦びはありません。そしてそこには希望もなく勇気も湧きませ

ん。ただ空しいだけであります。 

 報恩感謝の心を育て、愛の心を実践によって豊かなものにしてゆくこ

とこそ、主よ貴方さまがお説きくださいました道と確信いたしておりま

す。 

 何時も自分の心が神の光に満たされ輝いていることを想像し、信じ、

主と己がいつも直結していることを自覚して生きたいと思います。その

ためには、何時も自分の心に正しい神が主が在るように精進して参りま

す。 

 主よ 貴方さまはこの愚かな私たちに「お前たちは選ばれた民である」

と親しく呼び掛けてくださいました。それにお応えする道は、選ばれた

者なら選ばれた者らしく、誇り高く清らかに美しく正しく生き、例え一

人になっても法灯は絶対に消すことなく、主がお示しくださいます後継

者に引き継ぎ、我が使命を果たし終えたいと念じているものでございま

す。 

 常に無常な欲望から離れた生活実践を目指し、愚かな我が魂を高め美

しく生きるように努めたいと思います。 

 主よ 貴方さまが命を懸けてお説きくださいました法を大切にして、

この新しい日をいただきより深く学び、より高い実践を積み上げ「より

己自身の完成」に向けて邁進いたしますことをお誓いいたします。 

 貴方さまが、お選びになられた素晴らしい心の友に支えられ、囲まれ

て春爛漫のごとき有り難い日々を、過ごさせていただいておりますこと

を感謝いたします。 

 主のお計らいをいただき、私たちは永遠のときを越えて、いま栄光の

ときこの地に再会し、そして何時かのときのようにこうして法を学び、

今生はじめて主よ貴方さまの貴いお姿に接し、更には偉大なみ心に触れ

させていただき、この光栄に悦び感動し感謝いたしております。 

 そしてこの身この魂を捧げられる好機をお与えいただきましたこと
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を有り難く感謝いたしておるものでございます。如何に天神をも阻むよ

うな険しい道であろうとも、如何に怒涛逆巻く大海原であろうとも、主

よ貴方さまのみ心のままに法を絶叫してゆけることの幸せを感謝いた

します。このうえない悦びでございます。無上の光栄に思います。 

 主のお出ましになられましたこんなに有り難い時に、お選びくださり

崇高な使命をお与えくださり、私たちは、ただただ感激と感動で胸が高

鳴るばかりでございます。 

 主よ 貴方さまのみ手み足とならせていただけますよう、己に厳しく

厳しく他に寛容にと精進努力を積み上げてゆくことをここにお誓いい

たします。 

 

 主よ ここに新しい年の始まりのときをいただき、いま在ることの悦

びと誓いを捧げ感謝いたします。 
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【愚かな私】1990-2 月 

 

 五歳頃の村の秋祭りの時のことでした。一軒しか出ていない店につか

りきりで、散々買い食いしたあと家に帰ろうとして鳥居のところまで出

てきました。 

 そこに幼友達の操さんがしょんぼりとして立っていました。「どうし

たんや」と聞きますと「今年家のおばあちゃんが亡くなったため、お宮

さんの中へ入ってはいかんと言われたので入れんがや」と言うのです。

私は可哀相だなあと思って、たしか残っていたお金のうちの十銭か五銭

で、おもちゃだったか食べ物を買ってきてあげました。彼女がすごく喜

んでくれたので、私も非常に嬉しくなり、良いことをしたなあ、と有頂

天になって家に帰るなり「こんな良いことをしたぞー」とばかり両親に

その話しをしました。両親もさぞ「そりゃー良いことをしたのう」と褒

めてくれると思っていました。ところが、案に相違して父は厳しい口調

で「お前は根性よしやなあー。あすこの家は金持ちやぞ、貧乏人の家の

お前がなんでそんなことをせにゃならんがや。そんなことで世渡りは出

来んぞ」と叱られました。でも、私の心の中では「いいことをしたがに

ー」とすごく反発しました。 

 私は寝床へ入ってから何時ものように、天にいる私の本当のお父さん

はそんなことは言われない。良いことをしたなあー、と褒めてくれるに

違いないと思いながら泣きました。 

 そのことがあってから、私は何時も「根性が良い、根性が悪い」って、

どんなことだろうかと考えるようになりました。 

 村の中で行事があると、村の人の座る順序が自然と決まっているのを

眺めて、父の座る場所はそんな低くない、一番上や、みんなの上に座る

人や、なんでこんなふうになっているがやー、と悲しい思いをいたしま

した。だんだんと大きくなるにつれて、田圃の持ち高によって、座る順

序も決まっていることが分かりました。 

 いまから思うと、父はさぞかし悔しかったことだろうと思います。本

家の没落によってこんな悲しいことになってしまった。一日も早く失っ

た本家の田圃を買い戻さなくては、と決意を新たにしたことだろうと思

います。いま、当時の自分が思ったことを振り返って見ると、きっと父

の魂の次元が高かったので、美しい子供心で何とはなしにそう思ったの

ではないかと思うのです。やはり父はみんなの上に座る人やーと。 

 私は小さい時には、何故か自分の家が貧乏だと思ったことがありませ

んでした。きっと父の才覚が上手で、家族にそんな困ったところを見せ
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なかったのではないか、と思います。 

 私は旧制中学を出てから、父の勧めで旧国鉄に就職いたしました。終

戦の混乱期に推されて、国労の中の管理部分会の青年部長をしていた時

がありました。たしか、昭和二十四年頃だったと思いますが、ＧＨＱが

発令したレッドパージによって、それまで労働組合に押され気味だった

当局が力を盛り返し、都合の悪い者を、そのパージにことよせて整理す

る手段に出ました。 

 私もその中へ入っていることを早くから知っておりましたので、早く

から身辺を整理してその発令を侍っていました。そんな状態の中で、私

は心の中で、この際退職して、かねてから考えていた自動車の整備工に

なって、将来は自動車関係の商売をやろう、と考えていました。いよい

よ念願の好機到来とばかり、当時の石川陸運事務所長に相談に行きまし

た。 

 しかし、その方の反対意見を聞いてもう少し時間をおいても遅くない

なあ、と思い諦め私が左遷された理由の一つとして考えられたことは、

当時私が所属していた職場の責任者は、当時世の中の環境は食料事情が

極端に悪かったので、仕事よりもむしろその方に精を出していて、我々

部下の夜の暖房用の木炭とか、仕事をやりやすいようにする配慮を余り

されないので、みんなが陰でぼそぼそ悪口を言っていたので、ある日私

はその上長に向かって、みんなの不満を言ったのです。当時は二十二、

二十三歳の頃で最も張り切っていた頃のことでした。ですから、誰も怖

いもののない時でした。その方は多分に私が言ったことでカチンときた

様子でありました。 

 一方私の回りのブーブー言っていた人たちは、いざとなると知らぬ半

兵衛で、悪者は私一人だけという結果となりました。上の人が黒いカラ

スを白いと言ったら「はい、そうです。白いです。もちろん白いですと

も」とまるで今までとは引っ繰り返ったような、その姿に対して非常に

疑問を持ちました。そして人の心というものが分からなくなってしまい

ました。この事件が私の人生の二つ目の大きな疑問となりました。黒い

カラスを下の者に白いと言わせて満足している人を見て、不思議でなり

ませんでした。 

 私は程なく予想通りに現場へ左遷されました。当然のこと、仲間から

は送別会もしてもらえないまま冷たい視線の中を放り出されたのでし

た。私はその上司を恨むことよりも、自分にとって不利になるとプライ

ドも何も捨てて、得になる方へ走る人の姿に大変驚いてしまいました。

人の心って、自分の都合によってくるくる変わるものだなあ、と心の底
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深く感じ取り忙しい思いに包まれました。 

 かつての同僚が肩で風を切って歩いて行く、その横をアメリカ兵の荷

物をかついで行く自分を非常にみじめに思いました。かつて管理部門で

指導していた、その現場機関へ一職員として放り出されたのですから─

──。 

 「東風吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春を忘る

な」 

 私は何時も菅原道真が配所で歌ったこの歌を思い出し、配所の月を眺

めるとはこんなことなんだなあ、と自分が今置かれている環境のにがさ

をしみじみと味わいました。そして将来人に対して感情的なこんな仕打

ちはしてはならない、と堅く心に誓いました。人の悲しむことをしては

ならない、人に喜ばれることをしてゆかねばならない、それが人間とし

ての道だと思いました。 

 昔から「捨てる神あれば拾う神あり」という諺があるように、私は一

年間でまた元の所に拾われたのでした。 

 私は小さい時から泣きべそで、しかも大変な臆病者であり、またとて

も寂しがりやでした。男の子が遊ぶようなことはみんな苦手で、家の中

で一日中本を読んでいることが好きでした。寂しがりやは今でも相変わ

らずです。家でも会社でも、何時も回りにいる人が一寸でも用事で外出

していておらなかったり、ましてや休んだりすると寂しくて自分一人置

きっぱなしにされたような孤独感に陥るのです。 

 ある人が私の青年時代を評して、「厭世者」といった感じのする人の

ように思った、と言われたことがありました。私は旧制中学二年生の頃

から、感傷的な人生悲観論者となり、何時もこの人生は無情で悲しいも

のと考えて生きていました。いつもかもこの宇宙と人生との在り方を、

ぼんやりと考えていることが好きでした。 

 人生は美しく清らかに短く生きたい。自分の両親は天にいる。現在の

両親は仮の親だと考えていました。男同志が激しくぶつかりあう闘争的

なことは、好きではありませんでした。人間が争って勝ち負けを決める

ようなことは、好みませんでした。また、過去を振り返って見るという

ことも、好きではありませんでした。当時の私は、後ろを振り返らない、

前を見ることに一生懸命の生き方をしておりました。ですから写真を撮

ることも余り好きではありませんでした。 

 さて、五十歳になってやっと高橋信次先生にお目にかかることが出来、

これまで長年の間持ち続けてきた二つの悩みは体験を通して自分の心

を豊かにするためのものであったことを知ることが出来、初めて晴れ晴
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れとした心にならせていただきました。 

 しかし、法が心から理解されていない私の生き方は、これまでと余り

変わらないようでありました。それは、心の奥底では寂しい、心満たさ

れないといった気持ちを持って生きておりました。 

 高橋信次先生にお導きを頂き、法を学んでいるというのに心の片隅で

は何時も「寂しい」、もっと「人の真意が知りたい」と思っていました。

私の周辺の人の中には、「貴方は自分をさらけ出し過ぎるんや」と言っ

て忠告してくださる方もおられました。単純や、根性よしや、単細胞や、

と言わんばかりのことを言う人もいました。 

 しかし、私は私なりで今自分が考えていること、思っていることを回

りの人たちに話さずにはおれない、溜めておくことが出来ない心の浅い

人間であることはいやというほど知り尽くしていました。むしろ自分を

語り、自分の考えを鮮明にしておくことによって、回りの人たちも就い

てきやすいのではないかと思っていました。ですから一つも後悔するも

のを持っていませんでした。むしろ自分の最も良いところや、ぐらいに

さえ思っていたのでした。 

 考えてみますと確かに私は自分中心の単純な人間なのです。また、気

の合った人となら、一日中でも話し合っていることが楽しく大好きなの

です。更には高橋信次先生のことや法のこととなると、誰彼構わずに際

限もなく語り合うことが大好きな人間であります。 

 こんな人間ですから、自分が勝手気侭に話しているくせに、こんなに

自分を裸にして話しているのに、回りの人たちは何でか自分を語ろうと

しないなあ、と寂しくなるのです。 

 話し合うことの積み重ねによって、お互いの思いや考え方が理解され、

一段と心が通いあい、行き違いが少なくなり、人間関係や仕事が円滑に

行くことになるのです。 

 人は長年の習慣によって自分の思いというものをなかなか簡単には

語ろうとはしません。例え夫であっても妻であっても、また親子であっ

てもいま自分の思っていることを、ありのままに率直に話すことに抵抗

し、頭で組み立てて、ああーやめとこうと考え、黙り込んでしまう人が

多いように思います。私は人の思いの知りたがりやなのでしょうか。 

 私は幼いときから人一倍人のぬくもりが欲しい人間だったようであ

ります。長年探し求め続けてきた、人の心を心底から暖めてくれるもの、

勇気づけてくれるもの、この寂しいと思ってきた心を埋めてくれるもの

は、暖かい人の心であろうと思い続けてきました。永い人生の中で何時

もそれのみを探し求めて、今日まで歩いて来ていたことに気付きました。 
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 そのきっ掛けは一人の人と自分との思い方の食い違いで、ふと思った

のです。その人のある一言でおやーっと思ったのです。そのとき初めて

我に返ったのです。法を学びながら、何という愚かな自分であったろう

か、と何日も考え続けました。考えても考えても分かっているようで、

なかなかその糸口を見付けることができませんでした。非常に簡単なこ

とだと分かってはいるのですが、その時の私には掴めませんでした。 

 長年にわたって私は心の青い鳥を探し求め続けて生きてきました。そ

の青い鳥は、人の心の中にあると思い込んでいたのでした。ですから、

どれだけ人の心を知る努力を続け、人との話し合いを重ねてみても、自

分の心は満たされませんでした。私はこれまでの人生の中で、何人かの

人を裏切ってきました。その通りに私もまた沢山の人に裏切られました。

当然のことであります。 

 その原因はこれまでに自分が造り上げてきたからの結果といえまし

ょう。特にこの法の学びの中で多くの人に、背かれました。それ以来人

は信じられなくなりました。昔は初めから人を信じてかかりましたが、

それ以来人は信じられないもの、と思うようになりました。しかし、人

の善なる心は信じなければなりません。 

 私はこの年になってやっと初めて、人といくら話し合っても人からは

人の心をいやしてくれる「ぬくもり」はもらえないものだ、ということ

を知りました。人は人との調和の中に人との悦びを見付け出して生きる

ことも、勿論大切なことでありますが、それ以上の悦びは人に求めるこ

とは出来ない。神のみ心を心として生き、主との語らいの中から「ぬく

もり」が頂けることを分からせていただきました。 

 人間は一人で生まれ、一人で去って行くものであることの真の意味が

心の中で少し分かりかけてきたように思います。人間は人を頼らないで

一人で生きていかねばならぬもの、ということは法を学んでからは知っ

ていた積もりでいましたが、愚かにも心に落としてはおりませんでした。

これまで私は形の中で人を頼らないで生きて行こうと考えて、家庭にお

いても会社においても自分のすることは自分でやり遂げようというこ

とでやってきました。 

 出来るだけ自分に厳しい生き方を強いてきた積もりでおりますが、角

度を変えて自分の姿を眺めて見たとき、まだまだ心の底に息づいている

「人を頼りとする甘え心」のあることに気付きました。その甘え心は、

相手の立場におかまいもなしに、自分自身の思いをねじ込んでいってい

るように思います。 

 「人間は寂しくとも一人で生きる者」ということが、心で理解はされ
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ましたので、長年の甘えという習慣の中で生きてきた流れを一日も早く

打ち切り、人間本来の一人で生きることの流れに変えていこうと、その

実践の糸口も固まったような状況であります。 

 自分が人に甘えないで、主に甘えて主に求めて生きていくことのすべ

を分からせていただきました。そのためには非常に大切なことがありま

す。 

 それは「自分を捨てる」ということであります。自分が強くあればあ

るほど苦悩に満ち、心満たされない寂しい人であろうと思います。 

 人を相手にせず天を相手に生きぬいていくことを実践したい、といま

力強く意気込んでいる自分であります。そしてこの十数年を愚かにも生

きてきたものと、深く反省しています。 

 人を相手に人に求めていては、益々人にとらわれてしまい、その一挙

手一投足に無意識のうちにとらわれてしまい、自分が苦しくなっていき

ます。 

 人は法によって救われ生かされ、心満たされた安らぎがあることを知

りました。回りの人たちはその糸口を与えてくださる協力者に過ぎない

ものと思います。人は人にその道を求める余り、欲望に流されていくも

のでありましょう。 

 これまで私は家族を初め回りの多くの人に、多大のご迷惑をおかけし

てきたことを心からお詫びいたします。 

 主のお導きをいただき、いまこれから辿るべき道が発見できましたこ

とを感謝いたします。 

 主よ 愚かな愚かな私はまだまだ人間の卑しい汚いものに心を奪わ

れて生きてきました。お許しください。 

 これから先残された日々の中で自分を昇華して生き抜きたいと思い

ます。 

 何とぞお導きください。この愚かな者を厳しくお叱りください。 

 主よ かつて貴方さまがこの地でお諭しくださいました戒めも未だ

全う出来ておりません。どうぞお許しください。只今より勇気を振り絞

り、己に厳しく厳しく生きてゆきたいと思います。人にとらわれず人の

領域に入り込まない生き方を貫いてゆきたいと思います。 

 主よ 貴方さまの高貴に満ちたお姿の真の意味をいま私は分からせ

ていただいたように思います。その歩まれた道が法であることも分から

せていただきました。 

 そして「己の肉体が苦しめば心悩乱し わが身楽なれば情欲に愛着す」

ということも、人間を相手に、ものを中心に生きたときに安楽にとらわ
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れ、どうしようもない人間に堕落してしまうことの真のお導きをいただ

いたように思います。 

 今日只今この宿に宿泊するようにお計らいくださいました真の意味

も分からせていただいたように思いました。お計らいによりまして、今

宵は心静かに極めて平安にこのように己の心を見つめ心に悦びをいた

だけましたことを深く感謝いたします。私は今日のお計らいの後で、引

き続き大きなお計らいをくださいましたことに、その時直ちに気付かせ

ていただき、計り知れない偉大なる慈愛に感動いたしました。そしてそ

の間私の心を原因としたことで問題が集中して次々と発生いたしまし

た。その問題は二つの方向から私を攻めてきました。私はその二つを結

ぶものの中に、貴方さまがこの愚かな私を導こうとしてくださっている

真実を知ろうと努力いたしました。 

 五日ほど前から非常に苦しみ悩みました。ちょうどその間嵐が吹きま

くりました。外の天候は北国の冬というのに珍しく温暖で明るい日々を

いただきました。なのに私の周辺は天変地異に近い大きな大きな嵐が吹

きすさびました。でも私の心は動くことなく、むしろ嬉しく有り難くて

涙の出る思いでございました。それは、主よ貴方さまの大きな慈愛が見

えたからでございます。あーーこんなにも貴いお計らいがいただけると

は、私はただただ有り難くて感動いたしました。 

 私が朝、決まって座る場所に光をお与えくださり、私の心に問い掛け

無言の勇気付けをしてくださいます。外へ出れば目をやる先々に現象を

お与えくださり、「己に甘い心を捨てよ」「自分を乗り越え、自分に打

ち克て」と大きく叫んでくださっているお声が聞こえてくるように思い

ます。「法灯絶やすべからず」、法灯を消すか永続させるかはお前の心

次第だ。誰でもないお前自身のいまの心が大事なのだ。いまが天下の分

かれ目なのだ。と叫んでくださっています。そうでした。愚かな私の心

は大きく二つの方向に裂けていこうとしていました。 

 生まれる前から今日に至るまで手塩にかけてお計らいお導きくださ

っていましたことに対して、感謝のかけらすらも持たないで、口先ばか

りの感謝だった証拠に「もの」にとらわれて走っておりました。人にと

らわれ人の中に真の「やすらぎ」を見い出そうとあせっておりました。

お許しください。人の心をも幾多傷つけてきましたことをお許しくださ

い。 

 主よ 今日から心を新たにして新しい日々に向かってその基礎を固

めてゆきたいと決心いたしております。 

 人の中に永遠の美しさ、幸せ、安らぎがあるのではなく、一刻の調和
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への道をお与えくださっているに過ぎないことを分からせていただき

ました。 

 主よ 私は今東欧における人間の自由を基点とした大きな変革がな

されていることを耳にし、かつて貴方さまが憂慮されてあられたことを

通し、貴方さまの大きなお計らいを感じます。偉大な偉大な主の慈愛を

目の当たりにして、私たち貴方さまの子らは幸せでございます。 

 私たちはこの大きなみ心をまなじりを開いて拝見し心にとどめ永遠

に語り伝えていかねばならないと思います。 

 一日も早くこの地球が仏国土ユートピアになりますよう、我々法に生

きる者相集い、愛の限りを尽くしお与えくださった使命を全うすること

をここにお誓い申し上げます。 

 偉大な主の尊いお計らいを感謝いたします。 
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【スダッタに見る法帰依の悦びと報恩感謝】1990-3 月 

 

 今年の年間実践目標として、「法灯絶やすべからず」という課題をい

ただきました。 

 人間としてこの世に生をいただき、まず目指さねばならないことは、

法に帰依することであります。法に帰依しなくては、この人生を正しく

一歩も歩めないからであります。この人生の一とき一ときを正しく精進

することが出来なくては、あの世の故郷に帰りつくことも出来ません。 

 私たちは、法を学びながらも、何時も過ちを犯し神におわびをする

日々を送っておりますが、時として法から心が離れようとしたりいたし

ます。この世の安楽や快楽に身を委ねたい、時には一服したいと思うこ

とがしばしばあるとしたら、心の中に法に帰依した悦びが、しっかりと

息づいているかということであります。 

 法が如何に偉大なものであるか、その法に帰依した悦びを、どれだけ

深く大きく心からいただいているか、また、法によって救われた悦びを

大切に感謝して生きているか、ということが大きく問われるのではない

かと思います。 

 そこでスダッタの法帰依の悦びと感謝について、またスダッタに対す

るブッダの説法をいま一度学んでみることが大事ではないかと思い、人

間釈迦から次のように抜粋してみました。 

 

 スダッタは、ちょっと不思議そうな顔をして、 

 「本当のアポロキティー・シュバラーのことですか」 

 「そうです。本当のアポロキティー・シュバラーが出現したんです」 

 アポロキティー・シュバラーとは、すでに述べているように、バラモ

ン教のヴェーダやウパニシャードに書かれている過去、現在、未来を見

通すことの出来る能力、つまり悟られた方、ブッダをいうのである。 

 「コーサラ国のマーハー・バラモンの予言者たちから、偉大なシュバ

ラーが出現しているということを聞いていましたが、やはり本当ですか

……。これは良い機会に恵まれました」 

 スダッタは、そのブッダにひと目会いたい、とかねてより願っていた

ので、義兄の言葉に胸が波打つものを覚えた。 

 スダッタは、屋敷の奥に案内された。 

 二人は向き合って座り、茶菓子を口に入れて、くつろいだ。 

 

 「義兄さん、ブッダはどんなことを教えておられますか」 
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 「人間の苦悩の原因を示し、その原因を取り除くためには、八つの正

しい道を生活の上に当てはめよと、説いておられる。つまり、人間が思

うこと、行うことの生活行為の中で、八つの正しい道は、さまざまな苦

悩を解決する唯一の物差しだとしておられる。八つの道は、善我である

ウソのつけない本性であり、その本性にそって生きて行けば、人間は仏

の心を体得し、苦しみ悲しみからぬけられるとしている。苦悩の原因は

偽我という自己保存の足ることを知らぬ欲望に起因している。私もブッ

ダの教えこそ、本当の人の道だと確信し、今のような安らぎある生活は

ブッダの教えを生活の中に生かしたからだと思っています」 

 「なるほど、自分に嘘のつけない心は確かにある。その心こそ、大事

だということですね」 

 「そうです。バラモンの種姓のみが神々の使いであるとの教えには間

違いがあるということです。今まで、バラモン種のみに布施して来まし

たが、ブッダは、人間は皆平等であり、差別はないものと教えています。

私はこれが本当の教えだと思っています。 

 バラモンの修行者である有名なウルヴェラ・カシャパー大聖仙もブッ

ダに帰依しました。立派な方ですよ。自分の拝むアグニーの神を捨てて、

弟子もろともブッダに帰依したのですから、立派なものです」 

 「そうですか。ウルヴェラの修行場であるガヤ・ダナを捨て、ブッダ

に帰依したのですか……。そうするとブッダはほんものですね。ブッダ

の国はどこですか」 

 「あなたの国のコーサラです。カピラバーストのゴーダマ・シッタル

ダーという王子です。まったくバラモン教に関係のないクシャトリヤで

す。悟るまでは大分苦労されたようです」 

 スダッタは、興味深くブッダの様子を聞いた。 

 バラモンの中からシュバラーが現れるとも聞いてもいたし、バラモン

にそれを期待はしていたが、形式と優越感にひたる化石化したバラモン

からは、シュバラーはやはり不可能だと、彼は思った。修行も他力的で

あり、人々の上に君臨するようではすでに神の教えとはいえない。教義

はりっぱでも、その行いがチグハグでは、魂のない人形と同じことであ

る。 

 真の教えは、いわば宗教を商売としている中からではなく、まったく

の素人の中から忽然と現れ、人々の前に立たれるのが本当だ。 

 ブッダはやはり本物にちがいない。ブッダに会いたい、とスダッタは

思った。 

 「義兄さん、ブッダはどこにおられますか、私も是非お会いしたいと
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思います」 

 スダッタの眼の輝きを見てとったガランダは、義弟の心のうちを察し

て、 

 「私の竹の園に、ベルヴェナーというブッダに寄進した精舎がありま

す。ビンビサラ王の希望もありましたし、私もマガダに偉大なブッダが

法を説く場所が必要だと思ってつくりました。あなたも、シラバスティ

ーの都に精舎を寄進しませんか。衆生のために、法をきかせてあげたい

ですね」 

 「今、私もそのように思いました。明朝、ベルヴェナーに行き、ブッ

ダにお会いしたいと思います。義兄さん、マガダに来た甲斐がありまし

た。金銀財宝に勝るものは、真実の法を説くブッダとめぐり会うことで

す。法を点す方こそ、国の宝です。本当にありがとうございました」 

 スダッタはブッダの話しを義兄から聞き、ブッダを想像しただけで、

何かしら熱い感謝が胸の中からこみあげてくるのを覚えた。 

 つづいて彼の脳裏をかけめぐるものは、精舎建設の場所、規模、精舎

のつくり方であった。 

 一夜をガランダの家で過ごした彼は、一番鶏のなき声とともにはね起

きると、義兄が寄進したベルヴェナーの竹林に向かって歩いていた。 

 露ばんだ野草がスダッタの足を快くぬらした。濃い霧が周囲一面を履

っている。 

 夜明けの竹林に一歩足を踏みこむと、何かおとぎの国にでも迷いこん

だような錯覚をおぼえ、幽玄な気持ちと孤独感が体に伝わってくるよう

だった。 

 彼の毎日は多くの人々の中で過ごし、何不自由のない生活である。 

 孤独を感ずるときは、物事を決定する際と、床に入ってこれから深い

眠りに入る瞬間ぐらいなものであった。 

 しかし、一日の間でこうした瞬間というものは、ほんのわずかな時間

であり、彼の周囲は朝となく昼となく人々が集まり人々の中で生活して

いるので、霧に包まれた竹林の幻想的な情景は、彼にとっては神秘的で

さえあったし、人間の孤独さが感じられるのであった。 

 竹の葉が夜霧にぬれて、重そうに垂れ下がっている。 

 彼は思った。人間は孤独なのか、それとも人々の中にあるものか。 

 真実の人間は、いったいどちらの側に属しているのだろうか、と……。 

 ふと、右前方をみると、薄ぼんやりと人影が浮かんで見える。 

 よく見ると、一人の修行者が自分の方に向かって歩いてくるようであ

った。 
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 目の錯覚か、それとも本当にそうなのか、その修行僧の頭部のあたり

一面が、明るく、円形を描くように光って見え、ただのサロモンとはち

がうようであった。 

 彼は心の中で、もしやこの人こそブッダではないだろうか、と思った。 

 そう思うと、急に胸騒ぎがおこり、自分の肉体の深いところから、急

に何かがこみあげてくるのを覚えるのだった。 

 彼はサロモンの前に進み出ると、自然に口をひらいていた。 

 「ブッター、ブッター、シュバラー、シュバラー、……」 

 となかば叫ぶように声を出していた。 

 ブッダはこれに応えるように、 

 「おお、マーハー・ヴェシャ－よ、よくこんなに早くお訪ねになりま

した。今、私は林の間を散歩していたのですが、人の気配が感じられた

ので、こちらに来ました。あなたは、コーサラ国のアナタ・ピンデカ様

ですね」 

 と言った。 

 スダッタは、何故自分の名前を知っているのだろうと疑問を抱きなが

らも、 

 「はい、私めは、アナタ・ピンデカと呼ばれているスダッタで、ガラ

ンダは私の義兄でございます。ブッダ様にお会いできて、こんなにあり

がたいことはありません」 

 と答えると、彼は地面に体を前にたおし、両手を頭上に合掌させ、ブ

ッダを迎えた。 

 ブッダは、スダッタのその真しな態度を、やさしく見守りながら、 

 「まあまあ体を起こして、さあ、精舎にきてください。法を説く者に

布施すれば、その功徳は大きく、法灯を心にともせば、その人は天上に

生まれるでしょう。あなたの兄上は立派な方です」 

 「ブッダ、ありがとうございます。私もコーサラ国に精舎を寄進いた

したいのです。コーサラ国のシラバスティーの衆生に対しても、正しい

法を教えていただきたいのです。私の布施をお受け下さい。ブッダ……」 

 「スダッタよ、法を説くブッダの環境をつくる人々を大黒天と呼び、

その功徳は偉大なものである。子孫は栄え、その家系の諸人に法灯は心

の安らぎとなって点されてゆくであろう。また、転生の過程において、

天国への門が開かれるであろう」 

 スダッタは、偉大なブッダの言葉を胸中深くおさめた。彼は、精舎建

設の段取りを打ち合わせると、ガランダの屋敷に帰った。 

 「義兄さん、ブッダはすべてを見通しでありました。やはり言われる
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通りでした。商売のことは何れ日を改めて打ち合わせさせていただき、

ともかく帰国し、精舎建設の用地を探したいと思いますので、ひとまず

失礼いたします。ベルヴェナーの構造について、大工を回しますからよ

ろしく指導してください。本当にありがとうございました」 

 「おお、それはよかった。だが、帰国はまだ早いでしょう。四、五日

は泊まると申されていたではありませんか。疲れておられるようだから、

もうしばらく休まれ、それからにしてはどうですか」 

 「義兄さん、それが不思議なことに、ちっとも疲れないのです。これ

もブッダにお会いした功徳のおかげと思っています。お言葉に甘えて、

それでは明朝出発させてもらいましょう」 

 「そのようにした方がよい、今晩はゆっくりとくつろいでください」 

 二人はこうして、ブッダの話で一夜をすごした。 

 スダッタは翌朝、ガランダの家をあとにした。 

 コーサラ国に帰ったスダッタは、早速、精舎建設の場所を探しに出か

けた。 

 各地をまわって見て歩いた結果、シラバスティーの郊外に風光が一段

とすぐれているところがみつかった。 

 調べてみると、国王の義兄に当たるジェーター太子の領地になってい

た。 

 そこで、スダッタはただちに太子に会い、領地の一部をゆずって欲し

いと願い出た。 

 もちろん、彼はブッダのこと、法の偉大さと民百姓を救うため、全財

産をこれにつぎこむことを繰り返し述べた。 

 ところが、どうしたわけか、スダッタの熱意とは反対に、太子は土地

を譲る気持ちがないばかりか、彼の再三の頼みに、しまいに怒り出して

しまった。 

 「スダッタ、お前はくどい男だ。シャキャ・プトラーのゴーダマ・シ

ッタルダのために、わしの領地を差し上げるというのか。わしはコーサ

ラ国のパセナディー王の義兄だ。よく考えて物を言え、ゴーダマがわし

に領地をくれるというのなら分かるが、お前の話しはあべこべではない

か。もし欲しいと言うのなら、欲しいだけの土地に金銀財宝をしきつめ

たらお前に売ってやってもよい。どうだ、それでもやるか……」 

 太子は大国の面子にこだわっていた。 

 根は悪い男ではないが、太子はなかなかの策士であり、突いたり、引

いたりして、相手の心底をたしかめる政治家であった。 

 戦国の世はこういう武将がいたるところにいてはばをきかせていた。 
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 だが、スダッタは太子の気性を知ってはいたが、これほど分からずや

とは思わなかった。 

 そこで彼は 

 「太子……、私の欲しいだけの土地に財宝を敷きましょう。明日、そ

れを持って来ますから、よろしくお願いいたします」 

 太子は、一途なスダッタの顔を覗きこむように、ジッと見つめていた

が、なおも意地悪くこう言った。 

 「お前も物好きな男だ。そんなに言うならやってみろ。もしそれがや

れず、わしを騙すようなことがあれば、お前の首は胴から離れていよう。

よいか、わかったか、スダッタ……」 

 スダッタは太子の城を出ると、ただちにその準備にとりかかった。 

 一夜明けた彼は、何台もの荷車に積んだ彼が集めた財宝を次から次と、

太子の前にまきはじめた。 

 その壮観たるさまには、太子も息をのんだ。 

 宝の山が彼の目の前に築かれていく。金銀ばかりか、さまざまな宝石

が彼の目の前で怪く光る。 

 スダッタの実力は聞いてはいたが、これほどとは思ってはいなかった。

しかし多くの財宝を惜しげもなく、まるで水を大地にまくようにちりば

めていった。スダッタの顔は冷静そのものである。太子は二度びっくり

した。 

 スダッタは命を捨てていた。やはり、ただ事ではなかった。 

 ジェーター太子は、 

 「スダッタ、もうよい分かった。お前の捨て身にわしも参った、参っ

た。その財宝は建物の費用に使用するがよかろう。お前の好きなだけ用

地を使うがいい」 

 と言うなり、彼は城に戻ってしまった。 

 「一切の執着から離れた時に、光明に満たされる……」 

 というブッダの法が、はからずも生かされた。 

 スダッタは、それを身をもって体験するのだった。 

 土地が決まれば、いよいよ精舎の建設である。 

 彼は義兄のガランダに馬を走らせ、竹林精舎をつくった大工と、彼が

集めた大工を引き合わせ、精舎建設を進めることになった。 

 工事の責任者は、ブッダの指示もあってマーハー・モンガラナーに決

まった。 

 ブッダの精舎を建設するというので、建設に利用する資材は各地から

集められ、人々は喜んでこれに参加した。 
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 ジェーターベナーはかくして、思ったより早く、しかも立派に完成さ

れて行った。 

 

 スダッタがラジャグリハの町に旅したとき、ブッダの説法を聞き、人

間の生きる価値を知ったときの感動は、今も変わっていなかった。 

 この感動がブッダへの精舎寄進という姿になって現れた。多くの病め

る衆生を救済するために、法を聞かせ、人の道に法を点したいという目

的しか、彼の心にはなかった。その第一歩が今、目の前で果たされるの

である。完成したジェーターベナ－をながめ、スダッタは顔をほころば

すのだった。 

 

 スダッタは、座しているブッダに僧衣を手渡した。 

 「スダッタよ、法の偉大さを悟り、法を説く者に対して供養すること

は子子孫孫にまで光明を与え、その功徳は、未来永ごう人々の心の中に

残るであろう。 

 お迎え、心から感謝します」 

 

 

 悟られたブッダの教えが何にも替えがたい宝であることと、スダッタ

自身が救われた悦びとを自覚し、そして直ちにこの偉大な法を一人でも

多くの人にお伝えしたい、そのお手伝いを是非ともさせていただこうと

する、スダッタの大きく深い愛の心に打たれます。その計り知れない感

動のひびきがいまの私たちの心をもゆさぶってくるようであります。 

 とかくこのご本を読んだとき、かつてお釈迦さまのときにはこのよう

な偉大なマハー・ベッシャーがいたのか、という他人事のように思って

読む嫌いがあるのではないでしょうか。スダッタの心も私たちの心も何

も変わるところはありません。いま、私たちもまた、スダッタと一緒の

ラインに立ちその栄光への機会が与えられている、ということを知る必

要があると思います。何も二千五百年前に限られたことではなく、同じ

ようにいま私たちもその悦びを感謝とともに報恩する場にいるのであ

ります。 

 迷い多き私は、何時もこの偉大な大黒天スダッタの大きな悦びを学び、

自分の貧しい悦びとの違いについて考えるのです。スダッタは、いきな

り精舎を寄進しようとしたのではありません。先づガランダから聞き、

次にブッダにお目にかかり、法の偉大なことを知るとともに、法によっ

て自分が救われたことの悦びを深く大きく悟ったからではないでしょ
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うか。 

 その悦びを報恩感謝として現された姿が、自分の総てを投げ出して一

人でも多くの人たちが、この法を学んで救われていくことを願ったから

ではないでしょうか、この方の大きな愛が精舎寄進という形となったの

ではないでしょうか、私はこのように思わせていただきました。 

 いま自分の心が法によっていよいよ熱く燃え上がっていなければな

らないのに、どうなっているか、ということが「法灯絶やすべからず」

につながっていることではないでしょうか。 

 月日が立つにつれて心が冷たく、法の灯が消えかかっているとしたら、

それは、最初法に帰依したときの悦びがどうであったか、ということで

ありましょう。 

 私たちは己の力の限りを尽くして法を学び、実践（体験）し、心にお

としつかみとっていかなければなりません。法は頭で智識として理解さ

れても、心におとさない限り即実践には役立たないものであります。 

 今生私たちは三千年に一度咲くと言われている「うどんげの花」に会

うにも似た、偉大なる主の説かれた法にまみえることが出来たというこ

とは、何よりも有り難い千載一遇の幸運ではないかと思います。この好

機にいま何をしているのか、何をしようとしているのか、いま一度我が

心に問いかけて見たいものと思います。 

 

 主に対して この有り難い目標をお与えいただきましたことを深く

感謝いたします。 
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【常識・礼儀・感謝】1990-4 月 

 

 町を歩いていて昔の職場での友人や知人に会ったとき、どちらからと

もなしに立ち止まって近況を話し合い、お互いの健康を祝しあいます。

そして別れた後も非常に壮快な気持ちになります。 

 しかし、生まれて初めて体験した心の学習で知った人たちとは何故か

このような立ち話はなく、殆どの人が見て見ないふりをして通り過ぎて

いかれます。 

 一つの例についてお話ししてみますと、ある方から偉大な霊能者とい

われる方から、貴方はガンでもう６ヵ月の命だと宣告されたので是非と

も一度会いたい、と言って来られたので、病院へお見舞いに行きました。 

 そこで、毎日毎日何時死ぬ日がやってくるかといった暗い思いを捨て

て、そんなことにとらわれないでもっと元気を出して、いまの一とき一

ときを大事にして明るく生きてください。私はガンではないと思います。

と申し上げました。側には奥様と息子さんとがおられ、私が帰るときに

は奥様が病院の玄関まで見送ってくださいました。しかし、その息子さ

んはお忙しいのに申し訳ございませんとも言わず、また見送りにも出て

こられませんでした。かつては私を先生、先生と呼び、ときには私の家

で手料理の食事をしたりしておられた方なのに、どうしてなんだろうか、

私はただ唖然とした気持ちでいました。 

 その方のお父さんのガンを宣告した霊能者が、私のことを、あの男に

は大魔王がついている。側へいったらいかん、やられるぞ。やがてあの

夫婦は別れるし、会社も倒産する、と言っていたことを真に受けられた

ためか分かりませんが、私には法を学んでいる人としては、この非常識

といっていいか、礼儀のない態度を見て不思議に思いました。 

 こういった態度はこの方ばかりでなく、殆どの方がそうであるのに気

付き考えさせられました。くだんのガンを宣告された方はいまだにピン

ピンしているとのことであります。このことだけを考えて見ても、如何

に過去世で偉大な光の大天使であろうとも、人々に悦びと希望と勇気と

を与えることなく、むしろ暗い方向へ導くとしたら、この老人なり、息

子さんに見るような苦しみを与え、哀れな人間にしてしまうのだ、とい

うことがお分かりのことと思います。むしろ何にも知らないかつての職

場の仲間の方が心ある生き方をしておられると言わねばならないと思

います。一般の人よりも時間をかけて正しく生きていくことを学んでい

るのに、常識も礼儀もなく一般の人よりも劣っているとしたら、その方

は正法を学び実践している人とは言えません。 
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 それでは法を学びながら何故このような姿になるのかといいますと、

それは法を心で理解していないために、間違ったことも人を中心に聞い

ているために分からないのであります。とかくどこの宗教の世界でも辞

めていった人を中傷する嫌いがありますが、中傷や裁きは光の世界には

ありません。それは言はずと知れた魔の世界でありましょう。 

 いま中東では同じ宗教の中での派閥争いの戦争が起きております。古

い時代から今日までこのような醜い争いが絶えず繰り返されてきまし

た。そしてその中にいる人たちは、何時も自分達の主張に酔っているだ

けで、神のみ心を思い出そうとはしませんでした。神のみ心を説かれた、

お釈迦様やイエス様、その神理に還れと絶叫された高橋信次先生の教え、

法を忘れているのです。 

 今世この法を悟られて教えてくださっているのは高橋信次先生であ

ります。その教えは誰でもない、直接ご指導頂いた弟子達が正しく伝導

しなければなりません。正しく伝導する道は、先生から明示されている

通りにそれぞれの使命をいただいた者達が、それぞれの環境において自

分を厳しい中に置き、法を心から理解して伝導しなければなりません。 

 今日各地において先生の弟子を名乗る者達が横行していることは、取

りもなおさずその使命をいただいている我々が正しく法を行じていな

いが故のことではないかと思います。先生は各地域ごとに出ているアガ

シャーグループのメンバーをその地域の指導者として指名され、その地

域の人々はその人を中心として法を学習し、また伝導していくように導

かれたのであります。高橋信次先生の説かれた法は、直接ご指導いただ

いた使命のある弟子達によって伝えられていくものであります。そして、

そこにこそ光への救いがあるのであります。 

 当初の目的から大分外れましたが、前記に見るように、法を学ぶには

先ず常識と礼儀と感謝を身につけなければ、法の門をくぐることは難し

いと思います。それは何故かと言いますと、駄目な子がいきなり優等生

になれる筈がなく、先ず駄目な子から普通の子になり、それから優等生

を目指すのが順序だからであります。正法の学習も正にその通りであり

ます。正法の学習実践方法は、いまから二千五百年前も二千年前のイエ

ス様の時代も今も何ら変わらないのであります。 

 現代はロボットが月へ飛ぶような科学や文明の進歩した時代であり

ますが、その根本の心の世界の学習や実践という愛の修行は、科学や文

化とは関係なくこつこつと一歩一歩地道に積み上げていく根気と努力

以外には何もないのであります。飛行機や電車があろうとも、心の精進

の道は自分の努力と勇気と知恵で、てくてくと道を歩いて行くしか目的
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地に到達する方法がないのであります。 

 常識や礼儀、報恩感謝は人間として最低の人格だと思います。そこか

ら言葉使いとか行動といったことが出てくるのではないでしょうか。先

ず、自分自身の言葉使いや態度や感謝から点検してみることから始めて

見られては如何でしょうか。 

 嬉しいときには嬉しい、有り難いときには有り難うございます、美味

しいときには美味しい、と言葉に出して言うことが出来ねばなりません。

五官のうちの舌（ぜつ）とは口のことであります。口は食べ物を入れま

す。しかも好きなものを選んで入れます。そうであるとしたら口から出

す言葉も正しい言葉を出さねばなりません。 

 口から出す言葉は、例え人からどんなに非情な言葉を浴びせられよう

とも、相手に対して希望と勇気と悦びを与える明るい言葉でなければな

らないのです。そうすることの積み重ねによって相手の人も悦び、また

自分の心もまた豊かとなっていくのであります。入れるものと出すもの

とが正しく調和したとき、人間の心は安らぎ神の光に満たされていくの

であります。 

 言葉は心にあるものが出るのであって、それは何時も思っていること

が言葉となって現れるのであります。ですから、人間は先ず思うことを

正すことから始めなければならないのです。思うことはいつもかも休む

暇もないくらい常時何かを思い続けているものであります。この思いを

一秒一秒ごとに正しいことを思っているかどうかを点検し、もし正しく

なければ正しい思いに切り替えて生きなければならないのです。 

 先生はこの思いについて、思いはものをつくる、と教えてくださって

います。それはもし思っていることが恨み一杯であるとしたら、その人

は暗い地獄の恨みの世界と同通し益々心を暗くしていきます。そして、

やがてはその世界の悪霊に取りつかれ不幸になっていきます。こういっ

た例は沢山あります。 

 したがいまして、思いは何時も感謝や悦びに満ちた明るい思いを持っ

ていることが大切であって、そうした努力を続ければ必ずやその人の身

も心も明るくなり、その運命は光の方向へと開けていくのであります。

心を明るく豊かに大切にして生きることがどんなに大切なことか、そし

てどんなに幸せなことか、法を学習実践し、体験してください。 

 自分の運命はいまの自分の思いが造るのであります。何にすがるもの

でもなく、また何を拝むものでもありません。ただ自分の我欲を捨て神

の心を心として生きる以外には安らぎへの道はないのであります。 

 今年もまた花の訪れを聞こうとしているいま生かされてあることを
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感謝いたします。 

 

 主に対し 偉大なる法によりお救いいただきました悦びと感謝を捧

げます。 

 

   春告げし  飛騨の桜は美しく 

     心に香り  清らかに咲く 
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【内なる心からの私に対する戒め】1990-5 月 

 

 一人一人は神の子であり、その個の魂は尊厳であります。故に相手に

己の自我を押しつけてはなりません。あくまでも相手が生かされるよう

に生かされるように親切に優しく接することが大切であります。相手を

挫けさせないで、常に光明へ向かって立ち上がってゆけるゆとりを与え

ながら接する愛の心が大切であります。そして常に一定の距離をおいて

何時もその相手の全体が見えるように自分を置くようにしなければな

りません。相手の中へ立ち入らないことです。相手から求められたこと

についてだけお話ししてあげなさい。 

 

 第三者の陰口、悪口は絶対慎まなければなりません。 

 

 一人一人はそれぞれの魂の次元で理解し、正法の道を歩んでいくもの

であります。一律の枠の中へ閉じ込めることをしてはなりません。自由

であることを大切としなければなりません。 

 自己中心を捨てなさい。どんな小さなことでも人の言うことに耳を傾

けられる、心にゆとりを持ちなさい。自分こそ正法をやっている。それ

は自我であります。自負であります。驕りであります。法とはもっと謙

虚に調和された人々の中でのみ息づいているものであります。 

 どのような人であろうとも皆師であります。どんな嫌なことを言われ

ようとも心を動かさないことであります。それも神の貴方に対する愛で

あり試練であります。それを乗り越えることです。一秒一秒の時を大切

に、じっくりと心を練り砕いて生きることです。心明るく正しく生きる

ことです。法を中心に生きていったときに、必ずや道は開かれます。勇

気と不動の心を持つことです。心を動かさないことです。物質に心を捕

らわれないことであります。 

 神仏は貴方を何時も見ておられます。 

 

 縁生の出会いを感謝し大切にしなければなりません。 

 

 調和とは与えられている、頂いているだけ己も与えることであります。

神から頂いているものは全部与えることは出来ませんが、しかし今の自

分の全力を尽くし、心を練り配って回りの人々にお返しする意味で善根

を積み上げていくことが調和であり、報恩感謝であります。 
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 己を偉大化してはならない。謙虚に謙虚に己に厳しく厳しく他には寛

容に生きることが大切であります。 

 

 他を語るなかれ。絶えず他は己の心の糧と知りなさい。己の心の中に

写してみなさい。己の目の前の人の姿を肉の目でとらえると人を裁くこ

とにつながり、神の心から遠ざかることになりましょう。 

 一秒一秒を己の心の中へ取り入れなさい。一秒一秒己の心の中の心の

針を見つめ正して生きなさい。それしか人間は神の心に近付くことは出

来ないのです。 

 一秒一秒の心の積み上げは蟻の歩くことよりも遅いかも知れません。

しかしやがてそれは神の光となり悦びとなることに間違いないのであ

ります。 

 他人が回りの人が何を語ろうと何を行おうと許すことであります。そ

して己の心の中へ取り入れなさい。そなたはその時真に神の時を歩んで

いるのです。 

 そのためには先ず法を知りなさい。 

 諸法無我なる法を人間の意と知によって変えることの出来ない永遠

の神理を学びなさい。神の意を知らずして人間は一歩たりとも道を歩む

ことは出来ません。 

 人間には正しい一本の道があります。空にも海にも道路にも道がある

ように永遠に続く安らぎへの道光の道を正しく歩みなさい。道端の愚か

なものに目を心を奪われるではありません。 

 

 今の一ときは神の与えたもうた総ての時であります。 

 過去幾転生を重ねてきた完成の時であります。 

 過去の永い永い魂修行のときに造った愚かなカルマを捨て去る決意

の時であります。 

 

   主よ 今年もまた美しい春の季節をお与え頂きましたことを感 

      謝いたします。 

      お導き頂きましたことを大切にして精進していくことを 

      お誓いいたします。 
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【感謝】1990-6 月 

 

 感謝ということが、正法に入る最も大切な基本ではないかと思います。 

 高橋信次先生のご講話には感謝について沢山ご指導くださっていま

すが、私はその中でも特に次のお言葉が強く心にひびいてきます。 

 

 『人間はまず与えられた環境に対して感謝することが大切です。 

 信心の初めは感謝の心からです。自然の環境に対して、無条件で感謝

できるならば、生きているそのこと自体に、無上の喜びが湧いてきます。

雨が降ろうと風が吹こうと、大自然の調和と恵みを理解すれば、怒りや

呪は出てきません。 

 雨が降り、風が吹くことによって、大気は浄化され、植物が育ち、明

日の生命、明日の生活が約束されていることを知れば、大自然のこうし

た、はからいに対して、感謝の心は湧いても文句などは出ないはずです。 

 人はまず、天に対して感謝し、地上の環境に対しても、感謝すべきで

す。 

 ものを大事にし、いつくしむ人には、万物は喜んでその人に奉仕して

くれます。感謝の心は感謝になってかえってくるのが循環の法則だから

です。 

 人間は神仏の子です。神仏に目を向け、調和の心を忘れなければ、神

仏の保護を受けるのは当然ではありませんか。神仏に目を向けるとは、

自分自身にウソのつけない善なる心を信じ、ウソのない毎日の生活を続

けることです。 

 自分の心にウソがつけないのは、自分の心の中に、神仏の心が宿って

いるからです。 

 信心とは、自分の心を信じ、信仰とは、その心で日々行じることです。

大自然に調和し、肉体先祖、両親に対しては報恩し、万生万物には感謝

する。この心を忘れなければ、人間の精神は健全に保たれ、肉体も健や

かになります。 

 感謝は謙虚な心をつくり、やがて、愛の心も育てるものです。正法の

出発、そして終点は、ものに感謝することにあります』 

 

 この十数年の間、法に触れた方が沢山私の前を通り過ぎていかれまし

た。その中でも特に肉体的、精神的、経済的に苦しんでおられる方々は、

一様に感謝が小さい方のように感じました。人に対しては、あれも欲し

いこれも欲しい、と求めるのですが、自分のものを少しも与えようとは
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されません。どんなに小さいものでもちぎって分け与えようとはなさい

ません。 

 誰しもが苦しいときには、誰彼の差別もなしに救いを求めすがろうと

します。しかし、救いをいただいて立ち上がることが出来るようになっ

たときには、回りの人たちが手を差し延べてくださったことを忘れてし

まいます。忘れてはいないと思うのですが、救われた喜びを感謝するこ

とができないのか、する気がしないのか、いずれかは分かりませんがさ

れません。 

 救いを求めたことに対して、報恩感謝すれば丁度バランスがとれるの

ですが、もらいっぱなしだとその分、心のバランスが崩れ、心の負担と

なることは間違いありません。そういう性格の人ですから、また病気と

か、経済的な苦しみが何時も押し寄せてくるのではないでしょうか。 

 人間はいくら人に愛を与えているようでも、いただいている方が圧倒

的に多いのではないでしょうか。まず神から常に生かしていただいてい

るという大きな慈悲をいただいています。また、知らない人からも知ら

ないうちに沢山沢山の愛をいただいております。決して一生かかっても

お返しすることができないほどの量だと思います。 

 どんなに小さなことに対しても、感謝する、感謝の生活が大切だと思

います。感謝はそのご恩に対して、お返しする行為をしない限り、感謝

したことにはならないのだ、とお教えいただいております。 

 次に法を学ぶ者として大切なことは、自分を見失わないことだと思い

ます。 

 自分を見失わないということは、まず私たちは神の子としてこの地上

界に神のお許しをいただき今在るわけであります。それぞれが神のみ心

を体した生き方をし、仏国土ユートピアを建設してくることを、お誓い

申し上げて出させていただいたわけであります。それがいつのまにか、

神にひたすらおすがりして生きることを忘れてしまい、ものという、浮

き草に掴まって生きるようになってしまいました。 

 浮き草は、風が吹くごとに水面が揺れ、不安定な中に漂っています。

その世界には永遠に安らぎは、訪れてはこないでしょう。やがては、そ

の不安の余り、その心は蝕まれ神性も閉ざされていくことでしょう。 

 神の子人間は、神のみ心をしっかりと知り、そのみ心を物差しとして

しか、正しく平安に生きることはできないのであります。 

 今、日本を始め世界中が、お金を儲けることに狂奔しております。お

金がすべてを解決してくれるように考えておりますが、決してそうでは

ありません。 
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 また、現代医学も肉体がすべてだといっておりますが、主は、肉体は

乗り舟にしか過ぎない無常なものだとお教えくださっています。 

 教育にしても、知識だけの世界になってしまい、教育の根元は神から

いただいている大慈悲を愛とする学習であることを忘れ去っています。 

 お金にしても、肉体にしても、知識にしても、財産にしても、名誉地

位にしても、無常なものにしか過ぎません。その証拠にそれには形があ

るではありませんか。形あるものは、やがて滅します。永遠ではありま

せん。 

 しかし、神がお与えくださっている、太陽の熱や光、空気、水、等は

何処の国の人にも、また、貧乏人金持ちそんなことには何も関係なしに、

誰にもすべて公平で、しかも無所得であります。一銭も要求されてはお

りません。これらの神の慈悲は、何一つ形あるものではありません。そ

の上不偏、不動、平等で永遠であります。 

 最後に、私たちは心の底から主高橋信次先生を信じていますでしょう

か。まず、主を信じていなくていくら法を学習していようとも、それは

形にしか過ぎないと言えましょう。 

 心の底から主をお慕い申し上げ、偉大な主のお導きにおあいできたこ

との感謝の中に生きることが、大切であります。それでこそ、初めて法

が信じられ、神が信じられるものと思います。 

 私たちの一生は、世にいう七十歳、八十歳ではありません。今の今と

いうこの一瞬一瞬が、一生であります。明日生きて在るということは、

誰一人、神から確約していただいている人はおりません。今しっかりと

確証をいただいているのは、今という一瞬だけなのです。「明日あると

思うな。明日のことは明日のことなり、明日のことに思いわずらうこと

なかれ」と、お導きくださっていますが、この一瞬に自分の全生命力を

傾けて生きることが、大切であります。 

 法を体し、自分を大切にして生きましょう。自分を大切にした分だけ

人をも大切にすることができます。 

 一人でも多くの人に法をお伝えしお連れして来てください。一人でも

多くの人に法をお伝えし、真の悦びに触れさせてあげる事が、天上界に

宝を積み上げることになるのであります。 

 一人でも多くの心ある人に愛の手を差し延べようではありませんか。

そのことが、主に対する報恩感謝の道であります。 

 

  偉大なる主、高橋信次先生を称えお救いいただきましたことに対し

心からの感謝を捧げます。 
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【神仏の子人間としての正しい在り方】1990-7 月 

 

 いま在ることを神仏に感謝し、神仏の心を心として生きることが、神

の子人間の道であります。太陽の熱、光、空気、水、大地、電気、磁気

はすべて神仏からいただいているものであります。 

 それは、それらを利用して儲けて自分の欲望を満たすためのものでは

ありません。 

 この世へ出る前に、神仏にお願いして、いま在る環境に出させていた

だいたのであります。 

 このお与えいただいた環境というものは、己の愚かで貧しい心を少し

でも豊かにさせていただくために、いただいているものであります。そ

うだとしたら、私たちは常時感謝を捧げて生きなければならない筈であ

ります。 

 私たち人間は、何一つ持たないでお母さんのお腹から生まれてきた筈

であります。そしてまた、何時の日かあの世という故郷へ帰るときには、

何一つ持たないで、帰らねばなりません。 

 私たちには何一つ所有するものがない筈であります。しかし、三十年、

四十年たってしまいますと、神仏からお与えいただいている慈悲まで、

自分達のみにくい欲望の対象として取り扱おうとしております。静かに

考えてみますと、誠に恐ろしいことといわねばなりません。 

 いま、国を初め地方自治体までが、こぞって遊べや遊べ、祭だ祭だ、

わっしょいわっしょいと、人の心をあおっていますが、果たしてそれは

神仏の心に合致した生き方でしょうか。 

 神の体であるこの大地を、遊ぶために遊休のために掘り返し、大自然

が枯死するような薬品をまくといったようなことが、許されるものでし

ょうか。 

 この大自然は、人間だけが専有するためにお与えいただいているもの

でしょうか。私たち人間と同じようにこの大地を初めとした大自然を修

行として出させていただいている、動物、植物、鉱物があります。地中

を住居としているものや、空中を飛び歩き樹上を住居としているものも

あります。河川湖沼や大海で生活しているものもあります。 

 彼等は神仏に最も近い存在の万物の霊長である、人間と同居して人間

の生きざまを学ぶために、また人間の修行に協力するために自分の身を

供養するために出てきているものもあります。 

 彼等はいつの日か、人間になりたいという願望を持っているがために、

彼等の精(意識)は人間の姿をしているのだと、主からお教えいただいて
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おります。この事実を見ても、人間は如何に神仏の心を心として生きね

ばならないかということがお分かりいただけるものと思います。 

 それには、自分たちの欲望を基準とした、思い方で考え行動してはい

けないということであります。 

 空には空で航空路という道があります。海には海の航路という道があ

るように、人間にも神仏の子としての、一本の道があります。その道は

肉眼では見えませんが、人間であるならば、誰もが所有しております。

それは心にあるのです。その心に在る素晴らしい道を、辿って生きるに

は、自己中心の思い（考え方）や行いを捨てて、ウソをつくと苦しくな

る正しい心に相談をして生きることであります。それは一朝一夕にはで

きません。 

 まず主がお説きくださった神理を学ぶことから始めねばなりません。 

 神と人間の関係、大宇宙と人間の関係を学び、正しく生きるための、

正しく見る見方、正しく思う思い方（考え方）、正しく聞く聞き方、正

しいお話の仕方、正しい仕事の仕方、正しい親子、夫婦、兄弟、友人、

隣人等の人間関係の在り方、正しい目的意識（念じ方）の持ち方、正し

い反省の仕方を学び、それらを巧く使って立派に生きるために訓練をし

て、初めて神の子として、人間として正しい一本の道を歩むことができ

るのであります。 

 この道を歩けば、誰もが真の幸せを体験することができるのでありま

す。 

 この世には、人間の道を説かれる方が沢山おられますが、真に正しい

道を説くことができる人は、今生、主、高橋信次先生の弟子として直接

法を学び、その法のもとに生き、無所得で奉仕している人であります。

その証明として、法を学び正しく生きる努力をしている方には、必ず体

全体から美しいというか深遠なる金色の光が出ており、一目瞭然なので

あります。 

 しかしいくら神理と言われようが、正しいものでないものを信じて生

きている人からは、それぞれの暗い光というか、波動が出ております。 

 動物を神として崇めている人からは、緑色のような光が出ており、ま

た、その他の他力信仰をしている方からは、暗い青白い光が出ておりま

す。この事実を見ても、人間神の子は、正しい神仏を信じて生きねばな

らないのであります。 

 信仰とは関係のない一人一人の人間の日常の生き方でも、それぞれの

性格の通りにその思い、行いに応じた光が出ております。 

 気の短い性格の人や、我慢をして生きている人からは、真っ赤な光が
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体全体から出ております。また、ぐちを外へも出し、心の中でもぶつぶ

つ言っている人からは、真っ黒な煙が出ております。 

 人間の思い、考え方、性格は、人間の正直な心をごまかすことはでき

ませんので、そのまま正直に体全体から波動となって出ているものなの

であります。それだけに人間は自分の正しい心というものを、大切にし

て生きねば大変恐ろしいと言わねばなりません。 

 何の為にこの世へ出させていただいたのか、深く考えてみなければな

りません。いくら自我我欲のままにこの世を自由気侭に過ごせたといっ

ても、人間はすべて何時の日か必ずその決済をしなければならないので

あります。 

 主、高橋信次先生の法を学び、いま静かにこの世の騒がしいありよう

を眺めますとき、地球全体が自我我欲のままに生きている人たちの想念

に支配されているように思います。神のみ心から遠く離れた生き方を深

く悲しみ愁えます。 

 人間は、それぞれが自分の魂を磨くために貧しい環境とか、豊かな環

境とかへ出させていただいております。いくら「もの」が豊富になろう

とも、人間の心は豊かになりません。むしろ人間の心は貧しくなります。 

 貧しい中から努力して金持ちになるとどうしてもお金というものに

毒されて、その心は安楽の中に生きるようになり、感謝の生活が消えて

いきがちとなり、本来の自分を、魂としての自分を見失って生きるよう

になってしまいます。 

 人間は何の為に神仏にお願いしてこの世へ出させていただいたのか、

それは自我我欲を満たすために在るのではないのです。優雅な生活を楽

しむ為に出てきたのではないのです。 

 それぞれが自分の愚かで貧しい思い方や行い方を修正し、豊かなもの

にするために、その修正しやすい環境を自らが選び、計画し、出させて

いただいたのであります。我々は何時のまにか、この世に慣れきってし

まい、その大切な大切な一番大事なことを忘れてしまっているのであり

ます。そのために、今生は主自らが厳しい環境をお選びになられ、その

中で厳しい厳しい生き方を自らに課せられ、悟られて神仏のみ心を説か

れ、「人間よ、目覚めなさい」と説かれていかれたのであります。 

 この会い難い千載一遇の好機に、いま何故この世に在るのかをよくよ

く考え、一ときも早く法におすがりされますよう祈ってやみません。 

 私たち人間神仏の子は、神仏のように正しく生きねばならないのです。

この地に在るならば、この大自然を大切にして、衣食住を基盤とした経

済の中で正しい仕事に就いて、自分の心を豊かにし高めていかねばなら
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ないのであります。 

 そのために最も大切なことは、感謝の生活であります。そして、愛の

生活であります。 

 いまというこの一瞬一瞬を命がけでベストを尽くして生きることで

あります。 

 悔いのない充実した安らぎの生活をしていく中で、やがて神の光に満

たされていくことでありましょう。 

 

 偉大なる主、高橋信次先生を称え、今日在ることの感謝を捧げます。 

 

   短く限られたご生涯の中で北陸の地に来ていただき法をお説き

くださり 

   お導きいただきましたことを何事よりも嬉しく幸せに思います 

   ここにそのご慈悲を思い起こし深く感謝いたします 

   この地に出させていただいた私たちは幸せでございます 

   有り難うございました 
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【主のお計らいに感謝して】1990-8 月 

 

 この七月六日七日は主、高橋信次先生が金沢の地にお出でくださり

我々北陸の衆生に法を説かれた記念すべき日でありました。 

 今年で十五年の歳月が流れて行きましたが、私の心はその日よりもも

っともっと確かに法の灯が燃え上がっております。言い知れない深遠な

法悦に日々感動し涙を流しております。 

 日が重なるにつれて主、高橋信次先生の偉大性に只只心が打たれるば

かりでございます。 

 不肖私如き者の語れるお方ではございません。それはそれは偉大なお

方としか私には申し上げることが出来ません。何のご縁かは知りません

が、いや主に対して私のような心卑しいものが、ご縁などとは誠におこ

がましいことでございまして、ご縁というよりか、何かのどさくさに紛

れて、と申し上げた方がむしろ心安らぐのでございます。 

 そうです。確かに何か間違って紛れ込んだとしか言いようがないよう

な体たらくで、私は主のご指導をいただきました。しかし、本来愚まい

で怠惰な性格の私にとってなかなか法の片隅にも身をおくことは出来

ませんでした。研修会に出席させて頂いていても、先ず足や腰が痛み、

それにとらわれるだけでも、もう心がイライラしてなかなか心から主の

説法を学ぶことは出来ませんでした。 

 こんな話のどこが面白いのかな、どうして涙がこみあがるほど感動す

るのかな、と、思ったりしたものでした。自分の来る所ではなかったな

あ。好い加減に脱会しよう。 

 初めのうちはこんなことばかり考えていました。人生の大方が過ぎて

しまっていた者ですから、それはこの世のアカが心に染み込んでいまし

た。ですから、きっと大変な悪霊がついていたに違いないと思います。 

 何時も自己中心で感情の激しい、人一倍顕示欲の強い我欲に満ちた私

でした。ですから、何時も今日よりも明日、明後日、一年後、十年後の

ことばかり考えていました。人生は精々要領よく立ち回って、といった

ような殆ど感謝のない人間でありました。何でも欲しい欲しいといって、

自分の欲しいものは、手当たり次第自分のものにしないでは承知出来な

いような我欲、煩悩の強い哀れな人間でありました。 

 昭和五十年三月九日、大阪で初めて（この世でもあの世でも初めて）

お目にかからせていただきましたが、きっと主にはこの哀れなうす汚れ

た心貧しい私をご覧になられて、びっくりされたことだろうと思います。

誰よりも自分自身のことは自分が一番知っておりますから、間違いのな
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いことであります。 

 私の周辺で法に触れてこられる方が少ないのも、この私の愚かな生き

ざまにあろうと、主に対し心からお詫びいたします。これはなかなか許

されることのない、大変罪深いことであります。主のご計画の一端が成

されないからであります。そのために法に触れることの出来なかった多

くの魂に対しても、お詫びしようのない大罪であろうと深く反省したい

ものと思っております。 

 いま六十六年の人生を振り返って見ますとき、人生とは自分の欲望の

限りを尽くしてはいけない、と思います。越えてはならない垣根がある

ことを知らねばならないと思います。 

 それは人間として卑しい、恥ずかしい生き方をしてはならないのです。

煩悩に負けない誇り高い生き方をしなければなりません。そのためには、

良き環境と良き師、良き友を選ぶことが大切だと思います。この人生は

後戻りは出来ません。やり直しのきかない人生であります。 

 しかも、明日のない今日限りの人生であります。今日は一秒一秒の積

み重なったものがこの一日であります。私たちが真に確かに実感して生

きているのがその一秒よりももっと短い一瞬一瞬であります。そうだと

したら、この人生というものは、この一瞬一瞬の連続がいま生きている、

生かされている実態であろうと思います。この一瞬一瞬生かされている

としたら、私たちは何を考えるべきでしょうか。次の一瞬後にはこの世

を卒業かまたは退学させられるかも知れないとしたら、何を一番考える

でしょうか。お金でしょうか。名誉地位でしょうか。財産を貯えること

でしょうか。有名校や大会社でしょうか。 

 心を汚さないで美しく清らかに、しかも回りの人々と仲よく円満に生

きようと考えるのではないでしょうか。 

 この世の人たちは人生八十年と思っているから、欲望が先行した人生

になっているのではないでしょうか。短いこの人生は精々楽しく暮らそ

う、では主のみ心ではありません。 

 主は短いご生涯を我が身を供養してくださって予言された通りゆか

れました。その光は、人間としては到底考えられないくらいの膨大なご

著書の発刊であり、数しれないくらいのご講演、研修指導、個人指導等

衆生救済、地球浄化でありました。 

 いま心新たに考えて見ますとき、主がご在世当時、心ある方は主にお

願いして何度も主のご指導を頂いておられました。しかるに、私は次の

年もまた主からのお声がかりで講演会をやってもらえるだろうと、考え

ていたような愚かな者でした。これは重重、この地の心ある方々に心か
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らお詫びをせねばならないと思うものであります。私はそういったよう

な心貧しい他力的な人間でありました。ですから、主がこの金沢の地で

ご講演してくださったことを、今日がいままで、北陸の人々のために、

といったような狭義なものの考え方をしておりました。誠にお恥ずかし

い限りでございます。 

 主よ お許しください。私の何処までも愚かな思いをお許しください。 

 主は、何時も宇宙的に思い、行っていらっしゃる偉大な偉大なお方で

あられました。 

 そのお方が、北陸だけに、といったようなお考えをなされる筈もない

ことでありました。 

 きっと、この地からも世界の隅々までに、この法を体験した法悦を伝

えてゆくように、と念じられてのことではなかったろうか、と、十五年

たってやっとこんな風に考えることが出来たのです。 

 私たちは今日からこれまでの伝導の目的意識を変えなければならな

い、と思います。それにはこれまでのような遅々として進まない自分に

甘えた修行では、本来の目的を達成することは出来ないと思います。一

人一人が真に法に目覚め、法を生活に実践して一日も早く一本立ちしな

ければ、その使命といいますか念願を全うすることは出来ないのであり

ます。 

 時あたかも去る七月七日の真昼、金沢の地は天いやがうえにも高く、

天上の光に満たされているかのごとき感のする状態でありました。 

 真上に輝く太陽の回りは七色の虹で円く囲まれ、そのたたずまいは厳

粛で、思わず、主よ有り難うございます。有り難うございます。溢れる

涙とともに感謝感動の言葉を捧げました。 

 金沢の町を取り囲む山々もまた天上界そのもののように薄霧に包ま

れ、夢幻のような現象化した状態でありました。何と「おそれ」おおい

ことでありましょうか。何と偉大な慈悲深いお計らいでありましょうか。

私は感動いたしました。感激いたしました。 

 この地の心ある人々に対しての大きな祝福と励ましの現象ではなか

ったか、と思いました。 

 これまでにこの現象と全く同じ現象を二度拝見いたしました。二度と

も法に関係した行事のある日でいずれもが今回と同じ真昼の出来事で

ありました。 

 かつて主のお母様をお訪ねしたときのことでしたが、このときもお宅

のお玄関先を始めとして、バスの車窓から見る山々の頂きに次々に繋が

っている虹の現象を拝見いたしました。 
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 何処まで走っても走っても尽きることのない連続した光景に見る者

全員、感動し絶句したのでした。私自身六十数年の人生で初めて体験さ

せて頂いた素晴らしい現象でございました。 

 それはそれは筆舌に尽くし難い永遠の悦びであります。 

 また能登半島の突端のとある岸壁で、見渡すかぎりの日本海の大海原

が遥か彼方の水平線まで、見る見るうちに一面に次々に七色に変わって

ゆく、広大というか壮大というか、全く言葉では言い表すことの出来な

いような、パノラマのような一代現象を拝見させて頂いたことがありま

した。このときは「神を信じなさい」という天上界からの通信がありま

した。 

 私たち夫婦は偉大な天上のお計らいと神と主に対する「おそれ」と「感

動」で、身体がガタガタ震えたのを記憶いたしております。必要なとき

には何時でも必要なことをお計らいくださるのだ、ということを学ばせ

て頂きました。神仏のお計らいは私たち如き者が考えるようなものでは

なく、それは誠に想像を絶する壮大なものとして受け止めさせて頂きま

した。 

 これらのことは、私が法に帰依することがなかったら、到底体験する

ことは出来なかったことであろうと、いまもって有り難く感謝いたして

おります。 

 最後にこのような愚かな私に最後まで「北陸を頼みましたよ」「北陸

を頼みましたよ」と、ご信頼してくださった、主のみ心に対して、この

一命を捧げてお応えしてゆかねばならないものと念じているものでご

ざいます。 

 

 主のみ心のように法が地球の隅々にまで広がりますように。 

   日々偉大な貴方様を称え悦びと感謝を捧げられますことを幸せ

に思います。 

   有り難うございました。 

     昨日の第二土曜学修会の盛会を感謝します。 

     この日参加された魂たちに光と安らぎをお与えください。 

 

 

 

 

 

 



335 

 

【しあわせ】1990-9 月 

 

 主よ、今こうして在ることのしあわせを感謝いたします。 

 一秒一秒の私の目に入るもの、耳に聞こえるもの総べてが有り難く嬉

しく思います。 

 悦びと感謝の連続の時の流れの中で、自ずと口から主に対し感謝の言

葉がほとばしるのです。いくら感謝申し上げても足りることのない思い

がいたします。 

 感謝と誓いの会を終えて、もう四日の日が流れて行きました。しかし、

私の心は益々熱く感動と悦びで燃えたぎっているようでございます。 

 私のこの世での修行も峠を越え、一とき一ときが終わりへと近付いて

いることは間違いのないことでございます。人生六十五年、事業を始め

てから二十二年、法に帰依して十六年を数えますが、いまこそこれから

お与え頂く日々が、最後の総仕上げの時と考えております。 

 本来ならば、もっともっと早くに法を深く頂き、一人でも多くの方々

に対して供養させていただかなければならなかったのでございました

が、厳しい修行から何とか要領よく擦り抜ける工夫はないものかと、逃

げ回っていた分だけ多く苦しみ、回り道をした分だけ総てにおいて遅れ

を取ってしまいました。本当に申し訳のないことをいたしました。ここ

に主に対して深くお詫び申し上げたいと思います。 

 しかし、いま遅蒔きながらいまのこの一とき一ときを悦び一杯で感謝

して生きられることの幸せを感謝いたします。私はこれまで幸せとは何

か特別な有り難いこと、嬉しいこととして受け止めておりましたが、今

日やっといまこうしてお与え頂いている一とき一ときが自分の願いの

侭にいま在ることこそ、最高の幸せだということを分からせて頂きまし

た。有り難うございました。 

 この素晴らしい人生、光に満たされたこの人生を生きるためには、生

きる心構え、心の在り方が大切でございます。特に法に生きる者は、日々

の生活の中にどれだけ法を生かしているかが大切なことではないかと

思います。 

 いまのこの人生は取り返しの効かない、二度と後戻りの出来ない人生

でございます。しかも甘えとか、情状酌量の余地のない人生でございま

す。 

 私はこのたび一人の病める心の友と、過日の先生に対する感謝と誓い

の会を縁として、新たに自分の心に問いかけざるをえない気持ちになり

ました。 
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 明日は無いこの人生、今という一瞬一瞬の連続帯の中に生かされてい

る人生、生と死の境目を歩かされている精妙な人生、この人生を生きる

方法は、自分の人生経験による生き方、自分の考えによる生き方ではこ

の人生における真の幸せは得られないのでございます。 

 神のみ心を説かれた偉大な主、貴方様の説かれた法によって生きる道

以外には、真の幸せの道はないのでございます。己を粗末にしないで気

を付けて気を付けて己を大切に大切に、明るく明るく清らかに香り高く

生きねばならないと思います。それには法によって先ず、一秒一秒の思

いを正しいものにして生きねばなりません。次には、その正しい思いに

従って行いを正して生きねばなりません。 

 自分の目に入るもの、耳に聞こえるもの、手で触れることの出来るも

の等、一切の万象万物に対して愛の思い行いを実践し、積み上げてゆく

ことが、この深遠なる人生に出させて頂いた真の道でございます。 

 自分の心を豊かな愛深き心にするための、神と主のお計らいを一瞬一

瞬頂いていることに対して深い感動と感謝の心をもって生きねばなら

ないと思います。 

 主がお与えくださった、いま目の前にあるこのいやなこと、それは自

分を中心として見るからいやなこととして見えるのでございます。しか

し主がいまのこのねじれた私の心を正すために必要であることを見抜

かれて直接働き掛けてくださった有り難い慈悲でございます。 

 いやだいやだと思う勝手気侭な心では通り過ごせない、その心ではそ

の中にある神と主の慈悲を受け止め生かしていくことは出来ないので

ございます。 

 私はこれまで、平安ということはそういった波風の立たない日々を頂

くことであると思っていましたが、心が波風の立たない安らぎのあるた

たずまいであることを知りました。むしろこの私に対して何時も何時も

天変地変のようなことが、次々に起こり、よりこの自分を豊かにしてゆ

ける環境をお与え頂けることこそ、何事にも勝る有り難いことと思いま

す。 

 主からご覧になられてまだまだ愚かな愚かな未熟者ではございまし

ょうが、今日只今の私はいま生かされ在ることが嬉しく有り難いのでご

ざいます。こんなにも幸せなことがこの世にあることを知りませんでし

た。幸せとは特別なこととしか分からなかった自分でございましたが、

いまの一秒一秒こそが特別なことの連続帯であること、大変な大変な中

にいま生かせて頂いていることを知りました。人間がこの世の中でいま

考えているような我欲を中心としたことや、世界の国々が自国の利害の
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中でしのぎを削るようなことでは真の幸せを頂くことは出来ません。 

 少数の為政者たちがこの世のものにとらわれ、その方向に流れていく

ようであれば、その関係する多くの神の子の心、神性仏性をも汚し、果

てはその地域を神の光の届かない所にとしてしまうような虞もありま

す。為政者の心の在り方が、常時神にその意識を向けて生きているかど

うかということで、決定づけられると思います。このことは何も国の為

政者ばかりではございません。一つの会社の責任者の心の在り方も同様

でございます。 

 私たちいまこの地球上に生きる者、総てが正しい神を信じて生きてい

るかどうかということが、いま最も緊急の大事なのでございます。偉大

な主を忘れ去ってしまってはいないかということでございます。このこ

とは今日の食事よりも、もっともっと先に緊急課題として考えなければ

ならない大事なことでございます。 

 私は今日この頃やっと自分ほど心の汚れた醜い者はいない、と気が付

いて来ました。ですから、その結果として私の環境の中では、まだまだ

いろいろなことが起こってきております。 

 社員が辞めたため要員が足りない、一部の社員が私を信頼してくれて

いない、取引先との意志の疎通がうまくいっていない、といったような

ことが起きております。 

 しかし、私は一つ一つのことが偶然に発生したとは決して思いません。

当然この責任者である私のこれまでの心無い結果としていまこのよう

な問題が起きてきているのだと自戒しております。一つ一つを取り上げ

て自分の心の流れを反省させて頂いております。そしていまのこの事態

をむしろ有り難いと思います。一つ一つの大波小波を乗り切る毎に自分

の心に動揺がなく、平安であり、むしろそのことが悦びに変わっている

ことが嬉しいのです。有り難いと思います。 

 昨日も歩いている時に何とはなしに貴方様が呼び掛けておられる気

配を感じました。やはりそうでした。貴方様は何時も何時もこの愚かで

怠惰な私をお見守りくださっています。そしてお励ましをくださいます。

私の心の中に何時も貴方様のお姿が見えます。貴方様がじっと私を見て

おられるのです。 

 貴方様に対して次のように祈らせていただいております。 

 主よ、この愚かで怠惰な私をこのように愛し励ましてくださり感謝い

たします。いまの私にはこのようなことが起きなかったならば、一歩も

前進することは出来ませんでした。このお与えくださった慈悲により、

いまのこのことにもこのように感謝出来、目の前のこの愛する人たちと
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も心を分かち、この人たちの心まで思いやれるお計らいを頂きました。 

 主よ、有り難うございます。謹んで感謝申し上げます。 

 何時までも何時までもこのように深く思いやってくださり、私は本当

にしあわせでございます。 

 主よ、私は主のご信頼を頂きこの地を託されましたが、貴方様が肉体

を持たれ心血を注いでお悟りになられた道を、私たちはただ安楽に安易

に考えて歩いて来ました。お許しください。いま私は自分にもっともっ

と厳しく臨み、主のみ心が分かるまで主がお説きくださった「法」につ

いてお話しさせて頂く資格はないものと自戒いたしております。 

 初めて貴方様が私に対して「先ず自己確立を計りなさい。次に法によ

って体験したことを話しなさい。貴方は話が出来るんだよ。逃げないで

人々に話してあげなさい。」と、おっしゃられたことを、形として受け

止めておりました。お許しください。 

 主よ貴方様はこの言外に、私の生きざまのように自分をしっかりと見

つめなさい。自己確立へと精進努力をしなさい。そうしたときに心から

の話が出来るんだよ、と、おっしゃっておられたのでした。心の話は、

「もの」を中心に生きているときには心は開かれず、どうしても形的な、

所謂理屈の多い哲学的な思想の話となります。法を中心に心を大切に大

切にして積み上げていかない限り、法悦の話をさせて頂くことは出来ま

せん。毎秒意識を神と主に向けさせて頂いて生活をすることによって、

真の悦びと感謝の生活をさせて頂くことが出来るのでございます。そし

て謙虚でしかも勇気ある愛の持ち主となれることを学ばせて頂きまし

た。 

 私はいまもふつふつとして心の中から沸き上がるこの悦びを、一人で

も多くの人々にお分けしたい気持ちで一杯でございます。まだまだ未熟

者ではございますが、この地におらせて頂く限りこの身を供養させて頂

きたいと念じております。 

 過ぎし年貴方様がこの地にお出でくださった日がまた近付いてきま

した。在りし日の貴方様を偲び心からの悦びと感謝を捧げます。 
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【愛】1990-10 月 

 

 私の家の近くに住んでいる私の大好きなＭちゃんは、幼稚園の年中組

に通園している女の子です。 

 赤ちゃんの時からいつもお母さんと公園の砂場で一緒に遊んでいる

のを見掛けました。 

 一般のお母さんや子守をしているお婆さん方は、子供を遊ばせている

か遊んであげておられるのですが、このＭちゃんのお母さんは、自分も

その子のお友達になって遊んでおられるのです。いつ見てもＭちゃんに

対してキーッとかカーッとなっておられる姿を見たことはありません

でした。 

 このお母さんは法を学んでおられる方なので、さすが一般のお母さん

方とは違うのですね。 

 私はお会いするごとに『感情的になって怒らないで、Ｍちゃんの言う

ままに遊んであげてください。お母さんの感情が入って怒ることは、こ

の世に出てきて初めて恐ろしい人に出会うのがお母さんになるわけで

すから、いつもニコニコと、やさしく暖かく愛情を差し上げて下さいね。

これからあなたは初めてお母さんにならせて頂く訳ですからね。どんな

方も子供を産んだから、即座にお母さんにはなれないのですよ。この世

に出る前の天国で、この M ちゃんに今度地上界に出たときには、未熟

な者ですが是非ともあなた様のお母さんとして修行させて下さい。お願

いします。と頼んで出てこられたのです。愛豊かな神の子になるために、

夫婦、親子、兄弟姉妹となって頂く方を選んでお願いして出させて頂い

ているのです』などとお話をさせて頂き、この M ちゃん親子の成長を

陰ながら楽しみにして見てきました。 

 そのお母さんは本当に子供が好きで好きでたまらないという感じで、

とてもとても自分の子供を怒るどころか叱ることも出来ない方のよう

です。 

 あんなお母さんこそ、我が子を目の中に入れても痛くない、というの

でしょうね、と砂場に集まっているお母さん方も言っておられるように

聞きました。 

 子供を遊ばせている、遊んであげているお母さんやお婆ちゃんは、き

っと非常にお疲れになられると思います。 

 なぜお疲れになるかと言いますと、大人の立場で遊んであげておられ

るからなんです。つまり心の腰を曲げて仕方なしか、それともいやいや

で遊んであげておられるからだと思います。その赤ちゃんなり、幼児の



340 

 

次元まで降りて遊んであげることを知っておられないからでしょうね。

どのお母さん方も、もう一人前のお母さんになっているつもりなんです

ね。しかしどうした訳かいつも「母親役」で苦しんでおられるのです。 

 大人の次元でしかも自己中心の思いが強いのと、子供は産んだけれど

も心は成長していないものですから、初めての育児とご主人のことでイ

ライラと格闘しているのが大方のお母さん方ではないでしょうか。 

 これまでに誰しもが、良いお母さんになるために沢山の育児のご本を

お読みになられたことでしょう。また、自分のお母さんや先輩たちの経

験を沢山聞いて来られたことでしょう。 

 しかし子供との心の交流がなかなかうまくいかないので苦しんでは

おられないでしょうか。 

 まず育児においていつもかもイライラしておられるようであれば、そ

れは真の母親になる方法を知っておられないお母さんだと思います。一

番可愛いはずの我が子に鬼のような傷を与えているとしたら、それはと

んでもない悪役のお母さんだと思います。赤ちゃんの時から子供はその

受けた大きな傷を引きずって痛い痛いと思いながら一生を生きてゆく

のです。 

 その原因はどこにあるかと言いますと、それは心の問題になるのです。 

 心ある人間、心ある女性、にならない限り一気に愛豊かな妻、愛深き

暖かでやさしい母にはなれるはずがないと言えましょう。 

 いくらどんなに立派な学者や、育児の経験豊かな専門家や女性であろ

うとも、真の母親教育や指導は出来ないものと思います。 

 なぜなら乳児または幼児に対する母としての心の在り方、心の指針が

説かれていないからであります。学問をどれだけ深く学修されようが、

どれだけ多くの赤ちゃんを取り上げようとも、いかに多くの幼児を教育

されようとも、それは自分を中心とした単なる知識か体験上でのことに

しか過ぎないのです。しかも、その育児書をお書きになられた諸先生方

は、果たして自分のお母さんから十分に正しい愛を頂いてこられたでし

ょうか。また、自分の子供に対して母なり父として正しい愛を差し上げ

てこられたでしょうか。 

 そうお尋ねしますと、きっと一斉にその方達は「さあー」とおっしゃ

られると思います。 

 心の正しい指導は、学識経験者とか経験豊かだからというだけでは出

来ない分野なので、それは「法」を学んでおられないからです。先祖代々

からの世のお母さん方もまた「法」を聞いてきておられないから当然の

ことであります。人生の意義、人生の目的と使命を知らないでは、人間
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としての正しい心の在り方、女性として妻として母としての心の正しい

在り方を知らないのは当然のこと、どうして良いのか分からないで生き

ているのがほとんどの人だと言っても過言ではないとさえ思います。 

 このようにして考えて見ますと、世の中にあるほとんどの書物は、そ

の著者の考え方か、体験つまり思想ではないかと思います。 

 この世では最も正しいというものが余りにも多いために、どれが最も

正しいことなのか判断がつきかねるような有り様であります。しかし、

最も正しい物差しがあるのです。それは太陽を中心とした精妙な大自然

の運行の姿であります。太陽を一つ取り上げて見ても、太陽の熱、光は

地球上の総ての人に差別することなく、公平に偏ることなくしかも永遠

に変わることなく、常に自分をいかし他を生かしているのであります。

この神仏の大きな慈悲が最も正しい規準なのであります。この規準に照

らしてみればどんなことを言っておられようが、それは正しいことなの

か、それとも単なるその人の思想に過ぎないかが、一目瞭然と判定され

るのであります。 

 思想とは、かつての軍国主義や資本主義、共産主義、社会主義といっ

た人間の一つの考え方に過ぎないものでありまして、永遠に不変のもの

ではありません。 

 しかし、大自然の移り変わりに見られるこの宇宙の神理こそ、永遠に

不変、不偏、不動であり、これこそが神仏が我々盲目の人間にお与えく

ださっている心の指針であります。 

 このことは単に育児問題だけではありません。この世の中のこと総て

においてそう言えるのであります。 

 大宇宙の神と主のみ心を知らない限り、育児も教育も医学も科学も政

治も会社経営も経済も家庭の調和も大自然と人間との調和も正しいも

のにはならないのであります。人間の考えだけでは、必ずや苦しみが付

きまとうこととなるのは当然のことであります。 

 人間一人一人が直接神の働き掛けにより生かされているのに、それを

自覚しないで自分中心の考えだけで生きたとしても、そこにその人の心

の調和があるはずはありません。誰が考えても至極当然のことでありま

す。 

 大分話が脱線してしまいましたが、この辺で元の話に戻りましょう。 

 Ｍちゃんはいつのまにかもう幼稚園の年中組となり、幼稚園では先生

の補佐役のようにして、お友達のお世話をしてあげているとのことです。

いかにも楽しそうに生き生きとして活躍しているようなんです。この姿

は、出しゃばりか、かまいた好きの姿ではありません。人の世話好きタ
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イプでもないのです。 

 このＭちゃんは他のお子さんと違って自信があるからなんです。 

 その自信とは、それは神仏のみ心を知っておられるお母さんから愛を

一杯頂いているからであります。正しい母の愛を心に豊かに頂いている

から、心が満ち足りているのです。心にあふれるほどの愛が満ちている

人は誰でも、虞がありません。勇気があります。回りの人々にその愛を

分かち与えたい、差し上げずにはおられない心になるのです。この姿こ

そ神の子の真の姿でありましょう。自分を人に供養するということはこ

ういうことを言うのです。 

 皆様は既にお気付きのように、心豊かな人は小さい時から回りの人た

ちに対して、自分の愛を分かつ供養をしているのです。 

 このようなことはいくら頭で考えても出来ないのであります。心が広

く豊かでそこに愛が満ちあふれていない限り、人に差し上げることは出

来ないのであります。 

 今日のように文明が進めば進むほど、愛に飢えている人が非常に多く

なっております。いくら年老いていてもいつまでも人に甘えたい、人の

愛を欲しい欲しいと心の中で訴えている人が、非常に多いのであります。 

 このように考えて見ますと、世の母親の心の在り方が非常に重大であ

ることに気付きます。 

 この世の一人でも多くの人が神理を学び、神仏の心を心として生きる

ようになれば、その地域の家庭は調和され、地域社会もまた調和され神

仏の光に満たされいやがうえにもますます大調和されていくことであ

りましょう。その究極の姿が仏国土ユートピアであろうと思います。一

日も早く地球国家が誕生するよう念じてやみません。 

 

  主よ 本日は偉大なお計らいを頂き身に余る光栄に感激いたしま

した。 

     有り難うございました。心からの感謝を捧げます。 

     そして総ては自分の心に在ることを分からせて頂きました。 

     これからは益々己に厳しく貴方様がお導きくださった道を

精進してゆくことをお誓い申し上げます。 

 

        この地にお出でくださった記念の日に感謝を捧げて 
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【素直な心】1990-11 月 

 

 素直な心とは神仏のみ心を心として生きることであります。自分の善

なる心は神仏の心に通じていますから、その善なる心に素直に生きるこ

とであります。 

 私たちは永年の習慣の中に生きているので、どうしても自分がこれま

で生きてきた生き方がつい出てきてしまいがちであります。 

 頭では法は理解しているのですが、心に落ちていないのでどうしても

実際の生活になると、自分流のやり方になってしまいがちであります。

その時は今目の前の問題にすっぽりととらわれてしまっているもので

すから、自分の心に、法に問い掛けることを失念してしまいます。自分

の心に法の種を発芽させない限り、その芽は日を追って成長することは

ありません。 

 主のお導きにもありますように、まず自分の心の中に生えている雑草

を刈り取ることから始めねばなりません。次に自分の心の中にいっぱい

ある石ころを除去し、よく耕して肥料を十分にやり、豊かな心造りを目

指さねばなりません。 

 ある時、病院に入院しておられる方とお話ししたことがありました。 

 「昨日病院の許可をもらって銀行へ行ってきました。入院する前に頼

んであった銀行との話に結論が出ていなかったので聞きに行ってきた

のです。家内を連れていって、『今後は家内が経理を担当することにな

ったので、あいさつに参りました。どうぞよろしく。』と、言って来ま

した。」と言うのです。 

 私はじっと聞いていて「あれー、おかしいなあ。」と思いました。 

 「このご夫婦は法を永年学んでいらっしゃるのに、なぜ心とは違うこ

とをおっしゃられるのだろうか。」と思いました。 

 そこでお尋ねしました。 

 「なぜ本当のことをお話しされなかったのですか。」 

 「人に聞いたら『病院に入院することを言うと銀行が不安に思うから、

言わないほうがよいぞ。』と言うことであったので、つい嘘を言いまし

た。」 

 「私だったらこのように言うね。『近く一週間ほど病院に入院するこ

とになったので、その間経理のことで連絡があってもいけないと思い、

家内を連れてあいさつに来ました。この間お願いしてある件はどうなっ

ていますでしょうか。』」 

 そして、その様子を聞いて病院へ戻れば、来た目的も達せられ、心平
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安に入院しておれるじゃないですか。そんなふうにしていたら、いつも

不安の中に生きることになりませんかね。うそ偽りのない真実を話せば、

だれもが心を開いてくれ真実でこたえてくれるはずですよ。」 

 お二人とも、「あー、私らは間違っていました。」 

 「そうですよ。有り難い法を学んでいらっしゃるのになぜ法を知らな

い人の意見を尊重されたのか、この辺りをよく反省されることですね。」 

 翌日、奥様からお電話を頂きました。 

 「銀行へ行って本当のことを申し上げたら『そりゃ－大変ですね。早

急に出しますから、その準備をしておいてください。都合の悪いことが

あったら何なりと言ってください。』と言われました。しみじみと本当

のことを話さないと安らぎがないんだなあって分からせていただきま

した。」 

 この話をお聞きして私の心はじーんといたしました。私にもかつてこ

のような苦し紛れのうそ八百を言ったことがたくさんあったことを思

い出しました。あー、このことはこの方の問題かもしれないけど、主が

「お前の問題でもあるんだぞー。お前のここのところがまだ十分に反省

されていないぞ」と、ご忠告してくださったのだなあ、と身に染みて有

り難く思わせていただきました。そしてこの方々がおられたらこそこう

して苦労もしないでわざわざ私の所まで来ていただいて教えていただ

けるとは何と有り難いことだろうか、と思い心が熱くなってきました。

この紙上をお借りして、このご夫婦に対して心から感謝いたします。 

 このように私たちは目の前の問題にとらわれてしまいますと、とかく

その問題をどうくぐり抜けたらよいかと、自分流の知恵を絞り、法から

離れた方法によって処理してしまいがちであります。それでは当面のそ

の問題は解決しても、次にはもっと大きな問題が次々と押し寄せてきま

す。なぜならその問題というのは、その魂に法を根付かせようと配慮し

てくださっている、魂の兄弟達の暖かいお心なのであります。ですから、

法によって処理されていけば、そのような問題は次には起きてはこない

と思います。 

 私たちの永年にわたる苦労とか苦しみといったものは、こんなところ

にあるのではないでしようか。 

 私が会社経営の中で二十年もの永い間苦しみのたうちまわったのも、

いつも先ほどの方のような生き方をしていたからでした。ですから、そ

の苦しみは年を追って大きいものになってゆきました。今から考えて見

ますと、もっと真剣に法を我が心に根付かせていたならば、その苦しみ

はもっと短いものであったろうと思います。 
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 いつも私はこの苦い体験を皆様にお話しさせていただき、少しでも皆

様のご苦労が小さくなったらと願っているものであります。 

 本当のことを堂々と言って生きることは、初めはつらいことかも知れ

ませんが、言ってしまった後は何ともさわやかでうれしくなるのです。

心が晴れ晴れとして広く豊かになったようにさえ思うものです。そして

心は何とも言えない安らぎに満たされてゆくのです。 

 心を裸にして生きるとは、いつも本音で生きることであります。一般

社会のように本音と建て前の生活が続く限り、真の安らぎ、幸せは訪れ

てこないでしょう。 

 自分自身が正しく生きないで幸せになることは絶対にあるはずがあ

りません。至極明快なことであります。 

 一心発起して正しく生きようと決意したときから、その人の幸せが始

まります。しかもその人の努力に相応した幸せという安らぎが訪れてき

ます。必ず間違いなく幸せになれるので一日も早く本音で生きましょう。

一日も早く法を生活に生かし、その体験をたくさん積み上げてゆきまし

ょう。それが永遠の宝となるのです。 

 皆様のご精進をお祈りいたします。 

 

 主よ 今日このように願いのままにおらせていただきますことを有

り難く思います。 

    ご厚恩に対しこの身を捧げて深く感謝いたします。 
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【しっかり生きる】1990-12 月 

 

 正法を学んでゆく過程においていろいろな方を知った。これまでの一

つの画一された世界では到底会うことができなかっただろうに、主は私

にいろいろな人生を見せてくださった。 

 ある方は愛人といわれる方の子供としてこの世に生まれた。物心がつ

くまではなんにも感ずることはなかったが、高校へ入学するようになっ

たころから、自分の母は世間のお母さんと違う、と思うようになってい

った。父と一緒に生活できない境遇をなぜか暗く寂しいものとしていつ

も心の片隅で考えるようになっていった。そして恥ずかしいことから次

第にこの人生を呪うようになっていった。そしてやがては自分の母を恨

み、父とはいえない人を憎み苦しんでゆくようになっていった。 

 自分はとても普通の結婚はできない。それよりもこんな人生なんかも

ういやだ、一日も早くこの世を去りたい。死にたい。そうだ。美しい天

国へゆこう。この世になんの未練もない。毎日毎日は暗い地獄の心で過

ごした、青春とは程遠い日々であった。 

 私はなぜこうも不幸なんだろうか。私ほど不幸な者はいない。 

 苦しみ悩み苦しみ抜いて、いろいろとその苦しみから抜け出るために

道を求めて歩いた。 

 しかしますますその自分を包むベェールのような影は、濃くまとわり

つき離れようとはしないのであった。普通の若者であったならば、これ

からの人生、未知の世界に対する希望とあこがれで胸がふくらみ、楽し

いはずであったのに。 

 人生の裏道をとぼとぼとたどってきたこれらの人々の心労を想像す

ると、ひとりでに涙があふれてくる。人にはいろいろな人生がある。神

に許されて出させていただいているこの人生。 

 なにかこの自分の人生に秘められている真相を知って生きねばなら

ないのではなかろうか。だれの人生も神に許されたこの人生修行の真実

なものがある。それは我が心に記録されている、と教えてくださってい

る。その自分がこの世を生きてきたこの人生を選んできた隠れた心の修

行目的がある。 

 ヘレンケラーに見るこの世では最も厳しい盲目ろうあという環境を

選び出てこられた方に見るように、厳しい肉体的な環境を選んで出てこ

られている方もおられるようである。 

 経済的にも厳しい環境の方もおられると思う。 

 また、ゴーダマ・ブッダのように生まれ落ちるなり母と別れた方や、
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この世の事由で母や父と生き別れというつらく厳しい環境を選び出て

こられた方もおられる。その厳しい環境のありようは筆舌に尽くしがた

く千差万別である。これも神意のお計らいのゆえと思う。 

 この今ある環境をひもとく道は、法を学び実践する以外にはないので

ある。自分という領域から外れないと、そのカギを開けることはできな

い。 

 一人の悩める母がいた。その母は何人かの自分の子供に背かれてしま

ったのである。その方から母と子のこれまでの生き方を聞いた。 

 その母は自分のお腹を痛めて産んだ我が子を愛することを知っては

おられなかった。真実の愛、激しい真の母の愛を知ってはいなかった。

自分も弐度目の母から愛をいただいてはいなかったのである。 

 愛はその愛が深ければ深いほど、大きければ大きいほどその与えかた

も激しいものである。 

 抱き締めるときには、だれの前であろうがなにはばかることなく、ま

たなんの恥じらいもなくかき抱くのである。愛する子が、襲われようと

したときには、たとえ父親であろうと、母は自分の身を盾として愛する

我が子をかばう。我が命を捨てて愛する我が子を守ろうとするものこそ、

真の母であろう。 

 愛が深く激しければ激しいほど、母として子に対する対応もまた厳し

い節度に満ちているものである。その愛する子を叱るときには、母もと

もに神からお叱りを頂くような心で、泣きながらせつせつとして母の悲

しい心情を打ち明け諭し、我もまたその立場に立つのである。 

 その子は母の悲しい心情を心から汲み取り、愛する我が母を悲しませ

た自分自身の愚かさを悟り、悔い改めてゆくのである。もう二度とこの

愛するかけがえのない我が母を悲しませてはならない、と固く小さい心

に誓うのである。 

 叱ることは、上から頭ごなしに怒鳴りつけることではもちろんない。

心の同じ立場に立って考え、悩み、苦しみ、深く深く思いやることであ

ろうか。ともに笑い、ともに悲しみ、ともに苦しみ、ともに泣くことで

ある。心が一段と通じあい心が暖かくなり、一段と愛と勇気が心身にみ

なぎってくるものである。そして愛する我が子が一段といとおしくなる

のである。 

 また、子もまた我が母に対して母の愛の深さ激しさを心から悟ってゆ

くのである。たがいの絆はこの日々の繰り返し揺り返しによって深く深

く激しく激しくなり、やがては大きく大きく豊かに豊かになってゆくの

であろう。母も子もともに大きな深い神と主の慈愛を涙とともに心でか
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み締め感動しながら生き続けるのである。 

 ここに見るような素直な母と子のつながりがやがては回りの人への

大きく深い愛へと育ってゆくのであろう。暖かく柔らかな心をいやがう

えにも、より豊かなものとして成長させてゆくのであろう。 

 我々は愛に激しく激しく燃えて、人生をしっかり生きなければならな

い。 

 再び帰りこないこの人生を神と主のみ心のままに、悔いのないように

大切に深く生きねばならないと思うのである。 

 深く深く生きることによって初めて人生の深遠な心の悦びの世界を

知ることができるのである。 

 主のお導きにより、この一年いろいろな方々にお目にかからせていた

だき、これまで知らなかった人生を知ることができた。このお導きをこ

れからの私の人生に生かしてゆきたいと考えている。 

 この一年間は、自分の足を出さないまま、心で悩み苦しみ考えた時の

連続であったような気がする。これまでにないくらい我が周辺が混乱し

た年でもあった。何人もが病に倒れられた。これも我が身のなせるゆえ

と、心で悩み嘆き、その供養への道へ入ることの決心を誓ったのである。 

 これもあれも主がこの愚かなこの私に何をしている、厳しく慈愛深く

諭された現象ではなかったろうかと思っている。鈍重で自己中心の心の

強い怠惰なこのどうしようもない心を厳しくむち打ってくださってい

るのでは、とまたしても身勝手な夢を追っている。 

 甘えのほか何ものでもない。甘えとは自己中心の弱者の姿である。し

っかりと生きねばならない。明日という新しい神の厳かなときを迎える

前に、何としても一段上がらねばならないのだ。その前に今すぐ立ち上

がろう。だれのためでもない自分の幸せのために心の目と耳を澄まそう。

今宵が遠くに去ってゆかないうちに。 

 

  神と主に対し これまでにいただいた 

  大きな悦びを捧げ 感謝いたします。 
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【1991 年分】 

【新しい年をいただいて】1991-1 月 

 

 明けましておめでとうございます。この年が平安でありますように心

よりお祈りいたします。 

 昨年初めより東西冷戦の解消、また中東を縁とした地球の大調和とい

う目の見張るような状況を見せていただいておりますが、ここに偉大な

主の大きなお計らいを感じます。 

 「私はやがて中東へ行きます」「皆さん見とってください」と、お話

くださったことが昨日のように熱く伝わってきます。 

 そのことが今現実となって、世界中の人々の注視の的となって眼前に

展開されております。 

 主は、私達神の子らに「再び武力という魔の力に頼るでない、武器を

捨てよ、神からお与えいただいている善我なる心によって世界平和につ

いて話し合いしなさい」と諭しておられるように思います。 

 今生、主のもとで法を学ばせていただいたためにこの地球の大変革を

通じて学習させていただける幸せをかみ締め感謝いたしております。地

球の中でどれだけの人がこのことを主のお計らいと知っておいででし

ょうか。 

 ここに主の偉大な慈悲に感謝し永遠に語り伝え、たたえねばならない

と思います。 

 

 今年は昨年の「法灯絶やすべからず」に続いて「法を実践する年」に

したいと思います。 

 それにはしっかりと生きねばなりません。法を学修する場においては、

まず、しっかりと聞くことが最も大切なことであります。聞くことは語

ることに通じます。声を聞くことのできない人は話すことはできません。

法を学ぶにはまず自分の思いを排除しないと正しく聞くことができま

せん。自分の思いと比べながら聞いていたのでは、聞いたところと聞か

ないところができて、しっかりと聞くことができません。 

 自己中心のフィルターを横に置いて聞くことが大切であります。 

 一言一言をしっかりと聞くことも一瞬一瞬を真剣に実践することと

なります。自分を大切に生きる姿でもあります。自分の心が次々と何か

にとらわれてしまいなかなか聞くことに集中できない人は、話もまた正

しく語れない人だと思います。しかもそういう人は自分中心に聞いてい

る訳ですから、話すことは世間話の領域でしか話せません。法によった
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心ある話をしようと思っても、飛び飛びにしか聞いていませんから話せ

ないのです。 

 学修会に出る前から心を正しく調和してから出席することが大切で

す。そして聞くときには家に帰ってから家族全員に正しく話さなければ

ならないという責任感をもって聞くこともしっかりと聞く一つの工夫

ではないかと思います。しっかりと聞かないでところどころに自分の勝

手な考えを入れて話をしたならば、それは大きな罪となります。正しい

ものを自我によってねじまげていることになり、自分の心に苦しみを作

り、やがては自分の心を暗くし、ますます自己本意の人間となっていき

ます。そして自信をなくしてしまいます。しっかりと聞くことができな

いまま年月を過ごしてしまうと、だんだんとしゃべれない暗いノイロー

ゼの初期のような人間になってしまいます。 

 それを克服するには、集中して一心に聞き、そのままを持って帰って

から料理したら良いのです。聞きながら料理をしたら全部一語も漏らさ

ないで聞くことはできません。 

 「己を生かし他を生かす」にはしっかりと聞かないことにはできませ

ん。ところどころ聞けなかったところを自己流に話したときには「自分

を殺し他を殺す」ことになります。この場合、他とは法を話してくださ

った人、それに聞いてくださる人であります。そしてひいては法をも殺

すことになりかねません。 

 その愚かな行為は、主のみ心に添うことではなくむしろ法を妨害して

いくことにもなりかねないのです。本当に心して生きねばならないので

す。 

 次に、正しく語ることは、かつてのヨハネのお言葉にも 

     始めに言葉あり 

     言葉は神なり 

     神は言葉なり 

 の中に示されている通りであります。 

 昨年の二月の学修会である方が何不自由なく生かしていただき幸せ

です、という意味のことを話されました。私はその方に「何不自由なく

とおっしゃられたが、不自由な生活の体験をされたことがありますか」

とお聞きしましたら「ない」とおっしゃられました。この方は今の自分

の幸せなことを発表しようと思っておっしゃられたことで、それはそれ

で何も申しあげることはないのですが、しかし、その方がもし厳しい不

自由な生活を経験しておられたとしたら、もっとそのお言葉の中に今が

幸せだという悦びが満ちあふれた波動の言葉を語られたに違いないと
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思います。 

 このように考えてみますと、正に言葉は神なり、と思わざるを得ませ

ん。 

 はじめに神は言葉によってこの宇宙をお造りになられた、とお教えい

ただきました。 

 言葉は神理であります。言葉には神のみ心が宿っています。故に言葉

は法により自分を大切に生きた人によって生きかえります。 

 心ない人の言葉は、ただ空しい言葉となって伝わります。 

 法を生かしている人の心の深さ、愛の豊かさによって言葉もまた深く

豊かなものになります。そして人々の心深く染み渡り、生きる勇気と悦

びを与えてくれます。 

 このように言葉は生き物であります。それを生かすも殺すもその使う

人の心にあるのです。 

 知識だけでは、言葉はよみがえりません。空しくうつろにひびくだけ

です。 

 言葉によってその人の心の偉大性が伝わってくると言えましょう。 

 偉大な主、高橋信次先生のお言葉は、いかなる人の言葉より比べよう

もないほど深遠で、万生万物すべてを生かす愛に満ちたお言葉でありま

す。 

 そのお言葉によって、私たちを始め地球上の多くの人々の心がいやさ

れ、救われました。 

 この短い人生は名誉、地位、財産、お金という安楽の中に生きるため

に出させていただいているのではありません。苦労に苦労を重ね、知恵

を絞り工夫に工夫を重ねて、一歩一歩しっかりと生きるためにいただい

ているのであります。その中で初めて心が豊かになり愛多き人間となれ

るのだと思います。苦労して生きた人ほど深く人生を極めた人でありま

しょう。しかもそのうえ法を実践し多くの人々に法を伝導し人を救って

いる人は主により祝福され光明に満たされることは間違いないことで

あります。 

 一日も早くこの地の隅々にまで法灯をともし、その他の地域にも広く

伝導したいものと思います。 

 そのためにはこの私達が十分自信ある実践を積み上げないことには

到達できないことであります。 

 お－人お一人の方が、主のお説きくださった巨大な光をますます明る

くしかも高々と掲げ、勇気をもって歩んでいただきたいと思います。 
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 神に対し 主に対し 新しい年の決意を捧げいま在ることの幸せを

感謝いたします。 
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【実践】1991-2 月 

 

 今年の年間目標として、「実践」が掲げられ、そのサブテーマの第一

に、一人一人がそのおかれた環境において光の存在となるように努力し

よう。ということになりました。 

 そのために一番大切なことは、法の正しい学習、理解が大切でありま

す。主がお説きくださっている、ご著書「心の発見」を、神理、科学、

現証篇の順序で何回でも読むことが大切であります。読む一つの工夫と

して、読んでいく中で感動したところには赤線を引いていき、次は赤の

ところを主体として読み、その中でまたより感動するところがあったら、

青線を引く。次はその青線のところを主体に読んでいくと、またその中

で感動するところがあったら、次は違った色の線を引く、といったよう

に何十回、何百回でも読んでいくことによって、法を知識的に学ぶこと

ができます。 

 読書による学習の中で、難解なところがあったらそこを別のノートに

抜き書きし、学修会に出席して質問するという繰り返しをしていくこと

が大切であります。 

 法の学習は、いくら自分の頭で考えても出てくるものではありません。

幼稚園の新入生になったつもりで一歩一歩学習していかないと心に根

づいていきません。 

 「心の発見」は法への入門の書であると思います。次には、「人間釈

迦」第一部から四部までを読んでください。いずれのご著書を読むとき

も、思い付いたときに読むのではなく、あらかじめ毎日十ページとか二

十ページを読むことを決め、いかなる事があっても必ず決めたことを実

行していく心がけが大切であります。 

 「人間釈迦」には、お釈迦様の悟りへの過程が書かれてありますが、

私たちが反省するための学習の書でもあります。このご著書も何十回で

も読んでいただきたいのであります。 

 これらのご著書は、一般の書籍類とは違って、読めば読むほど新たな

感激と感動で心が揺さぶられ、いままで何度も読んだのに、こんなこと

が書いてあるのが初めて気付いた、という感動にしばしば出会います。

言ってみれば誠に不思議なご本であります。 

 しかし、本当は不思議でも何でもないのであって、一般の書籍類は、

一部の真理の発見や発明以外は、その人の考えを中心としたものがほと

んどであります。しかし、先生のご著書は神の心を説かれたものであり

ます。私たちの心は、どんな人であろうと神と結ばれております。神か
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らエネルギーをいただいている存在であります。そのエネルギーによっ

ていま生かされているのであります。 

 そうだとしたら、日々どんなことを思い行って生きねばならないか、

自ずと分かるのであります。神からいただいているエネルギーを自分中

心の欲望なり、感情の起伏に消耗することは許されないことであります。

神のみ心のままに、主のみ心のままに、素直に、報恩感謝の誠を捧げた

日々の生活が大切であります。 

 法の学習として次に大切なことは、主が各地でご講演してくださった

「法」を、ビデオで学習することが大切であります。ビデオでのご説法

は過去のものではありません。いまも光明さんぜんとしたお姿をお現し

くださり、親しく「法」をお説きくださっています。私たちの学ぶ者の

心に、過去に説かれたものとしての思い方や、見方があったら、それは

間違いであります。 

 主の肉体はいまこの地上にありませんが、魂は滅することなく永遠と、

教えてくださっていますように、主はビデオやカセットを通していまも

私たちの心に叫んでおられます。「何をなすべきかということよりも、

まず人生とは何であるかということを知りなさい」と。 

 ビデオやカセットによるご講話の拝聴も、心ある態度で学ばねばなら

ないのではないでしょうか。その姿の中に私たちの学習の姿、魂の姿が

見られるのであります。 

 法を知識として学び、理解された次の階段として大切なことは、いま

自分の心の中にある神とは正しい神だろうか、これまでの幾多の宗教や

国の思想による神を真の神として写していないだろうか、点検して見る

ことであります。心の中に正しい神が存在していますでしょうか。正し

い神がなくていくら心行をあげても、神に通ずるものではありません。 

 そのためにはいつも自分の心の中に、正しい神が意識されているかど

うかを見てみることが大切であります。もし正しい神の存在がない場合

は、もっとご著書やご講演により法の学習に努めるとともに、間違った

神を信じてきたことについて神と主に心からお詫びをすることが大切

であります。自分の心に正しい神が意識されるまで続けることが肝要で

あります。 

 次に、法が信じられるか、信じているかということが大切であります。 

 よく道半ばにして法について迷っておられる方を見受けることがあ

りますが、それは最初の基本の学習の努力が足りなかったためではない

かと思います。ご著書を読む心得として、初めから盲信や狂信しないで、

むしろ本当だろうか、というような疑問追求疑問追求というような学習
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態度で臨まれることが大切なことであります。そしてこれまでの自分の

間違った考え方や、信仰を正していかないと途中で挫折する場合があり

ます。 

 見ることも聞くことも、また思うことも人それぞれで千差万別であり

ます。同じ物を見ていても見る次元があります。聞くにもそれぞれ次元

があります。同じ事を聞いても分かる人と分からない人とあります。ま

た、それ以上に一言聞いて十を理解する人もあります。飛び飛びにしか

聞いていない人があるかと思うと、全部心で聞いている人もあります。 

 飛び飛びに聞いている人は、聞いている最中に何か他のことを考えて

いた人です。集中して聞けない人はいつのまにか自分中心の思いの中に

遊んでしまいがちであります。いつも自分中心の思いや行いの中で苦し

んでいる人であります。自分のことだけで人を思いやるといったような

心に「ゆとり」がない人ではないでしょうか。 

 次に実践するためには、まず正しい反省が大切であります。正しく反

省をしたことが生活の中で再び顔を出さないか、ほんろうされることの

ない自分をつくりあげていくことが実践であります。 

 今生のこの良き機会に少しでも正しく生きることを学び実践し、常に

人に対して愛の心がもてる人間になるように精進しようではありませ

んか。 

 一人でも多くの人にこの偉大なる法をお伝えしてください。毎日毎時

出会う人に叫んでください。主は、いつもいつも私たちにその貴い機会

をお与えくださっています。 

 

 神に対し 主に対し いま縁生の友とともに法を学ばせていただい

ている幸せを感謝いたします。 
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【はじめての人に】1991-3 月 

 

 私の体験と学習とにより平安に生きることについてお話し申し上げ

たいと思います。 

 皆様におかれましては、それぞれの人生経験をおもちでいらっしゃる

わけでありますが、それはそれで誠に尊いものであります。 

 私がこれから申し上げますことをお読みくださいます間、暫くのあい

だだけ、これまでの人生経験をそっと横に置いていただきたいと思いま

す。何故かといいますと、そのフィルターを通してお読みになりますと、

充分にご理解いただけないと思うからであります。 

 私達は、毎日毎日今日も一日無事故で過ごせますように、と祈る心で

生きております。さぞや皆様方の奥様ならびにご主人様、お家族の皆様

におかれても、いつもいつも平安無事を念願しておられることと思いま

す。 

 この世のどんな方もみな、日々無事を祈りつつおられることと思いま

すが、しかし、昨日も今日も各地で事故が発生し、悲しい状態が続いて

おります。いつも事故とは無縁でいる人と、いつも事故とか病気で家族

が交替で病院通いをしておられる向きとがあります。何故にこのような

格差ができるのでしょうか。それは神さまが差別しておられるわけでは

なく、自分の生きざまが原因しているのであります。私は高橋信次先生

から 17 年間教えていただき、実際の生活面に生かした体験の結果、分

からせていただきました。 

 それは、いつもかも何かを考えている、または思っている心、人には

嘘がつけても自分には絶対に嘘のつけない心を正しくして思う（考える）

行うようにすることであります。 

 事故防止や安全については、学者やいろいろな人生経験者、学識経験

者がいろいろな説を言っておられますが、それらの学説等を遥かに超越

したものが、これからご説明する心のあり方であります。 

 それにはまず第一に暖かい思いやりのある心づくりを始めていただ

きたいのであります。テレビのチャンネル６を回すと、絶対間違いなく

６の映像が写ります。人間の心からも電波のような波動が出ており、暖

かく明るい人には、暖かく明るい人が集まってきます。また、悪口やぐ

ち、気短かといったような暗い人には、やはり暗い人が集まります。類

は類を呼び込むわけであります。 

 植物は、どんなところに生えていても、自然に太陽の方へと向いてお

ります。暖かく明るい方向に向いて成長していっております。 
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 人間も、如何なる人もすべて心の底では明るく暖かくありたい、暖か

く明るい人の回りへいきたいと思っています。当然のこと暖かく明るく

生きている人の心には、明るいこと、明るいもの、暖かいこと、暖かい

ものが自然に集まってきます。その明るく暖かいこととは、人間にとっ

て幸せにつながることであります。 

 その反対に暗い人の心には、暗いもの、暗いことが集まってきます。

いくらお祈りをしようが、自分の心即ち受信器を明るく暖かいものに変

えない以上それは無駄なことであります。 

 暗い心をしていると、避けられる事故や病気も避けられなくなります。

つまり、暗い心と暗い心同志がドッキングするのであります。それは人

間ばかりではありません。暗い人の心に暗い要因のものが集まるのであ

ります。いうまでもなく暗いこととは、人間にとって不幸なことであり

ます。 

 事故や病気等不幸な出来事の原因を探っていきますと、必ずや暗い原

因を作っていることが発見されます。その原因によって結果として事故

や病気、不幸な出来事が形となって表面に現れてくるのであります。 

 事故が発生したからといって、いくらそのときの状態を調べ、原因の

追求をやってみても、表面的な形としての原因が分かるかも知れません

が、真の事故原因は発見されずまま終わるので、また同じような事故や

病気になるのであります。そしてその状態は、回を重ねるにしたがって

事故や病気の状態は大きく重くなっていきます。 

 大分お分かりいただけてきたと思いますが、そのもとは、その人の心

の状態にあるということであります。 

 その心が、あの太陽のように丸く豊かであるかということであります。

人間の心というものは、生まれた環境、即ち、両親との関係、家族との

関係によって良くも悪くも影響を受けて、いまあるのであります。 

 いつもイライラしていたり、いつもカッカカッカしていたり、また、

人の欠点ばかり目について仕様がない、といったようなことがらは、多

分に心が丸く豊かでない原因によるものであります。自分の心と相手の

暗い部分つまり欠点とが同通した状態なのであります。 

 自分の暗い心を修正するには、いつも思っていること（考えているこ

と）と行っていること（お話することも）を点検して見ることが大切で

あります。 

 次にその点検の基準についてご説明いたしましょう。 

 今日私達が生存するために必要な太陽の熱、光、空気、水等どれ一つ

とってみても不変、不偏、公平で、自分本位な考えを持っていないこと
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は、皆様も充分ご承知のことであります。 

 しかも、人間を始め動物、植物、鉱物等すべてのものを平等に正確に

無所得で生かし続けております。例えば人間をはじめ動物は植物から出

ている酸素を吸収し、吐き出した二酸化炭素を植物が吸収して生存して

いる一事を見ても、人間だけが勝手に一人で生きていくことは絶対にで

きないのであります。 

 この地球上のすべてのものは相互に生かし合い、助け合って生きるよ

うに仕組まれているのであります。その姿は、太陽の熱、光を受けて地

上にあるもの同志が、生かし合い、助け合い、補い合うという横に並ん

で肩を組み合っている状態であります。つまり、慈悲という縦の光を受

けてそれを回りに広げてゆく愛という行為をしていかなればならない

神理によって形成され、その道をいやおうなしに私達は歩んでいかねば

ならないのであります。 

 このことを心静かに考えて見ますと、私達盲目の人間は、あの太陽さ

まのように、また、空気や水のように、自分を精一杯生かし、また回り

の人間を始めすべてのものを精一杯生かすように努力していくために

この世に出させていただいているのだ、仕事も家庭も職場も、みなその

愛という修行の実践のためにいただいていることが分かります。 

 太陽は一つであります。その太陽のもとすべての人間同志が神の心を

心として、助け合い補い合って生きてゆくことこそ正しい道であること

は、当然のことであります。 

 自分勝手なことは許されないのがこの大宇宙の神理であります。もし

自分中心の思いや行為をすれば、その神理から逸脱した分だけ人間は苦

しむようになるのであります。このことが生老病死という四苦を始め、

八苦という苦しみにつながるのであります。 

 しかし、長年の間自己中心に生き続けてきた者にとっては、自分の思

いや行いが間違っていることには、なかなか気付きません。 

 気付かないままゆくと重大な障害にぶつかることになるため、神は慈

悲として、黄色信号、赤色信号にあたる、交通事故や傷害事故、病気等

を与えてくださっているのであります。 

 こうして人生というこの短い一瞬を考えて見ますと、この一瞬一瞬を

本当に押し戴くような感謝の心で迎え、真剣に取り組んで生きなければ

ならないなあ、と思います。 

 「一日のことは一日にて足れり 明日のことに思いわずろうことなか

れ」まさにその通りだと思います。 

 一つの職場で不思議なご縁をいただいて、いまこうして身近におらせ
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ていただける幸せに感謝しましょう。自分の目に写る相手の素晴らしい

ところは、自分の目標とすべきところであります。相手の未熟なところ

は自分がその分をいただいているのであります。ですから、そっと補っ

てあげるという愛の修行の良き機会をお与えいただいているのであり

ます。また、目・耳に入る回りの人の嫌な言動は、神がお前もそのよう

な言動をしていないか、という問いかけをいただいているのであります。 

 如何なる人もこの地球上の人は、みな神によって許され生かされてい

る同級生なのだ、と教えていただいております。 

 人は人を裁くことのためにあるのではなく、人は人を生かすことのた

めにあるのであります。人は、相互に助け合い、許し合い、補い合い、

思いやり合う愛により希望と勇気とをいただき、自立してゆくのであり

ます。 

 お互いに感謝し合い、尊敬し合い、謙虚な心で今日という一日を大切

に生きましょう。 

 皆様の平安をお祈りいたします。 
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【自分を愛するとは】1991-4 月 

 

 「貴方はまだ私の本を充分に読んでいませんね。だから私の話しは充

分分からないと思います。しかし、貴方の奥さんは私の話しが分かるは

ずです。」 

 高橋信次先生に、はじめてお目にかからせて頂いた日、先生のお口か

ら出たお言葉でした。 

 あの日から昨日で丁度十七年たちました。 

 いまあの頃の自分を振り返って見ますと、正しく生きる方法を何も知

っていなかったなあ、と思います。 

 精々が、仏典に載っている程度の「不悪口、不両舌、ふしんに、不邪

見、不妄語、不義語、不ちゅう盗、不邪淫」（もう正しい字も忘れてし

まいました）等のことは知っておりました。しかし、字の意味が分かる

ものとおぼろげながら分かるものとあって、ただそれを毎日棒読みし、

心の中ではこのような間違いをしてはならないんだなあ、と思っている

程度でした。 

 神様はお宮さんにおられるし、仏様は自分の家の仏壇の中におられる、

それに先祖代々のお墓と、この三つを一生大事にしていけばいいんだ、

と考えておりました。 

 このような次元の人間ですから、これ以上のものがあるとは思わない

し、また求めようともしておりませんでした。しかし、いま法に触れて

から今日までのことを考えると、悦びと感激、感動で一杯でございます。

いま、真実の幸せに出会うことができ、この十七年という歳月は無駄で

はなかった、と感慨無量であります。 

 いま世の中の大方の人々は、名誉、地位、財産、お金といった物によ

り、浮き草のようないっときの幸せに酔うておられるのであります。い

まの環境が永遠に続くと思い込んでおられるようであります。しかし、

真実はやがて苦しみの世界へとつながってゆくのであります。 

 いまこの世で真の幸せに会うことがなくて、どうしてこの世を去って

から自動的に引っ繰り返ったような幸せにあうことが出来るでしょう

か。そんなことはありうるはずもないことであります。 

 私たちは生まれ落ちるなりから、おなかが痛い、頭がもの憂い、と言

っても、我が子を目の中に入れても痛くないほど愛している両親ですら

も、その苦しみを分かってはもらえないことを、何回も何回も嫌という

ほど、体験してきております。沢山の体験を通して、私たちは小さいと

きから、自分は誰にも頼ることは出来ないんだ、自分のことは自分に頼
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るしか道はないのだということを、心の底から思い込んで成長し、今日

いまあります。 

 しかし、自分の心の苦しみを取り去り、自分をどうしたら幸せへと持

ってゆくことが出来るか、ということを知らないでいます。 

 これまでの人生の中で出会った、宗教なり哲学や教育等では、人に親

切にする道徳的な次元のことは教えているが、自分を幸せにする自力の

道については、何一つ教えてはいませんでした。 

 神からお与え頂いている自分の能力をすべて出し切る方法について

は、人間の頭脳では説明することが出来ないからであります。つまり自

分の心を裸にして、心にある愛のすべてを出し切った生き方をするとい

うことは、人間が説き明かすことの出来ない分野だからであります。 

 それは、神の領域だからであります。私たちの父であられます神と、

神の子の私たちとの心のつながりの世界のことだからです。そうします

と、当然のこと、神のみ心を説けるお方でないと、人々を導くことは出

来ません。 

 このように考えてきますと、この世の中に沢山ある宗教と、高橋信次

先生がお導きくださっている教えとは、全く違うことがお分かり頂ける

と思います。 

 もっと言わせて頂くならば、他の宗教や教えでも、神ということを言

っておられるとしたら、その厳然とした相違点、真実の神の心を説き明

かすことが出来るお方であるとしたら、まずあの太陽のように一銭もお

金を要求しないし、そういうことからのお金を当てにした生活をしては

おられないはずであります。 

 むしろ、自分の自腹を切って人さまに奉仕や供養をしようと、偉大な

神の心を叫んでおられるはずであります。そしてその説かれる神理は、

人の心に悦びと勇気とを与え、生きる感動を与えてくださるはずであり

ます。それに加えて、何も勉強しないのに、世界中のすべての国の言葉

を話され、解されるはずでありますしまた、神ではありませんが、総て

において神のごとき、生きざまを示されると思います。 

 一口で言わせて頂きますと、このようなことになると思います。 

 私たちと一緒のこの地に、一時の間神のみ使いの大大天使が肉体をも

って、お姿をお現わしくださっていたのであります。私たちはこのお方

と、一時ではありますが、一緒の空気を吸わせて頂き、一緒の大空を眺

めさせて頂いていたのであります。皆様が気付く気付かないは別として、

この地球の一角のこの日本という地に、このような大変なことが起きて

いたのであります。これほど、これ以上の大変なことはこの世にはあり
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ません。それほど大変な大変なことが起きていたのです。そしていまも

そのお方の教えによって多くの方々が救われ悦びにむせんでおられる

のであります。 

 「人間は自分を愛し人を愛しなさい。誰であろうとも人の足を洗わせ

て頂く愛の心を持って接しなさい。人を裁くなかれ、人の上に立つと思

うなかれ、人間は神のもとに平等である。」と、お導きくださいました。 

 更に、「我は法なり光なり」と。 

 私たちは、まず、すべてが自分から発し自分に返るということを、知

らなければならないと思います。この大宇宙の法則は、循環の法則によ

って成り立っていると教えて頂いております。仏教でいう、輪廻、転生

輪廻、因果律ともいいます。 

 善の原因により始まったものは必ず善の結果を頂けるし、悪の原因で

始まったものは必ずや悪の結果に終わるのであります。善因善果という

ことであります。 

 いま病気だ、交通事故だ、何と不幸せだろう、と嘆くよりも、その結

果に至るまでに必ずやその原因を何処かでこの自分自身が造っている

ということを考えて見なさい。そして、その原因が分かったならば、早

急に取り去ってしまいなさい。そうすれば同じ苦しみに再び出会うこと

はない、ということであります。 

 いつも心に不安なことがなく、心の底から明るく楽しい人生を過ごせ

る道は、ただ一つ正しく思う、行うということを一歩一歩学習、実践す

ることから始めることであります。 

 人間はどんな人であろうとも、いくら最愛の人であっても、自分の心

に蓄えられてある愛だけしか、差し上げることは出来ません。いくら精

一杯あげたい、と思っていても自分にないものは上げることは出来ませ

ん。 

 愛の豊かな人間になるには、一秒一秒の生活の中で思うこと行うこと

を正した生き方をすることであります。即ち、自分を粗末にしないで少

しでも自分を大切に生きることです。 

 自分を大切にして生きた分だけ人もまた大切にすることが出来ます。 

 人間の苦しみは、自己保存、自我我欲が原因だ、とお教え頂いており

ます。 

 大自然はすべてにおいて私意がない。一木一草に至るまで、もっとも

っと生き長らえたいとか、もっと沢山太陽の熱や光が欲しいといったよ

うな欲望は一切持っていない。いま与えられた環境の中で不満を持つこ

となく、一生懸命に生きているのだとお教え頂いております。 
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 だから大自然は調和して美しいんですね。だから、人は山や海へと心

の安らぎを求めて出かけるのです。 

 私たちも、この大自然の姿のように、私意を入れない己をつくり人に

接することが、大切なのではないでしょうか。いま与えられるがままに

感謝し、我が善なる心に素直に生きることが、真の愛の道だと思います。 

 先生は、今生最後のご講演の中で次のようにお導きくださっています。 

 「自らに目覚めなさい。自らの心を開きなさい。小さな自分を捨てな

さい。偉大なる神の光に目覚めなさい。それは愛です。それ以外にない

ということです。」 

 自己保存、自我我欲を中心とした、小さな自分から一ときも早く抜け

なさい。その自分という小さな殻を捨てなさい。偉大なる神の光の中に

いま生かされているということを自覚しなさい。 

 愛する神の子たちよ、私意を捨てなさい。そして心からの愛を捧げな

さい。そのとき、貴方方は神の光に満たされることでありましょう。と

私たちにこれからの道をお示しくださったものと思います。 

 愛は奉仕であり供養であり犠牲であると、お教えくださっています。 

 愛は行為である。と、お説きくださっています。 

 日々の生活の中で、私たちは神を忘れ、主を忘れ、大空を見上げるこ

とを忘れたときは、心の暗いときであります。そしてそのときは必ず自

己中心、自我我欲にとらわれているときであります。心はいやがうえに

も暗く閉ざされているときであります。いつも神を思いましょう。いつ

も主を思いましょう。そしてただ今このようにこうして生かして頂いて

いることを心から感謝いたしましょう。つぎつぎ出会う方々に対し、愛

の思い愛の行いを捧げましょう。 

 

 神に対し、主に対し 日々法を学習できる環境をお与え頂いておりま

すことを心から感謝いたします。この地に相集う魂たちに対し、光と安

らぎをお与えください。 
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【夫婦の調和】1991-5 月 -6 月 -7 月 -8 月 

 

 高橋信次先生は、夫婦の調和についてご著書「人間釈迦」の中で次の

ようにお説きくださっています。 

 『一夫多妻の底流には、男尊女卑の思想が流れており、女は男の道具

でしかなかった。 

 もともとこうした思想が生じたのは、男は腕力にすぐれ、女はそれに

憧れを抱くようになったからであった。いってみれば力がすべてであり、

力は正義であり、弱肉強食の動物界の姿が人間社会に持ち込まれていた

といえるだろう。 

 力は正義とする思想は、今日でもなお人々の底に流れており、この思

想がいろいろな面に顔を出している。政治も、経済も、教育も、国と国

との外交にしても、昔ほど露骨さはなくなったが、最後の切り札となる

ものはやはり力である。軍拡は無益だといっても、米ソを頂点として、

どんな小国といえども、多大の犠牲を払ってもこれに力をそそいでいる

し、経済は競争を建て前として動いている。また教育にしても、才能教

育、天才教育が幅を利かせ、科学技術が何よりも優先している。 

 腕力から頭脳に……昔と現代では、その力のおき方が単にこのように

肩代わりし、形を変えているにすぎない。 

 男のこうした世界に対して、女はそれに魅力を感じ、追随している。 

 一夫一婦、男女平等とはいえ、心理的に男女にこのような心の動きが

あるかぎり、男尊女卑の弊はなかなか崩せまい。 

 この弊を崩すには、まず六根という煩悩から離れることだが、平均的

な考えは、まず男にあっては、力は正義とする本能的思考を改めること

だ。 

 力は正義とする煩悩は、地位、名誉、権力欲などを生じせしめる自己

保存が根底にあるが、現実的には、孤独感、対立感、そして競争心、こ

うした煩悩に火をつけることになる。 

 煩悩の執着点は常に虚しく、救いのないものである。先を争い、地位

や名誉を得れば、肩の荷は重くなっても、心の安らぎはますます遠のい

て行く。 

 心の安らぎは、自分と他人との壁を外し、助け合う愛の共同社会にし

かないものである。 

 愛の共同社会は、そのまま天国の社会を映しだしている。 

 一方、女性の心的地位の向上は、肉体的自己愛から脱却することであ

る。 
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 男が頼もしく、頼り甲斐があると見える心的発火点は、男とはちがっ

た自己の肉体に対する偏愛（へんあい）が病巣であろう。 

 腹を痛めた我が子は自分の分身のように思い、我が子を養育できるの

も、こうした自己延長の偏愛が一つの支えになっている。 

 男女の数はあの世もこの世も一対一であり、男が少なく、女が多いと

いうことはない。地上における男女の比は、戦争や、その時々の思想、

行為によって多少のアンバランスをみることはあるが、男女は、もとも

と平等に出来ており、一夫一婦は神の計らいなのである。 

 女性が男性と対等の立場に立つにはまず経済的基盤が必要と考える

人もいるが、それは、経済優先の今日の社会思潮が生んだ思想であり、

この考えには、もともと無理がある。家庭や子の養育は誰がするかであ

る。 

 親子のつながりは約束ごとであるし、その約束ごとは家庭を通して果

たされていく。 

 生まれた子どもは、国や社会施設で面倒を見ることになれば、こうし

た約束事が果たされないばかりか、員数教育に流れ、片寄った思想が育

ち、混乱に輪をかけることになろう。 

 女性の役割は家庭にあって、次代の子弟を正しく養育することであっ

て、それは男とはちがった役割を持つものなのである。 

 つまり、女性が子を産み、子を養い、子を育てることによって、私た

ち人類は絶えることなく、連綿とそのきずなを保つことができる。 

 もし、女性のこうした役割がなく、子を生むことがないとすれば、私

たちは過去と現在にしか生きることがないし、地上での生活の場を失う

ことになるであろう。そこには、魂の進歩も、転生もないことになる。 

 私たちに転生があり、リンネという法に生命が宿るのも、そして、過

去、現在、未来という連続された生命が成り立つことも、いってみれば

女性のこうした役割があるからである。 

 女性のこうした法を生かす特性は、天が与えた義務であり、責任であ

るといえよう。 

 こうした意味において男は現実社会に、女は未来社会にその義務と責

任を有する。ということになろう。 

 ミクロ菩薩は未来社会を説いたから未来仏ともいわれているが、もと

もと女性は未来社会を創り出す責任を有するので、このような見方にな

ったといえる』 

 

 『・・・だいいち結婚とは何か、夫婦とは何だろう、ということであ
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った。 

 一対一の男女両性の機能は、この地上界においては欠かせない組み合

わせとなっている。 

 この組み合わせはあらゆるものに適用され、天地一切、陰陽の機能の

調和によって、現象界は回転している。 

 結婚とは陰陽の調和であった。 

 男女はそれぞれの役割と特性を有しており、両者は結婚によって、精

神的、肉体的に成長してゆくものであろう。 

 もし男女おのおのが、結婚という共通の場を持たず、個々に行動を起

こすとすれば、人間社会は滅びるよりほかはないだろう。 

 仏国土ユートピアの目的は、各人の心にまずそれをつくり出すと同時

に、現象社会に現して行くものである。その具体的な仕方は、結婚とい

うものがなければ、仏国土はあの世だけになってしまう。 

 アダムとエバの両性は、人間社会を象徴的に描いたものだが、人間社

会は、この両性の調和からすべてが出発する。 

 夫婦生活とは社会生活を意味しよう。 

 男女の核を中心に、子どもという分子によって、家庭は太陽系の一員

となり、回転をはじめるのだ。つまり、社会生活の調和をめざすことに

なる。 

 家庭がなく、夫婦生活のない社会などというものは、本来あり得ない

ではないか。 

 アダムとエバに対する神の意思は、それぞれ一代で終わりになろうし、

そうなれば、人類はこの地上に立つことさえできないといえよう。結婚

が行われ、家庭を持つことによって、人類は連綿とその地上に生命を受

けついで行くのである。 

 そして、より高次元の調和をめざして、向上するのが人類の定めであ

ろう。 

 執着の想念は、見たり、聞いたり、物に接触することによって生ずる

が、物の道理を知るならば、苦悩は生じまい。 

 私たち人間は、すでに肉体という物を背負って生活するので、モノに

対する執着が必然的に起こってくる。しかし、色は空に通じ、空はまた、

色を形作っていることを理解すれば、色のみにとらわれるおろかさが、

はっきりしてこよう。 

 一切の調和は、執着という苦悩から離れることによってひらけてゆく

ものであるからだ。 

 通常、愛というものは、男女両性の中から芽生える。 
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 ある男性に、女性に、魅力を感ずるというのは、自分にないものを、

あるいは足りないものを相手が持ってるということから始まろう。もち

ろん、両者の間には、何か共通的な要素が基盤にないと、たがいに引き

合う吸引力は生じないが、しかしこうした魅力を感じさせるファクター

がないと、人生航路における助け合うよき伴侶にはなってゆかないだろ

う。 

 愛というものは、こうした助け合う、補い合う、他を生かす関係から

生まれ、それはやがて隣人愛、社会愛、人類愛に発展して行くのである。 

 どんなに社会が発展し、変わろうとも、また人類が増えたとしても、

男女両性の基本的軸は絶対に崩れることはないし、人類が永遠につづい

てゆくのも、一対の男女が結婚し、家庭をつくり、調和させることによ

ってしか達成出来ないものである。 

 したがって、愛というものは、まず男女両性から出発し、そこから四

方に拡散拡大されてゆくものである。 

 それ故、愛は地上の調和にとって欠くことの出来ない神の光であり、

地上の光なのである』 

 

 『・・・多くの女性の中には、何事にもすぐ腹を立て、気まぐれで足

ることを知らない欲深き者であっても、苦しい人々に対しては施すこと

を知っている者もある。 

 また一方で、心が丸く豊かで、怒ることもなく常に心を正し、一切に

足ることを知ってはいるが、苦しい人々に慈悲の心を与えない者もある。 

 そうかと思うと、心が豊かで広い心を持ち、心の中に怒りもなく、欲

望に足ることを悟り、そうして、他人の幸福を喜び、苦しい人々には自

らの慈悲をもって奉仕している者もある。 

 この第三者の型の内、正法に適った生き方はどれかといえば、最後の

女性がそれに当たるだろう。 

 法を心の糧として生活している女性は、よく自らの偽我を支配し、一

切の執着から離れ、安らぎの心の中に住んでいる女性である。 

 男女は平等であっても、その働きは剛と柔であり、両者の調和が大事

な要件となろう。 

 女は家庭にあっては光明を満たす大事な役割を果たさなくてはなる

まい。 

 男女は肉体的には平等とはいえないが、心は平等である。真実は、男

女の性別に関係なく、均等にあたえられているからだ。 

 女性が他家に嫁して行けば、やがて子どもが生まれよう。妻は家にあ
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っては子どもを守り育ててゆく。 

 良い子を育てるには、夫婦の対話と信頼がいちばんである。たがいに

相助け、相譲り、心の豊かな健康な子どもを育てて行かなければならな

い。 

 こうした家庭が多くなればなるほど、地上の調和は促進されよう。 

 嫁にゆけば夫の両親がいて、孝養をつくさなければならないが、この

間にあって、いかなる理由がそこにあろうとも、自らの心の中に怒りや

愚痴の種を蒔くことなく、忍辱の二字を忘れず、明るく、豊かな生活を

忘れないことが大事だ。 

 心の中の苦悩は、自らがつくり出すということを忘れてはならないだ

ろう。 

 言葉や行動を通して、自分の都合が悪いからといって、怒りやねたみ、

恨みの心があると、その種が心の中で発芽し、ぐるぐるとその渦中に自

分をおとし入れてしまうことになる。 

 調和を忘れた家庭は、ついには争いとなり、破壊へとつながって行く。 

 それゆえ、家庭に対立があってはならない。夫の仕事をよく理解し、

それを助け、そうして自らも教養を高めるようにするのが女の道といえ

よう。 

 家族に対しても、召し使いに対しても、慈悲深く、親切な心と行いが

大事である。 

 家の外で得た夫の収入は、自分のために使うのではなく、緊急の場合

に備えて貯えることも必要であろう。決して自分の欲望のために使って

はならない。 

 夫婦は家庭という、いわば社会の中の共同生活者であって、また、偶

然によって一緒になったものではない。転生輪廻の過程における深い縁

生の絆によって結ばれたものである。 

 夫婦は一つの家に住みながら、社会全体に調和をもたらしていくもの

だ。 

 それだけに、夫婦は相和し、心から愛し、愛される関係を持続しなけ

ればならない。また、そうした縁生のつながりで結ばれている、といえ

るのだ。 

 夫婦の縁生をよりよく前進させるには、法を正しく理解し、行うこと

だ。それによって、ますますより価値の高い調和へと導かれてゆくもの

だ。 

 女は、顔が美しいとすぐうぬぼれる。本当の美しさは正しい心を持っ

て生活している女性である。 
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 美しいがゆえに、女は増上慢となり、他人を見くだし、優越感に浸る。 

 このような女性が男を誘惑しても、正しい法を学んでいる者たちは、

その誘惑に乗ることはないだろう。誘惑に心を乱す男性は愚かな男性し

かいない。 

 増上慢や愚かさに支配された男女は心ない情欲のとりことなり、身を

修めることなく、不幸な一生を終えることになろう。 

 心ない女性は、自分をより美しく見せようと躍起になり、虚栄心が心

の中を占領し、それを満たすために苦労する。 

 こうした女性は男の玩具になり易く、常に苦しみ、苦しみから抜ける

ことはできない。 

 ともあれ、女性は幼少から子どもの時代にかけて、両親から保護され

るという立場から、その自由を妨げられ、老いては子どもに自由を奪わ

れる。 

 女にはこの三つのさわりがあるといえよう。 

 また、女性は、男性とちがって、誕生してもあまり喜ばれない。まず

婚姻で両親に心配をかける一方で、常に心は他人をおそれる。他家に嫁

げば出産の苦しみが待ち、夫をおそれて生活をする。このため、自在の

境涯はなかなか得られないばかりか、心は常に不安定である』 

 

 私もかつて結婚して夫となり、二人の子供を授かって父として種々の

体験をして参りました。決して立派な夫であり、立派な父ではありませ

んでした。数々の悲しみや苦しみを妻や子供に与えてきました。それは

単に正法を知らなかったから、とは言い逃れの出来ないことであります。

反省しても反省しても償い切れない大きな罪を犯してきたのでした。 

 私は、法に触れてからそのことの大きな苦悩に気付かせて頂き、今日

まで反省を重ね、神と主に対し、妻と二人の娘に対して、心からお詫び

をさせて頂きました。 

 人に対して、正しい道をお話する資格のないことは、重々承知いたし

ておりますものの、主よりご下命頂き、その使命にお応えするべく今日

までいささか努めてきました。 

 これまで多くの方々にお目にかからせて頂き、苦悩や悲しみのご相談

を受け、今日までの自分自身の体験を通したお話しをさせて頂いてきま

した。 

 その中で、夫婦の調和という問題で、悩んでおられる方が余りにも多

いのに驚きました。 

 結婚してから何年もたっているというのに、いまだに暴力を振るう夫
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に苦しんでおられる方も多数おられました。私は、そんなことは明治生

まれの人の世界だけのことだと思っていましたので、非常に驚いてしま

いました。特に私が驚きましたことは、ご夫婦が日々お話される言葉の

汚さでした。どうしてこんな汚い言葉を出し合うのか、と驚き胸が痛み

ました。 

 そこには、お互いに尊敬し合うものが何一つないのか、長年の馴れに

よるものなのか、と大変悲しく思いました。 

 あー私たち夫婦の人生観とは、違うなあー、と思いました。 

 そして、法のお話しをするよりも、もっと前の常識、礼儀、感謝とい

うことを中心とした指導が大切なことを知りました。 

 正法は、あの世の神界次元以降、つまり六次元以降の実在界の正しさ

を教えて頂いているものですから、言い方が悪いかも知れませんが、駄

目な子供がいきなり優等生になることが出来ないように、先ず駄目な子

供から普通の子供、それから優等生へと、指導するのが順序ではないか

と思いました。 

 そこで、ご主人が奥さんを殴る人に対しては、一発殴られたら勇気を

出して二発殴り返してやりなさい。殴られっぱなしで、我慢をしていて

はお互いに平等の立場に立てないから、今日から思い切ってやって見な

さい、と言いました。先生からはお叱りを受けるかも知れませんが、こ

れも調和への方便だ、と我が心に言い聞かせたものでした。 

 ところがです。次の月の学習会に行くと、その方達が皆生き生きとし

ておられるではありませんか。そして口々に、やりましたー。とおっし

ゃるのです。そして、ご主人が変わられ殴られなくなってきた、と言う

のです。余りの見事さに悪知恵？というか、荒療治を教えた当の本人自

身がびっくりしてしまいました。 

 何事にも段階あり、順序を追って何事もやらないと良い結果は得られ

ないものだ、ということを分からせて頂きました。しかし、このことも

相手の心をじっくり見据えてやらないと失敗します。ここでも正しく見

る、正しく思う───考えることの大切さを教えて頂いたように思いま

す。 

 家の基礎が傾いていては、その上に家を建築したら傾いた家が出来上

がり、果ては風か何かで倒れてしまうと思います。 

 夫婦の在り方も一緒であります。夫婦の心が愛の絆で堅く結ばれ、何

事も話し合い相談し合い、思いやり合って暮らせば、必ずや円満に調和

された家庭が築かれるのであります。しかし、夫婦が相互に自己中心で

あれば、喧嘩が絶えず、憎み合いやがては分裂してしまうことは間違い
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ないのであります。そんな苦悩は何の役にもたたないものであります。 

 一日も早く勇気を出し自分を捨てて立ち向かうことが大切でありま

す。必ずや、その勇気と努力に応じた好結果が得られることは間違いあ

りません。それを何時かやろう何時かやろう、といくら考えていても、

百年たっても実現する筈もありません。そしてその苦しみは何時何時ま

でも延々として続き救われることはないのであります。そのうちに身も

心もずたずたとなり、この世を去ってもその苦悩の中から抜け出すこと

は出来ないのであります。明日はありません。一生はただ今というこの

一瞬であります。今日というこの一瞬であります。 

 神と主にお許しを頂いて、この素晴らしい現象界に折角出させて頂い

たのに、自分の足もとの苦悩にとらわれてしまい、お約束した使命も果

たせないようでは、愚か過ぎると思います。 

 夫婦が調和されないまま子供が生まれますと、その子供はその両親の

不調和な波動に毒され、円満な心は歪んでしまいます。そして肉体的に

も不調和なものになりがちとなります。 

 円満な夫婦のもとに生まれた子供は、一時は自我一杯なこともあるか

も知れませんが、やがてはその人なりの愛を出し、心身ともに健全な人

となり、立派な人生を全うされるものと思います。何一つしつけをしな

くとも、明るく暖かい愛豊かな人間として成長するのであります。 

 母の胎内に宿った赤ちゃんの肉体は、母と父の深い愛というエネルギ

ーによって、肉体細胞が分裂し、十月十日たってこの世へ生まれるのだ、

と先生からお教え頂きました。 

 世上に、公害によってこんな子供が生まれた、やれ、何々の薬によっ

てこのような子供が生まれた、どうしてくれる。という問題が非常に多

いようであります。しかし、法を学ぶことによって先ず己の心の来し方

を振り返り、夫婦の心の調和について再考しなければならないことに気

付くことが出来るのであります。 

 先生は、お教えの中で、もし不調和な子供が出来たらそれは天上界か

らの警告なのです。その夫婦が調和されていなかったために起きたもの

なのです。と導いてくださっています。 

 このように考えますとき、よく学校等における子供の不慮の事故等で、

その父兄が学校や市町村等に対してその損害賠償の訴えを起こしてい

ることを聞くことがありますが、そのような両親の不調和な心の波動で

は、その子供の魂は帰るべき所へはなかなか帰れないことになると思い

ます。 

 そんな不調和な心の両親であるが故に、両親に対して警告が出されて
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いるのであります。可愛い我が子に不慮の災害が発生したとしたら、ど

んな親であろうとも、嘆き悲しむのは当然なことであります。そのよう

な嘆き悲しみを与えることによって、自己反省をし気付くであろうとい

う天上界の慈悲なのであります。計らいなのであります。よくよく考え

て見ますと、自分達夫婦の愚かな思い、行いによって愛する我が子を逆

に苦しませている、ことに気付きます。不調和な自分達夫婦の犠牲にな

った、と言うことが正しいのではないでしょうか。 

 妻の胎内にいる赤ちゃんは、妻だけが心身を大切にすればいいんだ、

この間に命の洗濯でもしようか、ではないのです。二人によって出来た

赤ちゃんなのです。ですから、やがて父となる夫も心身ともに正し、よ

り妻を思いやり、いたわり、愛することが大切なのであります。その父

の愛と母の愛の調和されたエネルギーによって、胎児はすくすくと成長

してゆくのであります。 

 このように教えて頂くことによって、いかに夫婦の調和ということが

大切か、また、法を学ぶことがいかに大切であるか、ということが分か

ります。 

 法を一歩一歩学び、実践することによって、今まで何も知らないで盲

目的に生きてきたことに、りつぜんとした思いがいたします。 

 高橋信次先生は「法の杖を持ちなさい。法の杖を頼りにして生きてい

けば、必ずや救われるのです」と、叫んで行かれました。 

 来る六月二十五日は先生がご昇天されました日でございます。また、

続いて七月六日は、先生がお悟りになられた記念すべき日でございます。

その何とも言葉で言い表しようがない、素晴らしいと言いましょうか、

偉大なと言いましょうか、我々ごとき下賎の者には、計り知ることが出

来ない、心が震える日であります。 

 熱い中をしたたり落ちる汗を拭いもされずに、法をししくされた先生

のお声は、今も昨日のことのように私たちの心の中に生き生きと生きて

おります。先生のお話を聞くことが出来たことがどんなに幸せなことか、

これもまた今の私たちの心では計り知ることの出来ない有り難い極み

でありましょう。その時集まられた人はもうほとんどおられなくなりま

した。しかし、主の「御名」は日を追うごとに、年を経るごとにより多

くの人々の心に深くしみこんでいっております。 

 そして主のことを聞いたり、ご本で読んだりして、今また、より深く

より偉大な魂が神を思い、主を慕って集まって来られました。どれだけ

主にはお悦びでありましょうか。どれだけ頼りとしておられることでし

ょうか。心血を注いで説いてきた法を消すな。永遠に法灯を絶やすなか
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れと、お叫びくださっているように私には聞こえるのです。 

 このように有り難く、身も心も健やかで、今年もまたこの忘れてはな

らない日を心ある方々と一緒にお迎え出来ますことの幸せを感謝いた

します。 

 偉大な主のお計らいを心から感謝いたします。迷い多く、過ち多い私

たちですが、神と主を忘れたことはありません。これから先の日々も忘

れません。神の王国となる日を念じながら貴方様がお示しになられまし

たように、己には厳しく、人には愛深く寛容に生きて行くことをお誓い

申し上げます。 

 

 偉大なる神と主に対して、この素暗らしい環境と心の友をお与え頂き

ました悦びと感謝を捧げます。 

 

 世の中を見ますと、法を求めて来ておられる人は、まだまだ救われる

機縁を頂いていると思います。 

 かつて、私が長年勤めていました会社のトップの人たちの家庭も、夫

婦が調和されている姿をほとんど見掛けたことはありませんでした。 

 「怪我をしないように」「事故を起こさないように」「相互に扶け合

い」と職員に訓示されていた姿を今から考えて見ますと、心からの指導

ではなかったなあ、と思います。だから次々と事故や問題が起きていま

した。 

 「事故防止」「社業の繁栄」「家庭の繁栄」の根本は、調和にありま

す。調和の第一は、個の調和であります。その次は「夫婦の調和」であ

ります。 

 夫婦は恋愛とかお見合いとか、一つの不思議な機縁によって出会い結

ばれたものであります。他人同志が一つ屋根の下で、四六時中顔を突き

合わせ、見たくない姿、聞きたくない声も聞かなければならない環境を

頂いているのであります。 

 いくらハレタ、ホレタの間柄であろうとも、始めの内は自分の我がま

まを押さえ合っているから良いのですが、その状態は長続きするはずも

ありません。それは当然のことであります。今までの独身時代の人生を

自己中心、自我我欲一杯に生きて来たのですから、急に我慢するなんて、

とてもとても苦しくって、息が詰まりそうになるのは至極当然の成り行

きであります。 

 その逆に、何もかも我慢我慢の人生を送ってきた人たちも、やがて堪

忍袋の緒が切れて一大爆発し、その相手は余りのことに目を白黒し、卒
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倒することでしょう。我慢して生きている人の心も、好き放題に当たり

構わず当たり散らしている人の心も、同じ一線上にある感情の領域が正

しくない人なのであります。 

 それではなぜにこのようなことになってゆくのでしょうか。 

 あれほど多数の人々から祝福され、また自分達も幸せになります、と

誓ったのに、一年もたたないうちに惨嘆たる有様とは、それは正しく生

きる方法を知らないで、二人が今日まで生きてきたからであります。結

婚したら自動的に幸せになれるものではありません。他人同志が一緒に

なって何もかも初めて経験をするわけですが、独身時代に正しく生きる

道を知る機会がなかったわけですから当然のこと、結婚して夫婦が円満

に生きていけるはずもないことであります。 

 また、法に触れて正しく思い、正しく行うことを長年学んできている

のに、一向に夫婦が円満にならないという人が沢山おられるとは、どこ

にその問題点があるのでしょうか。 

 それは一つには、学んでいても実行に移す勇気がないからであります。 

 頭では「良いことやなあー」と分かってはいるのですが、一つでも生

活の中に生かそうという、決意と努力がないからであります。 

 高橋信次先生は、心に誓った正しいこと、思ったことを行うことが心

行であると教えておられます。いくら正しいことを沢山思っていても、

それを一つも実行に移すことがなかったならば、絵に書いたぼた餅と一

緒で、自分の心は明るく満たされることはありません。人間は思ったこ

とを実行に移して、初めて心のバランスが取れるものであります。それ

が正しいものであればあるほど、よーし、頑張るぞー。絶対にやり遂げ

て見せるぞー。と、目が輝き、皮膚は紅潮し、勇気を出して一歩踏み出

すものであります。 

 結婚という人生の一大事業にも必ず出会いという原因があります。そ

の原因に応じたいま、結果があります。結婚しようと思った思いが、名

誉、地位、財産、お金という物を基準としたものであれば、その結婚の

原因となるものはその物であります。 

 相手の家の名誉、地位、財産、お金にとらわれたり、また自分の都合

によって結婚した場合は、その原因としたものが破綻した時は、夫婦の

仲もまた破綻するでありましょう。 

 夫婦の出会いも、相手の愛の素晴らしさ、尊敬するものを発見し合っ

てのものであれば、いつまでもそれを大切にし、馴れ合うことなく、愛

をますます豊かに育んでゆくことにより、共に白髪の生えるまでという

ように、悦びも悲しみも共に乗り越え、幸せな人生を全うすることが出
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来るでありましょう。その子供はまたその親を尊敬するでありましょう。 

 言うまでもなくその根本は愛であります。調和であります。 

 思いやり、生かしあい、助けあい、許しあい、補いあいという愛につ

いて学び、それを生活に生かし、またその愛の実践により、得た悦びを

回りの人々に伝えることにより、この人生を頂いた悦びはより大きいも

のとなり、真の幸せを頂くこととなります。 

 人生は自分一人だけで生きることは出来ません。回りの知らない多く

の人たちや万生万物の協力をいただき、今こうして生かしていただいて

いるのであります。衣食住を始めすべてがそうであります。 

 ゆえにまず人に対しては感謝しなければなりません。そして報恩、人

から頂いている恩に対して報いる行為をしなければならないのであり

ます。報恩の行為の根本は親孝行をしたかであります。主は、人はまず

この世へ出させてくださった両親に対して何をしていただいたか、何を

お返ししたかについて調べて見なければならないとお教えくださって

います。そこをしっかりと修正しないと真の報恩感謝は出来ないし、ま

た道は開かれないのではないでしょうか。 

 感謝もなく、人に報いることもない自分中心に生きている人の心は暗

く狭く、従って心が開いていませんから、深く考え、見ることは出来ま

せん。間違った考え方や、人を中心とした思想や宗教もまた、人の心を

暗く閉じ込めてしまいます。心は神から頂いている世界を感知し、悦び

に触れることは出来ません。神意に叶った生き方を努力しないと、真の

悦びと勇気や知恵は与えられないのであります。正しいかん難辛苦と言

いますか、困苦欠乏の環境の中で逃げることなくぶつかっていった時、

そこに神と主の慈愛を感じられた人は幸せであります。他人の苦労を買

ってでも苦労しろ、苦労はすればするほど人生の深遠に触れることが出

来、その苦労に向かって進んでゆく中で神の光に出合うことが出来るの

であります。 

 その有り難い厳しい環境こそ、法を一段と心に落とせる最高の機会で

あります。法のもとに苦労をし、人のために尽くすことがなくては、己

の愛の心は豊かにならないのであります。 

 滅私奉公ではなく、己を大切に大切にして、人に対して己を供養して

生きることが、この地上へ出させていただいた真の道であります。 

 それには日常の生活の中で、自分を中心とした思いや行いがあっては

ならないのです。自分の欲望を取り除いた生き方の積み上げがなければ

達成出来ないのであります。 

 あの太陽のように私意のないすべてを生かす行いが即ち愛の行いな
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のであります。人は隣人に対してこの愛を捧げて生きなければならない

のであります。そのために今このようにしてこの世へ出させていただい

ているのであります。 

 この千歳一遇のまたとない好機に、このように偉大なる聖者の法に出

合えるとは何としても有り難いことであります。この生涯は今日という

この一日であるとお教えいただきました。 

 この世のいろいろな花の色香に惑わされないで、脇目も振らずに一生

懸命に、命懸けで法を学び生活に生かし、神から頂いた使命を全うし、

魂の兄弟の代表としての付託に応えなければならないと思います。 

 主のご期待にお応えしなければ、正法者として何のかんばせあって帰

れましょうや。 

 偉大なる主を称え 計り知れないお計らいに対して感謝を捧げます。 

    夢に見て 覚めて涙す み姿を 慕いて我は 生き永らえり 
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【報恩感謝】1991-9 月 

 

 ある日のこと、取引先の知人から電話かかかりました。 

 「昨夜急に家内がお腹が痛くなって救急車で中央病院へ入院したんで

す。ところがガンの疑いで、検査が終わり次第手術しなければならない、

と宣告されたんです。こちらへ転勤してきたばかりで何も土地の事情が

分からず不安になったので、電話しました。この病院で手術しても大丈

夫でしょうか」と聞いてこられたのです。 

 早速、私はお見舞いに行きました。 

 そして 

 『病気というものはほとんど心に原因があるためにその結果として肉

体に出てくるものなのです。奥さんがいつも四六時中考えていることを、

一度点検して見てください。 

 まずご主人に対してどう思っていらっしゃいますか。恥ずかしいこと

はありません。そんなことよりも今は助かるか助からないかの瀬戸際で

すから、心を裸にして見てください。 

 ご主人に対して不満とか愚痴はありませんか。 

 ただ今から死ぬ気でこれまでの自分の愚かな思いを神仏に対し、ご主

人に対して心からお詫びをしてください。それからご主人と二人のお子

さんに対して心からの感謝をしてください。 

 それから、ご主人のご両親、貴方様のご両親に対しても心からの感謝

を捧げてください。 

 また、この病院の先生、看護婦さん、賄いの人、掃除婦の方、それに

ベッド、おふとん、建物、雨露から守ってくれている屋根瓦一枚一枚に、

今自分が気の付くすべてのものに対して心からの感謝を捧げてくださ

い。検査が終わるまで毎日毎夜続けてください』 

 と申し上げ、光を入れさせていただき、先生のご著書を置いて帰りま

した。 

 二三日して検査の結果、ガンが消えている、確かにはっきりと兆候が

あったのに不思議でならない、と担当の先生が首をかしげておられたと

いう連絡をしてこられた直後に即日退院されたということでありまし

た。私はこの十数年の間にこのような体験を何回もさせていただきまし

た。 

 その都度、偉大なる主のお計らいによるこのような奇跡をこの眼で見

させていただけることのありがたさ、すばらしさに身を震わせ感動いた

しました。私にたいしてもこの病める方と一緒に何か悟れ、とお諭しく
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ださっているように思い緊張いたしました。 

 ほとんどの方が、手術後の痛みがないと言っておられました。 

 これは当然のこと、その方々が真剣にこれまでの愚かな己を悔い改め、

感謝に心を浄化されての結果、神の光をいただかれたものと思います。 

 感謝、報恩感謝がいかに大切なことか、これだけでもお分かりいただ

けるものと思います。 

 これまでに数多くの方々にお会いさせていただきましたが、法に触れ

ておられない方でも、感謝の心を持っておられる方は皆お幸せそうでし

た。また、ご健康のご様子でした。それに一様にご家族が円満でお仕事

も順調に運んでおられるように伺いました。 

 高橋信次先生からお教えいただいておりますように、私たちはどの方

も皆両親によってこの世に出させていただいたのです。そうして見ると

まず一番先にこの両親に対して心からなる感謝を捧げその厚恩に報い

なければならない、この原点が出来ていなくては到底幸せの門は開かな

いと思います。 

 「心行」の中で「感謝」について次のようにお導きくださっています。 

 『神仏の大慈悲に対する感謝。守護・指導霊に対する感謝。肉体先祖

に対する報恩供養。両親に対する孝養。心身の調和。肉体保存のエネル

ギー源（動物・植物・鉱物）に対する感謝。万生万物に対する感謝。』 

 この中の最初の「神仏に対する感謝」について、更に次のように詳し

くその実践する道をお説きくださっています。 

 『「調和」とは、神の心を自らの心とした調和の生活です。 

 大自然は、そうした調和の姿を示しています。 

 もしも、太陽が西から昇り、昼夜の別が反対になったならば、地球は

想像もできないような天変地異に見舞われ、人間は宇宙空間にほうり出

されてしまいます。地上の生活は、一瞬のうちに崩壊して、この世の終

わりとなるでしょう。 

 人間をはじめとした地上のすべての生物は、大宇宙の狂いのない調和

があればこそ、変わりなく安定した生活がおくれるのです。それなのに、

雨が降ったといっては怒り、風が吹いたといっては、天を呪います。 

 与えられた環境にたいして、人間はまず、感謝することが大切でしょ

う。 

 信心のはじめは、感謝の心からです。自然の環境に対して、無条件で

感謝できるならば、生きているそのこと自体に、無上の喜びが湧いてき

ます。雨が降ろうと、風が吹こうと、大自然の調和と恵みを理解すれば、

怒りや呪いは出てきません。 
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 雨が降り、風が吹くことによって、大気は浄化され、植物が育ち、明

日の生命、明日の生活が約束されていることを知れば、大自然のこうし

た、はからいにたいして、感謝の心は湧いても、文句などは出ないはず

です。 

 人はまず天にたいして感謝し、地上の環境についても、感謝すべきで

す。』 

 

 「肉体先祖への報恩供養」、「両親にたいしての孝養」については、 

 『現在、自分がここに在る、この現象界に生を得たということは、だ

れの責任でもなく、いわば自分自身が求めたその結果として、在るわけ

です。 

 そのわけは、人間は自ら意思し、考え行動するように出来ているから

です。他人のせいではありません。大事なことは、この世の誕生は、だ

れもかれもが、約束手形を発行し出て来ているということです。すなわ

ち、今日よりも、明日のよりよき運命を約束されて出ているのです。あ

の世で学んだことを、この世でおさらいする。おさらいがすめば、さら

に一段と上に進むのです。 

 人間の生命は、転生輪廻という螺旋階段を一歩一歩上にのぼるような

もので、上にあがればあがるほどその人の運命は、よりよく開かれてゆ

きます。恵まれていきます。 

 しかもこの世の修行は、あの世の何分の一、何十分の一も少なくて済

みます。 

 現象界に生まれ、肉体を持ったその意義は大きく、その人の魂にとっ

て、またとないよき修行の機会を得たわけです。 

 この意味から肉体先祖はもちろんのこと、両親にたいしての報恩感謝

は当然のことといえるわけなのです。 

 この世に人類が生存するかぎり、肉体先祖への報恩供養、両親にたい

しての孝養は人倫の道であり、どのような時代がこようとも、永遠に変

わることはないのです。』 

 

 「肉体エネルギー源」については、 

 『人間がこの世に出て、肉体を維持できるのは、万生を含めて、動、

植、鉱物のエネルギーのお陰であり、これについても感謝の心を忘れて

はなりません。 

 健康で食がすすみ、毎日が元気ですごせるのも、こうした万物の恵み

があって初めて可能なのです。 
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 植物も生きています。感謝の心を持ってこれをとれば、その食物は滋

養となって、血や肉となって健康を維持してくれます。 

 反対に、賛沢をし、年中不満の心で食する場合は、食物もその人を嫌

い、栄養にはなってくれません。 

 物を大事にし、慈しむ人には、万物は喜んでその人に奉仕してくれま

す。 

 感謝の心は、感謝になってかえってくるのが循環の法則だからです。』 

 

 最後に、「調和」については、 

 『人間には肉体のほかに、意識というものがあります。すなわち精神

であり、心です。 

 心配ごとや、勉強などの精神労働にたいして、そのエネルギーの補給

は、睡眠によって得られます。さらに、もっと大事なことは調和です。 

 神の心を自らの心として、調和の毎日をすごすことができれば、その

意識は、常に健全に保たれ、精神活動にたいするエネルギーの限りない

補給が続きますから、ふつうの何倍ものエネルギーを消費しても疲れを

知りません。 

 精神エネルギーの源は神仏の心であるからです。 

 人間は神仏の子です。神仏に目を向け、調和の心を忘れなければ、神

仏の保護をうけるのは当然ではありませんか。 

 神仏に目を向けるとは、自分自身にウソのつけない善なる心を信じ、

ウソのない毎日の生活を続けることです。 

 自分の心にウソがつけないのは、自分の心の中に、神仏の心が宿って

いるからです。 

 信心とは、自分の心を信じ、信仰とは、その心で日々を行じることで

す。大自然に調和し、肉体先祖、両親にたいしては報恩し、万生万物に

は感謝する。この心を忘れなければ、人間の精神は健全に保たれ、肉体

も健やかになります。 

 肉体がすべてだという誤った考え方は、決してしてはなりません。 

 肉体は精神の乗り舟であり、大宇宙は、すべて、心を中心にして成り

立っていることをあらためて認識しなければなりません。 

 調和の心とは、神仏の意を体した守護・指導霊の惜しみない光をうけ

ることだということを、この際肝に銘じておいてください。』 

 

 報恩感謝は、礼儀、常識とともに人間としての最低の条件であります。

そのうちのどれを一つとってみても大事なものであります。 
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 正法に入門する場合は、まずこの三つの条件が身についているかどう

かを点検して見てください。 

 欠けているならば、その欠けているものを身につけることから始めて

ください。 

 その次の段階が、ご著書「人間釈迦」に出ております、三宝帰依へと

進むわけであります。 

 私たちは長年何ら支障がないので、すべて当たり前、あって当然とい

うふうになってしまいました。そして、すべて自分中心に思い行動する

ようになってしまったのです。 

 そこに神仏のみ心との不調和が始まり、神仏の子としての自覚や誇り

も忘れてしまい、迷いと苦悩の中にのたうちまわるようになってしまっ

たのでした。 

 花器に生けてある一本の草花に対し 

 「幾千年の時を越えてこのように今再びお目にかかっているのかも知

れませんが、貴方様の与えられた環境の中でいまというこの一瞬一瞬を

一生懸命に生き続けておられるお姿に私たちは心から感動します。いま

このように美しい貴方様のお姿を拝見させていただけますことを感謝

いたします。私たち見る者の心をいやしてくださり有り難うございます。

貴方様の今生の生命は後いくばくかも知れませんが、命のある限りどう

ぞ私たちの心をいやし続けてください」 

 と我々観賞する者の心がいやされることを感謝すると、それは言葉に

出そうが、心の中で語りかけるだけでも、すぐさま光を一杯出して「私

も貴方様にお目にかかることができて幸せでございます」と語りかけて

きます。 

 万生万物すべてのものに意識があります。当然のこと花にも花の意識

（精）があります。 

 これらの意識は、常に私たちの心を読み取っています。 

 どんな紙一枚であろうとも、感謝して使わせていただくことが大切な

ことがお分かりのことと思います。 

 我々人間、神の子は、万物の霊長として神より創造力をお与えいただ

いている存在であります。それだけに神のみ心を心とした生き方が強く

求められるわけであります。 

 日常、自分を取り巻いている万生万物にじっと見られていることを自

覚した時、私たちは真に模範生でなければならない、それでは恥ずかし

いと思い至るのであります。 

 万生万物はいつも私たちの一挙手一投足をじっと見据えております。
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これらの協力をいただいているからこそ、初めて私たちの修行も全うす

ることができるのであります。ここに万生万物に対して心からの深甚な

る感謝を捧げたいと思います。 

 つぎに、大宇宙大神霊、仏に対し生かされている感謝、万生万物に対

する感謝について、私の反省の中からいただいたことをご参考までに申

しあげたいと思います。 

 自分が出会う一人一人の人とその縁生の人に対し感謝しぬく。感謝し

ぬいてその喜びに報恩の行為をすることが大切であります。 

 光をお与えくださいという祈願文の一節の意味は、あらゆる人に感謝

しぬいて行く。その時にその感謝の深さに比例した神の光をいただくこ

とができるのだと思います。 

 神の光は、すべての人に平等に与えられているのですが、報恩感謝の

ない人は光を充分いだくことができません。いろいろな人がいろいろな

形で、自分に対して神の意を伝え修行に協力してくださっていることを、

深く知ることが大切です。 

 人が訪ねてくださること、自分の会社の一人一人に心からなる感謝を

捧げることが大切です。 

 人の言動に対して意見を挟むことをしてはいけません。人の言いたい

こと、多少方向が間違っていようが、その人はそれは正しいと信じて生

きている人ですから、そっと見守ってあげる広い心を持つことが肝要で

す。意見を聞かれたときに初めて相手を傷つけないようにして言わせて

いただくこと、人が喜んでいるときは共に喜んであげる心が大事であり

ます。 

 すぐ相手を正しい、正しくないという物差しで計ってしまう癖がある

がやめなさい。それよりも大きく広い心でそっと包んであげることが大

切です。それによって自分の心がより豊かになるのです。待ってあげる

ことが大切なのです。 

 こうして神の意によって会わせていただいていること、来て下さって

いることに無上の喜びと感謝を捧げること、感謝し抜いてゆくこと、す

べてに感謝の波動を送ることが大切であります。 

 何時如何なる時に出会おうとも、神意によるものでであることを深く

知り感謝の心を持つことです。己の修行に必要な心の糧となる人を与え

られていることを知りなさい。 

 自我で人を見ると、悪口や愚痴がでる。悪口は厳に慎むべきでありま

す。 

 常に意識を主に向け、喜びと感激と感動、感謝の中で心を震わせて生
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きることを心がけなさい。そして己の善なる心に素直に生きなさい。 

 

 七月のある夕方車を待っていたとき、何か自分の意識が天に呼び掛け

られたような感じがして、空を見あげました。天空は黒い雲で覆われて

いました。しかし、よく見ますと一点だけがかすかに小さな光となって

いるのです。 

 私は直ちに、 

 「大宇宙大神霊仏よ。我が心に光をお与えください。心に安らぎをお

与えください。日々愚かな自我我欲煩悩に支配され、愚かな過ちを重ね

ておりますことをお許しください。悟れ得ぬ愚かな者でございます。お

許しください。あと残された生涯を大切に生きる覚悟でございます。何

とぞお見守りください」 

 と念じましたところ、その光は急に大きく強い光芒となり、私の心に、 

 「あなた方のなすべきことは、ただ単に己の心に素直に生きることの

みです。それ以上、何が出来るのでしょうか」 

 と、伝わってまいりました。終わると同時にその光は消え、もとの天

空に戻りました。 

 今日が皆様とお別れの日であります。どなたもその会い、別れの中に

生きて今あります。 

 明日はないのであります。この今日というこの一日を最後の日として

大切に生きましょう。 

 自分を大切に生きましょう。 

 自分を愛して生きましょう。自分を愛していなくて、どうして人を愛

することができましょうや。 

 法友の方々の平安を心よりお祈りいたします。 

 

 主に対し 主のお説きくださった法が あまねくこの地の隅々にま 

      で広がりますように。 

      今日このような平安をいただき心からの感謝を捧げます。 
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【両親に対する報恩感謝】1991-10 月 

 

 夏が逝き空には秋の雲がながれ、地には黄金の穂波が揺れるようにな

りました。 

 私はいつもこの頃になると、稲刈りに追われていた両親の姿を思い浮

かべるのです。そして年を経るごとに、父や母が懐かしく思い出され、

苦しかったこと、悲しかったことが総て忘れ去られて、いとしい思いで

一杯になります。時の流れによって総てが清められ美しい思い出になっ

てしまうのです。 

 私は小さい時から、いつもガミガミ怒鳴っている父の姿を見ながら成

長してきました。ですから幼い時から夕方になると、いままで一緒に遊

んでいた友達がワァーと家に帰っていくのですが、私はもっと遊んでい

たいなあ、家に帰りたくないなあ、と自然に家に帰る足取りが鈍り、心

が暗くなっていきました。 

 特に、四六時中怒鳴られている母を見て、いつもいたわしいなあと思

ってきました。私は心の中で、いまに大人になったら父のように怒らな

い優しい人間になろう、精一杯暖かい人間になろう、いつもかも家じゅ

うが笑い声に包まれた明るい家庭を作ろう、と考えてきました。 

 夜になって寝床に入りいつも考えることは、私の本当の父や母はこん

な喧嘩ばかりしている人ではない。きっと本当の父や母は、天におられ

るんだ。どんな人だろうか、きっと優しい暖かい人に違いない。そっと

小さな声で「とうちゃん、かあちゃん」と呼んでみました。涙がポロポ

ロこぼれ泣けて泣けてしょうがありませんでした。ああー、明るくて楽

しい、心の底から笑い転げられるような家がいいなあ、と思うと益々悲

しく自分自身が哀れになるのでした。 

 でも外面(そとづら)が良かったのか、外では明るい人間に見られてい

るようでした。旧制中学の二年生の夏、バレー部の先生に連れられて宝

達山に登ったことがありました。先生を中心に先輩後輩、思い思いに並

んでガヤガヤ言いながら歩いていきました。その時、Ｉ先生が「丸山は

漫談家になったらいい、君がいるとなかなか面白くて楽しい」と、言っ

てくださったんです。 

 当時、Ｉ先生の学校における人気は抜群でした。東大を出て間もない、

しかも授業が漫談で楽しかったからでした。私もスポーツに憧れたとい

うよりも、Ｉ先生の明るさに引かれてついその部に入ってしまったので

した。 

 その漫談で有名な先生が、私に対して言われたのですから推して知る
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べきです。当時の私がいかに外づらが良かったか（明るかった？）をご

想像ください。 

 しかし、社会に出てからは次第に暗い人間になっていきました。いま

でも当時のスナップを見ることに抵抗を感じます。 

 その後、法に触れてから、法を求めてこられた多くの人にお目にかか

り、ほとんどの人がそれぞれの体験の中から、人生とは何ぞやという疑

問を持って生きてこられたことを知りました。 

 ある時のことでした。 

 「私は毎日大酒飲みで困っています。何とか止めたいのですが、お酒

の臭いをかいただけでもう駄目なんです」という方にお目にかからせて

頂きました。 

 「じゃ、あなたのお父さんはいかがでしたか」と聞きますと、「いや

ー、私以上の大酒飲みで母を始め家じゅうがほとほと困っておりました」 

 「じゃ、あなたは小さい時からそんなお父さんを見ていて何か思って

きたでしょう」と聞きますと、暫く考え込んでからやっと思い出したよ

うにして「自分は決して酒は飲まないぞ、と思い続けてきました。とこ

ろが、父が亡くなってからいつのまにか自分が父のような姿になってお

り、愕然としたのです」 

 このようなケースは誰もが経験していることではないでしょうか。 

 私も家内から「私でなかったらきっとあなたは人を見下だし、じいち

ゃんと一緒だったでしょう」と言われ、ああー、やはり父の嫌な所は全

部自分が持っているものなんだなあ、と思い知らされたように思いまし

た。他人のことは分かるけれども、自分のこととなると何も分からない

のが大方の人ではないでしょうか。子供の時あれほど嫌だと思っていた

親の欠点を、いつのまにか自分が同じように行い、回りから嫌がられて

いることは知っていないのです。きっと自分自身がこの嫌な欠点を今生

何とかしようと思い、同じような欠点の持ち主を親としてお願いしてき

ているのではないでしょうか。ですから、生まれ堕ちるなりから、嫌と

いうほど親の欠点を眺め「いやだなあー、自分は絶対にあんなことはし

ないぞ」と心に誓って成長してきているのではないでしょうか。 

 しかしながら、人生の正しい生き方を知らないが故に、時間の経過と

ともに過去のにがい経験を全部忘れ去ってしまったのでした。いやむし

ろ総てを忘れ去ってしまおう、と思ってきたのかも知れません。そして

折角、神にお願いをして両親を頂いてきたにもかかわらず、それを生か

すことを知らないまま、また両親と同様の苦しみの中に生きてきたので

した。 
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 長年にわたって、両親の欠点に悩み苦しみ、益々自分の心に「決して

あんな醜態はしないぞ」と、堅い決意を育ててきた大切な宝を捨ててし

まっていたのでした。それはいつかを境にして環境が安楽になったから

です。 

 心行に「己の肉体が 苦しめば 心悩乱し わが身楽なれば 情欲に

愛着す 苦楽はともに 正道成就の根本にあらず 苦楽の両極を捨て 

中道に入り 自己保存 自我我欲の煩悩を捨てるべし」と、お導きくだ

さってあります。 

 私たちは、両親なり、職場の上司なり同僚の欠点は自分の欠点である

ことを深く自覚し、生活の中で少しでも修正することが大切であります。 

 また、両親を始め回りの人の良い所は自分を立派にするための目標と

して励んでいったならば、両親を始め回りの人々を生かし、また自分を

生かすことができるのであります。 

 ゴーダマ・ブッダの悟りは、自他一体とお教え頂きました。 

 「他を語るなかれ他は己の姿なり己の心の悦びこそ語れ」 

 この神理を肝に銘じて精進しなければならないと思います。 

 

 日常、人の会話を聞いておりますと、 

 「結婚したら、お洗濯もお掃除もお食事の用意もしっかりやるわー」

とか「母親になったら、父親になったら」といった「なになにになった

らー」という言葉を耳にします。かつてはこの私もこの代表選手のよう

な存在でした。そのたびに「いまやれんもんが何出来るこっちゃい」と、

父に嘲笑されました。正に父が言われた通りでした。 

 現在何も出来ない人が、やる気のない人がどうして後になってやれる

でしょうか。もしもやれたとしたら、それは一時の気まぐれにしか過ぎ

ないと思います。絶対に長続きはしないと思います。そしてその時、相

手に失望と後悔の思いを与えてしまいます。今というこの大切な時を素

直に生きることが大切であります。自我を出さないで両親や回りの人が

言ってくださることを素直に感謝して頂くことによって、その方々の心

に悦びを差し上げ、また自分の心も感謝と感動とが満ち溢れ豊かなもの

になっていきます。 

 夫婦や家族はお互いの所有物ではありません。お互いに縁生によって

結ばれ、生かし合うという愛の修行の機会を頂いているのが今の環境で

あり、今というこの時であります。そうしたことを考えますと、それぞ

れが失望と後悔の人生であっては、調和された愛の修行は到底望めませ

ん。愛の修行とは、馴れ合いではなくお互いに信じ合い尊敬し合って生
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きることではないでしょうか。 

 そのためには、自分の思っていることを心を裸にして出し合うことが

大事なことだと思います。何事につけても話し合い、その積み重ねによ

って、お互いが一段と理解し合い信頼し合うことが出来、思いやりが次

第に深まっていくものだと思います。そして、お互いが神と主のみ心に

生きるという共通の目標を持って生きられるとしたら、これ以上のない

最高の幸せだと思います。貴方様の守護指導霊さまもきっと無上の悦び

に涙されることでありましょう。 

 私達は、今生有り難い法友のお導きにより、この地にお出ましになら

れ悟られてお説きくださった主の法にお会い出来ましたことは、言葉で

は言い表しようがない位の感激であります。感動であります。何にも替

え難い大きな大きな悦びであります。その悦びをどれだけ自分の心に智

慧として頂けるか、日々の精進努力にかかっていることを知っています。 

 その精進努力は、法を出来る限り我が魂に浴びせんがため、知識とし

て日夜ご著書に親しんで涙し、日常生活に生かし縁生の友と共に感動し、

外に出ては道行く人に隣人に法悦を語りかけ悠久の出会いに感涙を流

し合う、その心の震えの積み重ねこそ我が魂の法悦であろうと思います。 

 何事にも報恩感謝が大切なことは、主のお導きによって頂いている通

りであります。分けても両親に対しての報恩感謝こそ、最も大切にしな

ければならないことではないかと思います。有り難い両親によってこの

世に出させて頂き、いまこのように幸せに生かせて頂いているのであり

ます。しかも、お陰様でこのように法を頂くことが出来たのであります。 

 両親に対して心からの感謝を捧げ、その高恩に対してご恩返しをさせ

て頂くことは何にも替え難い幸せな有り難いことであります。 

 私は我が愛する父から厳しい愛と勤勉を学びました。また、他人のお

世話をさせて頂くことを悦びとすることも教えて頂きました。また、愛

する母からは、明るく暖かいという深い深い愛を頂きました。わけて、

お二人の激しくきびしい生きざまを通して心に教え込んで下さった姿

こそ、私の今日のすべてであるように思えてなりません。 

 父は「お前は根性よしや。もっと腹黒でないといかん」と言われてき

ました。五歳位の時から聞いていたこの言葉の意味を、字句のままに受

け止め、父の心意を理解しないまま「根性よしのどこが悪いんや…」と

心の中で反発してきました。苦労してきた父の心を、苦労をしていない

者が分かるはずがないことでありました。しかし、今日になってよく考

えますと、父は法は知らなかった訳ですから、当然正しい言い回しが出

来なかったのであります。 
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 「他人の言いなりになることなく自分の良心に正して生きることやぞ」

と、諭してくださっていたように思えるこの頃であります。また、母は

「人様に笑われるな」といつも注意してくださいました。これもまた「正

しく生きよ、どんなことがあっても明るく暖かく生きよ」と、諭してく

ださったように思います。このお二人の貴いお心を自分の心に生かすよ

うに努力しながら残された人生を生きたいと思います。これこそが我が

愛し尊敬する両親に対し、報恩感謝の誠を捧げる道ではないかと思って

いる今日であります。 

 

 主よ この九月二十一日はこの世における貴方様のご生誕の日であ 

ります。過ぎしこの日貴方様のみもとでお導き頂きましたこ 

とを深く感謝申し上げます。 

    そして我が両親をはじめ多くの心ある友を頂きましたお計ら 

いを我が熱き心を捧げ感謝申し上げます。 
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【人の幸不幸は思うこと(考えること）が原因である】1991-11 月  

 

 正法に触れさせて頂いて今日までの間、いろいろな悩み苦しみを持っ

た多くの方々にお目にかからせて頂きました。 

 これは一重にこの未熟な私自身を育てるための、主の大きなお計らい

ではなかったかと思います。そのために、これまでの人生では到底知る

ことの出来なかった、人間の生きる悩みについて多くの学びを頂きまし

た。 

 この世の中の殆どの人が心の悩み苦しみのため、病院に通っておられ

る人や既成宗教を始め新興宗教等に救いを求めておられるようであり

ます。 

 訪ねてこられたすべての方が、肉体的にあるいは精神的に苦しみ、い

ろいろな所を遍歴してこられていました。そして一様に、祈ったら救わ

れるとか先祖にお経を上げることによって救われるとか、また、医薬に

よって救われると言われて通ったけれども、苦しさが増すばかりで救わ

れなかったと述懐しておられました。 

 これまでにお父さんやお母さんを恨んだり憎んだりしてはこられな

かったですか、とお聞きしますと大抵の人は「そんなことはしていませ

ん」とおっしゃいます。しかしよくよくあらゆる角度からお尋ねしてい

きますと、これまでそんなことはないと言っておられたのに、話しあっ

ているうちに何時のまにか「お父さんは嫌い、大嫌いや、あんな人の顔

は死んでも見たくない」と、いう言葉が飛び出してくるのです。 

 そして言っている本人自身が、そのことに気付かないのです。長年の

人生で培った恨み、憎しみ、怒りというものが如何に恐ろしいものであ

るかを知りました。人を恨んでいたり、憎んでいたりしていることが、

自分自身の心のすべてを占めている状態ですから、理性が全く麻痺し、

その思いに対しての「心の痛み」が全く分からなくなっているのでした。 

 ある人は、父から「お前はいらんもんや、顔も見たくない」と長年言

い続けられてきた。 

 またある人は、お腹に二人目の子供を身ごもったとき、姑さんから「ま

た子供を産むがかいね」と言われてああ大変や、産みたくないなあ、何

とか流れないだろうか、という思いをしながら肉体的にわざと苛酷なこ

とをしてきた。また、ある人は、結婚するまでは幸せだったが、結婚し

てからは、お互いに嫌いではないのだが顔を合わすとイライラしてつい

腹立たしくなり怒り声を出してしまうようになる。 

 また、ある人は、自分はこんなに子育ての苦労をしているのに何の手
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伝いもしてくれない、と心の中で何時もかも愚痴っていた。また、ある

人は身ごもってから、こんな人と結婚するのではなかった、しまったぁ、

と心の中で悩み愚痴りながら出産した。また、ある人は結婚してからも

まだ、以前に付き合っていた相手のことが忘れられないで思い続けてき

た。 

 また、ある人は商売繁盛のために沢山の神を信仰し祭ってきた、とこ

ろが異変が起きてきた。また、ある人は車を運転している時、突然目先

が真っ暗になることがしばしばある。また、ある人は親から相続した土

地のことで兄弟で争っている。また、隣りの室で僕を殺してやると言っ

ているという人、等々と言いつくせないくらい沢山の悩みについて相談

を頂きました。 

 これらの悩み苦しみの原因は、殆どが思うこと考えることの間違いに

よるものであります。 

 一人の人間として、心の一方で人を恨み憎んでいたとしたら、もう一

方で人を愛そうと思っても、心からの愛は出せるはずはありません。ま

た、夫婦円満、家族円満、商売繁盛ということをいくら念じても祈って

も願いの通りにはなるはずがありません。ましてや、この世へ出して頂

いた親を恨み憎んでいて、一方で幸せになりたい、それは調和という姿

ではなく、恨み、憎むという原因の通り不調和な結果しか頂けないので

あります。 

 「正しく思う」ということについては、既にご承知のように、「心の

発見、神理篇」一七四頁、正思の中で次のようにお教え頂いております。 

 『思うということは、考えるということである。見る、聞く、語る、

という行為に対しても、まず正しい中道の神理をもとにして考えなくて

はならない。自己本意の考え方は、身を亡ぼす結果を生じるからである。

神理である大調和の法則に反するからである。 

 思うことは、行為につながる。心の動作である。だから不調和な思考

は、想念のフィルムに抵抗を造ってしまい、その抵抗は、自分の意識や

脳細胞までも狂わしてしまう場合がある。私達は毎日の生活の中で、自

分だけよく思われようとする心を動かしたり、楽をしようと思い他人の

ことを考えなかったりする。しかし、真実でない考え方はすべて自己保

存の我欲につながって行くことを知るべきである。 

 自己主張は、自己にもどる。競争相手を蹴落とそうなどという思いは、

あの山彦に似て、己にかえってくるものだ。「馬鹿野郎」といえば、山

彦もまた「馬鹿野郎」と自分の声が返ってくるようなものである。 

 このように不調和な思いを持てば、黒い想念の抵抗を自ら強くして、
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己自身の苦しみを多くして行くだけのことにすぎなくなる。相手を陥入

れて不幸にしようと思う心は、自身の落ちこむ穴を掘っているようなも

のだ。「策士策におぼれる」の類であり、人を呪わば穴二つ、である。 

 またみだりに情欲について連想することは、心の中では行為につなが

ることになるものである。正しい自分の心に忠実な考えを持つことが必

要だ。 

 常に他人の幸福を思う心は、行為につながって行けば己にまた帰って

くるものである。 

 悪い考えが帰ってくるように、良い原因も循環してくる。 

 多くの人々への救いの心がやがて行為につながって行けば、常に善な

る思いに満ち満ちている生活は、自分自身をより次元の高い姿に磨いて

行く。 

 正しい神理に適う思いが、行為と結びつくような生活、それを実践す

ることが必要である。 

 家庭内でも姑と嫁の争いをよく耳にするが、姑が嫁に対してきびしい

ことをいうと、嫁は度重なる叱言に、心から嫌な姑だ、早く死んでしま

えば良いと思うようになってくる。 

 そうなってくると心の黒い想念は現象化され、たとえ口でうまいこと

をいっても姑の心にひびくものではない。それは心から思っての行為で

はないからである。その原因はお互いに自分の子ではない自分の親では

ない、という自己保存の思いがこのような結果を引き起こすのである。 

 互いに、神理に適った正しい考えを正しく語り合うことによって誠意

をつくすことである。 

 解決はそこにある。 

 決して人に対して恨んだり、妬んだり、そしったりするような考えを

持ってはならない。 

 通じない人々に対しては「哀れな人だ、どうか神よ、救ってやってく

ださい。あの人に安らぎを与えてください」と祈ってやる心が必要であ

る。心から正しく思うことは、さらに自分に安らぎを生み、神仏の愛に

満ちた光を受けることができるというこれは神理である』 

 

 人は誰もが、愛する我が子を誰よりも深く深く暖かくやさしく愛そう

とします。しかし、心の一方で人を恨み憎んでいるとしたら、それは右

手で人を切り付けている姿でありましょう。そして、左手で神の慈悲を

一身に頂き、我が子を愛そうとしても、それは到底叶えられないことで

あります。この親の心が不調和であるため、いくら子供を心から愛そう
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としても、また愛しているつもりでも、実際には心からの愛が出せるは

ずがないのであります。何故ならこの親の心が神意に反した不調和な心

であるからであります。 

 主は、この哀れな母を眺められ、その恐ろしい悪魔の心を気付かせる

ために、その愛する子供に不調和な現象を見せられ、人間本来の仏心に

立ち返らそうとされます。 

 人の親は誰もが自分の子供ほど可愛いものはないのであります。それ

が愚かしければ愚かしいほど可愛いものなのです。 

 しかし、子供のことは子供のこととしてのみ思い煩い、目の前の子供

に出ている病気とか怪我とかが、この親である自分達の心の在り方の間

違いに対しての警告であろうとは、なかなか気付かないのであります。

人間は長年人間として生きてきた中で、自分のことは自分でしか処理で

きないということを体験してきているため、どうしても自己本意となり、

愛する我が子に対することでも、なかなかそこに親の自分の心の実態を

写し見ようとはしないのであります。どうしても他人事として考えるよ

うになるのであります。子供の怪我や病気は、すべて子供に起因してい

るというように思い込んでいるのであります。 

 しかし、その容体がなかなかはかばかしくないと、誰のせいでこうな

った、誰々のためにこんなことにさせられた、と恨んだり憎んだりして

いきます。そして果ては訴えたりしてその賠償を求めようとします。そ

の姿にその親の非情な姿が浮き彫りになっていることにも、気付かない

まま突っ走ってしまいます。そこには自分の立場を中心とした思いによ

る、「許せない、目には目を……よーしこうしてくれるー」という悪魔

の心がむき出しとなって、攻撃し始めているのであります。このような

憤りや怒りの心は、ますますこの親子の心の苦しみを増大していきます。 

 愛する子供がこの世にいようが、亡くなってあの世にいようがであり

ます。その子供は助かるよりもますます苦しみの中にもがき苦しんでい

くのであります。 

 このような姿が、今日子供を中心とした病気や怪我等の心の面での実

態であろうと思います。心の中で何時も考えていること思っていること

が、その人の幸福、不幸の原因となっていることを世の中の殆どの人は

知ってはいません。そして、人は思うことぐらい、誰にも分からないし

何を思っても自由だと思っているのです。 

 かく言うこの私も法に触れるまでは、何時も自分の思いの寝袋の中に

入り、自分中心の思いに浸り、嬉しい、悲しい、幸せだ、不幸だと自己

陶酔に陥っておりました。いまもまだまだ自分の長年の勝手気ままな思
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いと悪戦苦闘している毎日であります。 

 思いはものを造る、とお教え頂いております。人それぞれ平素思って

いる思いによって、その結果として、行いが出てきます。語る、お話し

をするということも行為であります。 

 一秒一秒思っている思いを原因とした結果が次々に出てきているの

が、私達の日常生活ではないでしょうか。原因と結果は等しい、という

ことは仏教では因果応報といっております。 

 また、因果の法則、因果律ともいっているとお教え頂きました。 

 人間は神の子であるが故に神の如く生きよと自由創造することがで

きるようにお計らい頂いているのだ、とお教え頂きました。であります

から、法を学ばないとどうしても自分本意、自己中心的な考えや思いを

持つようになるのではないかと思います。 

 自己中心、自分本意ということが、悪いことだとは常識の範囲で知っ

てはおりますが、人間としての運命をきめていくというような重大なこ

ととは、知りませんでした。親からも学校でも教えては頂きませんでし

た。教育もすっかり知識の詰め込みとなり、愛こそ教育であることを知

る人は殆どいなくなりました。もし、愛が重大だということを知ってお

られても、その愛について指導してくださる人が少なくなってしまいま

した。何故ならば愛は神理を学習実践しない限り、理解することも語る

ことも行うこともできないからであります。 

 心からのことは統て統て神意によるものであります。神意に叶ってい

なければそれを具現することは到底できないのであります。ですから、

今日の社会は地球全体が混乱しているのであります。神の心、神意を話

す人は多くありますが、その殆どの人が自分の考え（思想といいます）

を述べておられるのであります。悟ってはおられないのであります。悟

っておられるお方は、この地球上でも正に神のごとく世界中のあらゆる

言葉を駆使され科学的に神意をお説きくださいます。日本語だけとか自

分の母国語だけというものではありません。いまから、二千五百年前の

サンスクリット語であり、また今から約二千年前のイスラエル語も、ギ

リシャの言葉、中国の言葉、それは現代に限らず古代のエジプト語であ

り、アトランティック大陸の言葉と自由自在なのであります。 

 神の命を受けられこの地で一人の人間として困苦欠乏の中における

修行の結果、悟られ迷える衆生を救われました。この偉大なる聖者の教

えを学ばない限り、人は家庭は国は、そして地球は混乱し天変地異とい

う神の警告を受けるに至るのであります。人間の考えや思想は永遠に維

持し続けることはできません。永遠に変わることなく不滅の教えは、神



394 

 

理であります。それ以外にはある筈はありません。 

 いまの地球は軍備という力の背景による正しさによって支配されて

います。強大なる軍事力を駆使できる国の指導者が、地球の正しさを自

国の利益の上に立った正義で叫んでいますが、そうではありません。彼

等は神の正しさから外れて行動したとき、肉体的精神的苦しみが襲って

いるようであります。もしそれを擦り抜けたとしても、何時の日か裁か

れるでありましょう。如何なる大国なりといえども、また如何なる小国

なりといえどもすべて国の大小に関係なく、また一人の人間としても、

地位、名誉、財産、お金に何ら関係なく、すべての神の子は神意により

己が己を裁かなければならない時が来るのであります。 

 人間、一人一人の思いが人を生かしもし、また殺しともなるのであり

ます。それはその人の心が神の心を心として生きているか、または自我

我欲を中心とした思いで生きているかにかかっているのであります。 

 自我我欲を中心とした思いは、怒り、愚痴、妬み、そしり、悪口、情

欲、むさぼりとして現れ、心を汚し、苦しみを造っていくとお教え頂い

ております。その中でも取り分け心を毒する思いとして、怒り、愚痴、

むさぼりとお諭しくださっています。 

 よくよく考えて見ますと、怒りにしてもいろいろな感情の爆発した怒

りがあろうと思います。その中身は千差万別であります。ですから、人

の苦悩は千差万別であるということであります。そしてその苦悩も心の

中だけの苦しみで終わればいいのですが、苦悩も重くなると乗り舟の肉

体に影響が出始めてきます。病気も千差万別であるのも、人の思いが原

因であることは既にご承知の通りであります。人の心が汚れ魔に明け渡

してしまうと、その心に応じた新たな病気がまん延していきます。最近

外国からエイズという不治の難病といわれる病気が入ってきておりま

すが、これも末法の現代の人々の心の一端ではなかろうかと思います。 

 神の子としての尊厳性、侵してはならない神性を汚した時に起きる、

心の反作用としてのものではなかろうかと思います。私達神の子は、こ

の母なる大地のもとでは神のようにあれかし、と導かれ、神にその実践

を誓って出させて頂いている存在に気付いたならば、自分本意に何事を

なしても良いということではないと思い至るのであります。 

 神の心を心としてという範ちゅうより一歩も出ることは許されない

存在が、私達人間神の子であろうと思うのであります。やって良い事は

何をやっても良いというのではなく、常に神の心を心として、天を相手

に、正法という中道によってのみ心は高まり豊かなものとなっていくの

であります。正法という正道の中でのみ、一歩一歩神のみ心に近付くよ
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うに精進努力していくことだけが、許された道であります。 

 如何なる人もその名誉、地位、財産、お金に関係なく、神のお決めく

ださった道から外れた思いをした分だけ、それに相応した苦しみ悩みが

押し寄せてくるのだとお教えくださっています。この誠に精妙な仕組み

を思うとき、改めて神と神の子との偉大な関係を有り難く思わずにはい

られません。そこに神の神の子を思う偉大なる慈悲を感ぜずにはおられ

ません。こうして私達は神仏より片時も休むことのない大いなる計らい

と導きとを頂いているのであります。しかも、時として迷い多く、悩み

多きこの愚かな愚かな我等一人一人に対し直接、的確に精妙にその心の

間違いをご指摘ご警告くださっているのであります。 

 毎日毎日何時もかも四六時中、考えている思っていることがこのよう

に重大なのであります。神社、仏閣にポンポンと柏手を打ってお参りを

すれば、誰もが救われるといった簡単なことではないのであります。自

分の間違っている心の状態、その根元である思いを正す努力もしないで

神にお願いさえすれば聞き届けて頂ける、そのようなことは絶対にない

のであります。 

 まず何時も思っている自分の思いが明るいか、暗いか、それから点検

することから始めねばなりません。暗い思いとは、心の中で何時も怒り、

愚痴、妬み、そしり、悪口、情欲、むさぼりの思いをしている状態を言

います。このような暗い思いを正す精進努力をしないで、いたずらにの

さばらしておきますと、果ては精神病となり、心は悪魔の住み家となっ

てしまいます。 

 思っていることが言葉となり、行動として現れてきます。したがいま

して思っていることが正しくなければその人の行いもまた正しくない

ものとなるのは必定であります。どうしてもまず思いを正しいものにし

ないと行いも正しいものにはならないのであります。自分が何時も思っ

ている思いが正しい正しくないについては、他人は誰も知りません。自

分でさえ知らないのですから。しかし、しっかりと見て判決をくだして

いる者があるのです。それは己の心がすべて知っているのであります。

また、自分の守護霊が見ているとお教え頂いております。正に我が心は

誰も知らないと思いきや、天知る地知る我知るの諺の通りであります。 

 「自我我欲を中心とした不調和な思いは、黒い想念の抵抗を自ら強く

して、己自身の苦しみを多くして行くだけのことにすぎなくなる」とお

諭しくださっていますように、思うことが自分本意な思いにならないよ

うに、己自身が己の心の動きを細かく監視しながら生きていくことが自

分の幸せの門を開く鍵なのであるとお説きくださっております。 
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 しかし、知っているだけの知識でのみ終わったとしたら、何の悦びを

も頂くことはできません。嫌でも何でもかんでもしゃにむにがむしゃら

に、嫌がる己を叱吃激励して実践することであります。実践なくして正

法は語れません。悦びの体験の積み重ねがないと、法に対する感謝や感

激、感動はありません。もし、あるとしたらそれは単なる感情的なもの

にしか過ぎません。その証拠にその悦びは益々燃え上がり大きく大きく

燃焼していってはおりません。何時もかも同じ次元をくるくる回りなが

ら同じ歌を歌っているにすぎません。真の心からの感動感激を体験する

努力がないのに棚ボタ式に与えられるはずがないのであります。 

 人間の心の世界は、嘘やごまかしといった偽善はなく、あるのはただ

本音といいますか真実のみの世界なのであります。悪く思えば悪い結果

が、良い思いはかならずやそれに相応した良い結果が訪れてくるのであ

ります。このように学んでいきますとき、人間というものは何時も自分

の心の中で思っている思いが形となって現れる以前からそれに相応し

た世界に住しているのだということが分かります。誰のせいではなく己

のせいでいまこの己がある、誰恨むこともない。というのが真実ではな

いかと思います。 

 主は、思うことは永遠なり、とお教えくださいました。法によって思

いを正して生活していったならば、必ずやこの世を終わろうとも永遠に

続く幸せの中に生き続けることができるのであります。この世との別れ、

死はこの一生の決算の時であります。己がなしてきた思いと行いの総決

算の時であります。 

 過日、大阪でホスピス（現代医学では治癒の見込みがなくなった人た

ちに対する心の治療）に長年挺身されている医学者のご講演を拝聴した。 

 この世の中の殆どの人間が死に対して恐怖を持っているようだ。 

 五百人位の人の死に立ち会ってきたが、心からの信仰に生きている人

の死は皆平安である。また、何らの信仰を持たない人も割合静かに亡く

なっていかれる。 

 しかし、生半可な信仰に生きてきた人は、殆どが非常に混乱して亡く

なっていかれる。 

 また、人に対して心からのお世話をしてきた人と、人のために苦労を

してこられた人ほど平安に亡くなっていかれる。 

 エリート学校を出てエリート会社に勤めエリートコースを進み出世

した人ほど混乱して亡くなっていかれるように思える。 

 それは丁度前者（人の世話をしてきた、人のために苦労してきた人）

は、あの世に貯金がしてあってその貯金が亡くなるとき皆おりてくるよ
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うな気がする。しかし後者（エリートコースの人）は、貯金が一円もな

い状態のように思える。このような表現が理解して頂きやすいのではな

かろうか。 

 このようなことが私の心に強く残りました。この方はキリスト者です

が、それは別としてこの方が亡くなっていかれる多くの人々に医療と愛

の奉仕をしてこられた体験は、誠に貴重なものであり、私達も傾聴し、

心の精進に生かせたら更に幸せではないかと思います。 

 これも一重に神を思うこと、主を思うこと、法を思い信じ正しく念ず

ることにつながることではないでしょうか。 

 このように幸せの扉を開く鍵は、「思う」ことを正すことによって開

かれるのであります。 

 

 主に対し このたび福井の地に法灯がともされる運びとなりました 

大いなるお計らいを頂き心からの感謝を捧げます。 

      そして更に一人でも多くの人々に法をお伝えしていくこ 

とをお誓い申し上げます。 
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【この年の終わりに】1991-12 月 

 

 一月号の本誌の中で、今年は実践の年にいたしましょう、と呼び掛け

させて頂きました。 

 その一年も後残された日数を読めるような今日となりました。 

 この一年の学習を振り返って見ますと、まず学習の在り方、自分を愛

すること、夫婦の調和、報恩感謝、両親に対する報恩感謝、思うことの

点検等を中心に学習してきたように思います。 

 法の知識の面からの学習と平行して法の実践を勇気をもって成し遂

げていくことが大切とお教え頂いております。 

 そこで締めくくりとして、もう一度「実践」ということについて学習

したいと思います。 

 私たちは日々家庭において、あるいは学習会において「心行」を唱和

させて頂いておりますが、その「心行」の始めにご承知のように次のよ

うに示されております。 

 

    心行は 宇宙の神理 人間の心を 言霊によって表現したも 

のである 

それ故 心行は拝むものでも 暗記するものでもなく これ 

を理解し 

    行うものである。正法は 実践のなかにこそ 生命が宿るこ 

とを知れ 

 

 主は、その真意について次のようにお導きくださっています。 

 『心行は、昭和四十三年九月、十月、十一月の三カ月間にわたって実

在界、あの世からワンツースリーといわれる光の大指導霊から教えて頂

いたものなのです。 

 そして、まず冒頭に「われ今見聞し正法に帰依することを得たり」と

いう言葉を出しましたのは、イエス様の当時でもインドのゴーダマ・シ

ッタルダーの当時でも、法に帰依するということは最も大事なことなの

です。 

 サンガーに帰依する。仏陀に帰依する。法に帰依する。 

 この三つを通して当時はサロモンと言いました。修行者と言いました。

そこで冒頭に「法帰依」ということをうたったのは、私自身も教えられ

たものでありますし、この教えられたものを通して人間の在り方、そし

て人生というものの目的、どのように使命を果たせばいいか、こういう
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ことを明確化されたものなのです。 

 従来「心行」というのは糸へんの経ではなく「行」の経であるべきで

す。 

 「心」と「行」これがほんとうは正しいものなのです。 

 

 他力ではなく自力である。そしてこの知識を実践によって智慧を湧現

させなければならないのだということなのです。まず人々に教えてゆく

うえにおいては、最も重要な根本的な宇宙の法則なのです。それ故に、

まずこの心行というものの理解ということ、知識のうえによっての理解

これが大事です。 

 普遍的なものであって人間の智慧によって変えることのできないも

の、これを「諸法無我」と言っております。 

 「諸法無我」というのは、人間の知恵によって変えることのできない

もの、「我」の入らないもの、一切の法というものは人間の智や意によ

って変えることのできないもの、ところが仏教は、諸法は無我だからな

いんだ、我無しだから自分を無にすることだ、このように無にしてしま

って禅定している間にひょう依霊にとりつかれてしまい、その人の心に

応じた世界に行ってしまうというのも心の曇りを取り除くことなくし

て、禅定するからそういう結果になります。 

 日蓮はその結果「禅天魔」と言いました。「禅天魔」のひょう依霊と

いう言葉を使っております。「禅天魔のひょう依」ということは、心の

中の曇りを晴らすことなく禅定をし、自分自身肉体舟の船頭さんである

己の本性を失ってしまうから、船頭さんが変わってしまってノイローゼ

になる。気狂いになってしまう。非常に危険なことであります。 

 「諸法無我」という言葉は全くそれとは関係なく、宇宙の神理という

ものは普遍的なものであり、新しい古いという境がないんだ、昔も今も

変わらないものが宇宙の神理です。人間の「我」「智」こういうものが

全く入らない普遍的なもの、これを「諸法無我」と言います。ところが

最初に 

 

   広大なる宇宙体は 万生万物の根元にして 万生万物相互の作 

用により 

   転生輪廻の法に従う 

 

 と、うたっております。 

 たまたま今から二千五百有余年前、ゴーダマ・シッタルダーのところ
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に帰依したバラモンのあるサロモン修行者がおりました。 

 「仏陀、質問があります 宇宙は無限か有限か 人の生命は無限か永

遠か 如来は悟れば転生輪廻の生命から解脱すると聞いているが、その

ことについて説明を願いたい。」そういうことがありました。 

 そのときにゴーダマ・シッタルダー釈迦牟尼仏は、バラモン衆僅か三

カ月位しかたたない修行者に対して、難しい自然という法則について説

明を避けました。 

 そのときに「ある修行者が毒矢に当たって苦しんでいる。それ（矢）

を抜けば助かるかも知れない、しかし周辺の人々は、医者がくるまで待

とう、そして一体毒矢を射ったのは誰だろうか、何という種族だろうか、

色は白かったか黒かったか、何の目的で撃ったのか、このように議論し

ておったら、その毒矢はその人の体を完全に毒してしまい死んでしまっ

た」そういう言葉でそのバラモンに説明しました。 

 そのバラモンは、ゴーダマ・シッタルダーはこれだけの神理を説く能

力がないと言って辞めてしまいました。 

 皆様は一体何を言ったかお分かりでしょうか。その意味が理解できる

でしょうか。 

 「そういう議論よりもまず神理を充分学習し実践せよ」という戒めで

ありました。 

 ところが、後の学者達は大きくこれを間違え、ゴーダマ・シッタルダ

ーはそれを説く能力ががないという批判を浴びせているようです。そう

いうような間違いを後の世の人たちはいたずらにバラモン衆自身の心

の状態、行いの状態すら理解することなく、質問したことに対する判断

だけをもって仏陀は何も分かっていなかった、という判断をくだすこと

は愚かしいことです。 

 宇宙の神理を知る前にまず己自身の心と行いというものをしっかり

土の上に足を着けて歩んでこそ、ほんとうの神理が分かるものなのです。

そういう意味からして、心行の冒頭にこういう難しいものを書いてしま

うと、なかなか入りにくいものなのです。学問のない人たちには理解し

にくいものなのです。しかし敢えて私が、広大なる宇宙体という問題に

ついて書かなければならなかったかということは、もはや、インドの時

代と現代の人間の教育レベルというものも違ってきております。相手に

真実のものを言わなかったならば、先のバラモンと同じように必ず攻撃

してくるからです。彼等に否定させないための宇宙の神理として、冒頭

にこのような文をあげた訳です。』 
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 これはあるときの講師会におけるご講義の中から一部載せさせて頂

いたものであります。 

 実践もいろいろな方法があろうかと思いますが、伝導という実践を通

して考えて見ますと、法とは何か、自分がどうして法に帰依したか、法

によってどのように救われたか、どのような悦びを頂いたか、また他の

既成宗教や新興宗教とどこが違うのか等について、回りの人々にお話を

させて頂くにはそれだけのものをまとめたり、また法を心で理解してい

ないとお話することはできないと思います。 

 また、人に言うには自分がそれだけ法を生活の中に生かす精進努力な

り工夫をしていないと話せないはずです。またお話したからには、自分

もまた一段と頑張らねば申し訳がないという心、つまり自分に厳しい生

き方が芽生えてきます。このような不断の実践によってより他を生かし

己を生かす、己を生かし他を生かすこととなるものであります。実践な

くして法は語れないのであります。 

 

 法の修行は回りの人々との愛のかかわりあいの中から、高まってゆく

ものだと思います。回りの人々の姿を見て我が心の姿を知る、また回り

の人々の姿を見て、その中に自分の求め成し得なかった理想を発見し、

希望と勇気が湧き、よりこの人生を悦び一杯で全うすることができるも

のと思います。 

 この一年が来る年の良き糧となりますようお祈りいたします。 

 

 主に対し この一年大きなお計らいとお導きを賜りましたことに対 

し心からの感謝を捧げます。 
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【1992 年分】 

 

【熱き心を】1992-1 月 

 

 明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいた

します。 

 今年は熱い心の回復を計る年でありたいと思います。 

 高橋信次先生は、何時も私たちに「鉄は熱いうちに鍛えよ」とお諭し

くださいました。 

 熱い心を回復するか、熱い心に到達していないならば、早急に熱い心

を目指し、その実現に向かって、更に馬力をかけた熱い精進努力を期し

て頂きたいと思います。 

 正法とは、実践なりとお教え頂いております。今年は、何はともあれ

一人でも多くの人に、毎日毎日出合う人に対して、成り振り構わずに大

いに叫びまくる、勇気と努力に徹して頂きたいと思います。 

 伝導とは愛なり、とお教え頂いておりますが、とかく私達は伝導とい

うと、何か他人にしての奉仕のように思いがちでありますが、決してそ

うではなく、回りの人々に対して自分の頂いた熱い思い、熱い悦びを差

し上げさせて頂くことであります。そうして、その相手の方に自分の熱

い悦びを縁として、神の心が植え付けられていく感動を頂くのでありま

す。 

 その相手の方の悦びと感動により、自分の心もまた感動と悦びで心が

ふるえ、高まり、豊かにならせて頂くのであります。そして更には、熱

い心が益々いよいよいやがうえにも、熱い熱い心に高まっていくのであ

ります。一人の熱い心を縁としてその輪は益々大きく広がり、金沢を中

心に北陸をはじめ日本海沿岸地帯ならびに日本列島、外国各地にと、飛

び火していくのであります。 

 昭和五十七年に月刊「ほくりく」を発行してより、既に百十号を数え、

国内では北陸地方各地を始めとして、東京・岐阜・愛知・大阪・東北地

方にまで広がり、また、遠くカナダの地においても愛読して頂いている

ことを伺っておりますが、誠に有り難く感激の極みであります。これは

一重に、主、高橋信次先生の偉大なお計らいによるものと、改めて心を

込めて感謝申し上げたいと思います。 

 また、繰り返すようですが、私達の伝導は決して会員の増強による収

益の拡大とか、その他物を中心とした欲望を満たすためのものではあり

ません。 
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 ただひたすらに、神の子として、神に選ばれた民として、この地球上

に神の心を具現する使命を果たすためであります。地球全体が仏国土ユ

ートピアとなるための基礎造りの使命を頂いて、この地に出させて頂い

ているのであります。そのため、私達、選ばれた神の子達は、天上界に

おいてこの世に出る心づくりのため、八十年間、特別訓練を頂いてきて

いるのであります。 

 私たちは勇躍してこの地に出させて頂きました。にもかかわらず、そ

の環境に負けたり、あるいは自分自身の自我我欲のために、この法のも

とに集まることがおくれ、また、ややもすれば何時までも物の中から足

を抜くことが出来ず、物に心を奪われもがき苦しんできました。そして、

神から頂いた熱き心を冷やし、天魔に魂を食い荒らされ、堅くいびつな

ものとし、冷たい心の持ち主となり下がってしまいました。今こそ私達

は熱き心の回復に立ち上がらねばなりません。それは誰の為でもない、

我が為であります。 

 偉大な神に対して、偉大な主に対して、その付託にお応えする好機で

あります。明日の日にも帰らねばならないかも知れません。そういう意

味においても一日一日が大切なラストチャンスではなかろうかと思う

訳であります。 

 かつて、ある方が私に言われたことがありますが、風邪引きを始め諸

病気は心の冷たくなった人がなるのだとのことです。いかにも心で、何

となく理解できるような気がいたします。熱い心を回復する道は、日々、

自分の心を感激と感動とで震えさせ、熱き涙を流すことであります。そ

れには、物の中にいては難しいのであります。 

 法を学び、自分の心のクセを少しでも切り替えていくことであります。

自分の心の波動を、厳しい冬の烈風から、暖かい春風に切り替える工夫

と、命懸けの努力をし、その小さな努力の悦びを回りの人々にお分けし

ていくことであります。真心からのものは、どのような人の心をも解か

し暖かくするものであります。 

 かたくなな人の心を解かすものは、愛しかないのであります。愛とは、

法によって心に頂いた悦びであります。自分を大切にすることを、自分

を愛していると言います。自分を大切にし、愛している人は当然のこと、

他人をも大切にするすべを知っていますし、愛する方法を知っています。

言われなくとも、考えなくとも、力まなくても自然体で直ちに人に愛を

差し上げられるものであります。 

 自分を大切にすることによって、自分の心を知ることができます。自

分の心を知ることができたら、他人の心まで知ることができるのであり
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ます。そして、益々自分の心は神の方向へと向上し、よりこまやかな心

配りができ、法の実践はもとより、反省においてもより深くより正しく

実践でき、その愛はいよいよ偉大なものとなり、偉大な天使への道を歩

むことができるものと思います。 

 天上界におられる私達の魂の兄弟を始めとしてあらゆる天使達は、ひ

たすら私達が熱き心の持ち主となるよう待ちわびておられるのであり

ます。私たちが、神の心を心として実践しようと決意したときから、天

使達は応援助力しようとしておられるのであります。 

 「与えよさらば与えられん」であります。とかく私達は長年の習慣と

して、人から頂くことばかり考えております。人に甘え、人に頼ること

しか考えない人間になってはいないでしょうか。欲しいとすがる人間か

ら、「与える人間」を目指して、精進努力をしようではありませんか。

その深遠な悦びを体験してみようではありませんか。 

 人に与えることが、神の子人間の正しい在り方であります。今年こそ、

自分が自分に立ち向かって、より厳しく己を見つめ、正し、この世に出

させて頂いた生き甲斐を発見していこうではありませんか。精々学修会

にご参加してください。そのとき、必ずや、心に生きて今在る悦びを頂

かれるものと信じます。 

 こうして未熟をもわきまえず、自分の決意を通し、各位に熱き心の回

復を叫び掛けさせて頂ける幸せを感謝いたします。 

 この年もまた、神の加護がありますようにお祈りいたします。 

 

  偉大なる神よ、偉大なる主よ、迷える我ら衆生に光をお与え下さ 

い 

   心に安らぎをお与えください お導きください 今日を頂き感 

謝いたします。 
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【実践】1992-2 月 

 

 今度の日曜は、朝から庭の草むしりをして落ち葉を掃いて、それから

車を洗おう、と前々から計画を綴密に立てていても、当日やる気がなく

てできなかったことが度々あります。しかし、その度々の分だけ苦しみ

を背負って生きています。 

 正法の道もこのことと何等変わりがないように思います。主には、ご

在世の時から、実践をするように、何時もお諭しくださいました。とこ

ろが、自分に甘い私は、現実に自分の今日明日がどうにか生きられる事

が分かると、そこであぐらをかいて座り込んでしまい、一時の安楽に耽

ってきました。その付けがだんだん積み重なってしまい、どうにも首が

回らないような苦しみに襲われるようになりました。初めのうちは、自

分がこの世へ出る前にこのような厳しい修行の環境を計画してきたの

だ、と勝手に決め込んで、また、その上にあぐらをかいて、またまた安

楽をむさぼって生きてきておりました。 

 しかし、そこでも次第次第に心に不安という暗い思いが重く覆いかぶ

さってきました。それでもまだ、厳しい環境を選び、その環境の中で自

分を確立していかなければならないんだ、という思いの世界に、理屈を

並べて生きてきたのでありました。そして、生きている中で怠惰の中で

も、どうにか自分の心の状態だけは、曲がりなりにも点検して生きてき

ておりました。しかし、どうにも、心の底まで晴れ渡る心にはならない

のです。もっと自分をしっかりと見詰めて生きなければならない、と思

うことは思うのですが、ついつい怠けてしまい大事な所が抜けていって

おりました。 

 しかし、苦悩だけは休むことなく、正確に時を刻むように正確に正確

に積み重なってきました。これは大変なことだ、と思い少し真剣に、い

やまだまだ真剣味がない状態でしたが、そんな心で仕方なしにという具

合で、自分の思いということを一つ一つ点検してゆきました。ところが

その思いのどこにもかしこにも、あらゆる所に自分というものが、いろ

いろな姿で潜んでいることを発見し、ああー、これがまず苦しみの根元

だなあ、と思いました。 

 主は「素直な心で生きよ」とお諭しくださいました。また「人間は平

等である。人を裁くなかれ。人の上に立つと思うなかれ。人の足を洗わ

せて頂く心をもて」と、お諭し頂いておりましたのに自分中心の安楽へ

安楽へと逃げこもうとする弱い心が、心の耳の蓋をしていたのでした。

いまにして考えて見ると、ああー、どれもこれもお導きは「自分をなく
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せ」との、この愚か者の心の底の底まで見通されての暖かいお言葉であ

ったんだー、ということがやっと分かりました。 

 知識の面ではいささか法を知っているようでも、それを実践し積み重

ねない限り、心には神の光を頂くことができる筈もなく、心は豊かに成

長していかないことを分からせて頂きました。如何なる立派な理屈をい

くら並べても、知識として持っていても、それを行いの上に生かす実践

をしない限り、神のみ心に叶い、光に満たされることはないのだという

ことを、心から分からせて頂いたように思います。 

 主が、お教えくださった通りに実践するしか、安らぎの道はないので

あります。主のお説きくださった法を、自分の考えを入れて自己流に変

えてはならないのです。「諸法無我」ということを、お教え頂いており

ますように、法には自分という我がないのであります。もし、勝手に自

分の考えを入れたとしたら、それはもう法ではなくなってしまいます。

ただ単なる思想にしか過ぎません。当然、思想では人の心を生かすこと

はできません。人の心に生きる悦びを与えるものではなくなります。法

とは、神仏の心であり、エネルギーであります。万生万物すべてのもの

を、生かしてくださっているエネルギーであります。 

 自分の思いをつぶさに調べていきますと、自分にとって都合の悪いこ

とは必ず不満をぐちっています。また、心の中でののしり、悪口を言っ

ております。そして心の中のガス抜きをしております。それでは心は一

向に高まる筈もなく、逆に坂道を下のほうへ転げ落ちていっている状態

にほかならないのであります。しかし、勇気を出して一つ一つの思いを

点検していくと、正しくない所が発見でき、そこを修正してゆけたとき、

心は晴れ晴れとします。顔かたちが変わってゆくのが実感として分かり

ます。 

 また、人と自分との二局間で思いとか、行いとかをやりとりしますと、

どうしても、自分という物差しで相手を見たり、思ったりして推し量る

ようになります。正しく見るとは、いきなり自分の目で見ては、正しく

見れないと思います。始めに、自分の心が波風の立っていない平安な心

の状態か、正しい思いであろうか、法によって相手を見ようとしている

か、ということを点検して見ることが大切なことであります。即ち、ま

ず自分の心を点検することから始めねばならないのです。相手と自分と

の間に、法（神）をおいて見たり思ったりするように、努めていかれた

ら次第に正しい思い行いが実践できるようになると思います。 

 主は次のようにお導きくださっています。 

 『自分をいじめる人は憎い、その人こそ師である。自分をいじめる人



407 

 

があって、自分はたくましい人間に育つのではないか。誰からもちやほ

やされて大事に育てられた人は、我侭な人間になるに相違ない。いろい

ろな人に会ってその人の話を聞き、その人の行いを見、その人に教えら

れて開眼して行く』 

 

 『自分が大事だから、人のお世話にならない、自分一人でやらなけれ

ば、というように曲解されている方があるようだが、「善き師、良き友

を持つことが法を学ぶすべてである」と、釈尊が阿南に教えたといわれ

るように、どれほど懸命に勉学し追究して見ても、私たち凡夫が一人で

自分の心の歪みを正すことは殆ど不可能なことでしょう。というより、

たとえ知識は身に付けることができても、心の歪みはむしろ大きくなる

といえるのではないでしょうか。自力と他力を正しく理解することが大

事なことです』 

 

 『自分という憎上慢になると、正しい道を失う結果になる。常に初心

に戻る心構えが必要である。欲望を起こすと、長年の努力を棒に振る恐

れがある。心の原点に帰ることが大切である。憎上慢は、妬みや僻みの

原因となり、愚痴につながるので心せねばならない』 

 

 『人の言行に迷い毒を食べやすい女性に、最も必要なのは、法を拠り

所とし、惑わされない自分、不退転の己、不動心を養うことである。道

路には道路交通法があり、標識がある。これを無視したとき事故を起こ

すのは必然。法は守り行ぜねばならない。人は法に従って行じたとき、

調和し光明に満たされる。信のイ（にんべん）を表す。言葉を表す。信

じるということは、言葉から始まり、その言葉が正しくないと、信じる

ことが難しい。 

 また、言葉は正しく聞かなければならない。心にとらわれがあるとき

は、正しく語ることも、聞くこともできない。色心は一体であるから、

感謝していますという謝の字は、言葉と体を使って有り難うということ

になる。また、心にない言葉、心以上の言葉、中道でない。言葉に飾り

や形を付けると、自分というものが把握できなくなる。余分な言葉は、

取り除くこと。人に流しても仕方のない言葉は処理してしまう。 

 人は人々を互いに愛する。愛すれば人のことは言わない。真実のみを

相手方に伝える。これが愛です。その時こそ人は前進するのです。また、

人の足を引っ張るということは、下の下の人。引っ張られた人は、まだ

上の人。同じ引っ張るなら、下の人に手を差し伸べてあげる手を持って
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ください。自分自身が生活の中でどれだけ前進したであろうか、心の向

上をもたらす話、話し方にしてください』 

 

 法から外れない実践が最も大事なことは、常々学習させて頂いており

ますが、これは一人間違った人間だけで終わるものではなく、その一人

の人の縁につながった多くの人をも、誤らせることとなる重大な罪悪と

もなるのであります。神と主のみ心を汚すこととなるのであります。私

たち法を学ぶ者は、ここの所を、特に心して実践しなければならないと

思うのであります。 

 自分が生活の中の思うことや行うことに正しく法を生かしていけた

時、初めて自分を愛することができてきたのです。真の正法者となった

のであります。次の実践とは、伝導であります。法の実践により自分の

心にある溢れんばかりの悦びは、回りの人々に叫ばずにはおれないのが

神の子の本性であろうと思います。即ち、伝導であります。人に愛を差

し上げることであります。その勇気ある不断の実践によって、ますます

心は愛豊かなものとなっていくのであります。 

 主は、最後の東北でのご講演の中で「その面においても、世界でも知

らん人がなくなるでしょう。当然なことです。それが道です」と、お説

きくださっておられますが、私はこれまで自然とそのようになっていく

のかなあ、と思っておりましたが、昨日、伝導のことを考えていたら、

私たちが主のお心に沿った伝導をしていく中で、その偉業が成就される

のだ、ということを分からせて頂きました。 

 このことを分からせて頂いた時、このような有難い今という伝導の機

会をお与え頂いている幸せを感謝せずにはおれませんでした。何事でも、

自分というものの中で考えては、主のお心を分からせて頂けるはずはあ

りません。常に、主のお心を中心として思った時、法を中心として思っ

た時、初めて、主のお心が、鮮明に浮き彫りとなって分からせて頂ける

のであります。 

 この三月、大阪の地においての学習会の開催も、高山における学習会

の再開希望も、また、昨年押し迫った年の暮れに、遥々北海道の地から、

しかも富良野のご出身のご婦人が、私たちが寄贈させて頂いた、主のご

著書によって触れて来られたことも、すべてが、主の私たちに対する暖

かい励ましであると思わずにはおられません。私はいつもこのような大

きな慈愛に対して嬉しく、有難く、ただただ嬉し涙に咽びながら心から

の感謝を捧げております。主には、勿体ない言い方でご無礼ですが、本

当にすぐ横におられて、暖かくじーつと見守ってくださっているように
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思えてならないのです。 

 いま、しみじみと、主がお教えくださった「貴方の暖かい言葉が、相

手の暖かい言葉を引き出すのですよ。貴方の暖かい思いやりが、相手の

暖かい思いやりを引き出すのですよ」というお言葉を思い出しました。

私もこれからうんと己の心を厳しく戒め、自分という我を出さないで、

暖かい言葉、暖かい思いやりを差し上げていかれるよう、精進努力を積

み重ねていきたいと決意いたしております。 

 心を冷やさないように、常に自分を大切に愛し、いよいよ熱い心をい

やがうえにも熱く熱し、この真心を捧げ、主のお心に対して報恩感謝の

信を実践していこうではありませんか。ご協力をお願いいたします。 

 

 主の大いなるお導きとお励ましとを頂き有難く有難く伏して感謝い 

たします。我ら心ある者一丸となりみ心にお応えいたすべく精 

進努力を積み重ねていくことをお誓いいたします。 
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【自分をなくすこと】1992-3 月 

 

 初めに主のお説きくださった法を載せさせて頂きました。 

 『人間は心と肉体という二つの機構と異質のボデーを持って現象界で

生活しているわけですから、あの世の基準をそのまま当てはめることは

不可能でしょう。 

 そこで大事なことは、精神と肉体の調和、つまり、そのどちらにも偏

らない生活態度が現象界の人間に課せられた生き方ということになり

ます。 

 即ち、足ることを知った生活、感謝と報恩の生活、協調、協力の生活、

ということになります。 

 足ることとは、与えられた現在の環境を最善に生かし、度を越えない

こと。度とは欲望の発展です。協調、協力とは共存です。互いにないも

のを補い合い、助け合う。 

 感情という意識には、表面意識と潜在意識があります。通常私たちの

生活の上で動いている感情意識は、表面意識の感情です。このため、自

己保存の感情がどうしても強く現れ、こうした傾向が強く動き出します

と、この領域が異常なふくらみを見せてくることになり、知性、理性の

働きが弱くなってくるのであります。そうしますと、悲しい、うらめし

い、そしり、ねたみ、しっと、憎しみといった感情想念が我が者顔でそ

の人の心を占領し、自分で自分が制御できなくなってしまいます。霊的

には、こうした場合は、その人の背後に（主にキツネ）や地獄霊、魔王

がつき、その人の意識を操ることになります。つまり、感情の領域が異

常にふくらみを見せ、知性や、理性の共同作業の働きがにぶくなります

と、自分の意識の中に他界者の悪霊が入ってきて、その人の肉体を支配

してしまうのです。これは本人にとっても、家族にとっても不幸なこと

です。 

 そうならないようにするためには、先に触れたように、各領域の共同

作業が常に行えるように、反省という行為を欠かさないようにすべきな

のであります』 

 

 日々の生活の中に法を生かすということは、思いと行いの中に常に顔

を覗かせる「自分」をなくすることが最も大事なことではないかと思い

ます。まず、自分という思いが常に言行を支配しがちであります。自分

という基準で、人の言行や思いを計り、怒ったり、ぐちったり、妬んだ

り、そしったり、と裁きます。自分というものがある限り、その心は自
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分の方にべったりと偏ってしまい、どうしても、その思いと行いは感情

的となってしまいます。自分の心は益々固く小さくしぼんでゆきます。

どうしても暗いものとなってしまいます。 

 私は今から十七年前に、正法に触れさせて頂いてから、何とかして自

分の思いの中から、自分がという自分中心の思いを取り除きたいと思い、

まず、法を求めて私に会いたいという方に対して、決して自分の都合を

言うまい、と心に決めて今日まできました。相手の方はどの方も主がこ

の未熟で愚かな自分を鍛えるためにお与えくださった方だから、その方

のご都合に合わさせて頂くことが礼儀だ、そこから始めよう、と心に決

めた訳であります。しかし、今日反省の中で自分の思いと行いを点検し

て見ますと、あるわあるわ、出てくるわ出てくるわの状態で愕然として

いる状態で、今年はここのところを徹底的にさらえ取ってしまおう、と

固く決意しているものであります。 

 その除去の方法として、相手と自分の間に必ず天（法）をおいて見る、

思う、行うようにしたらよいのではないかと思います。また、一つのこ

とに対してもそのことにとらわれた見方思い方ではなく、常に天（法）

を間において見る、思うよう努めていけば必ず天の計らいが浮き彫りと

なって分からせて頂けるのではないかと思います。 

 たとえば、病院に見舞いにいく時は、主がこの自分にこのありがたい

機会をお与え頂いたのだ、という思いのもとにいかせていく中では、怒

り、ぐち、そしり、といったような自己中心の思いや行いがひとつも顔

を出しません。むしろこの機会を主と、その病人の方に感謝させて頂く

ことができ、心も豊かなものにして頂けるのであります。 

 昨年末、三人の心在る方々が学修会の道場の大掃除に来てくださいま

した。また、新年早々、十六人の方々がお見えになられました。これを

ただ形で見ただけでは、何も心で感じさせて頂くことはできないと思い

ます。しかし、主が、この私の心を鍛えるために、熱き心の持ち主をお

与えくださったものと頂かせて頂きました。 

 その熱き心の持ち主の方々は、何はおいてもあそこへいかなければな

らない、と思われ行動されたわけであります。こうしたときにまず、主

に対して、次にその熱き心の方々に対して、自ずと感謝と報恩の思いが

頂けるように思います。また、これらの方々もお心に応じた悦びを頂か

れたものと思います。 

 この度の大阪における学修会の開催を考えて見ますと、ただ単に主催

してくださる方々の思いと行いだけにとらわれてしまうと、そこに秘め

られている主のお計らいを心に頂くことができないと思います。法の計
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画、実践の過程の中には、すべて主のお計らいとお導きが秘められてお

り、そこに私たち心在る者に対しての励ましと勇気がいただけるのであ

ります。そして主のご計画の一端を伺い知ることができるように思いま

す。愚かな者ですが、今日まで曲がりなりにも法とともに生きてきた私

のような者にも、自分が言っていること、言ってきたことの裏づけが何

時も現象としてお与え頂いているように思えてなりません。 

 私が自分の思いの中で判断してのことを申し上げたことが、その通り

現象としてお与え頂き、余りにも適合しているので驚き、ただただ勿体

なく、感動するのであります。私ごとき未熟なる者を通しての、このよ

うなお計らいを目の当たりにして、しみじみと天上ではお急ぎなんだな

あーと思い、申しわけのない心でいっぱいになります。この私自身何時

までも自分にとらわれ、正しく法を実践することに時間がかかり過ぎま

した。心から深くおわびを申し上げます。 

 自分のことは今年で終わりにし、新しい年からは一人でも多くの心在

る人々に法をお伝えし、その感激、感動を発表するようにしましょう、

という呼びかけをさせて頂きましたところ、旬日をおいて早速、大阪に

また高山に学修会を開催するように、とのご提案を頂いたのでした。こ

の一つの出来事を、天を中心に考えて見ますと、いろいろな主の私たち

神の子に対する綿密なお計らいが見えてくるように思われてなりませ

ん。ただ、ただ、有難く、有難く感謝せずにはおれません。このお計ら

いに対しての報恩の道は、自分の思いと行いの中から、一日も早く自分

を追い出し、真に法の実践者になることだと思います。是非ともこの偉

大にして精妙なる天上のご計画に参加させて頂くことがこの世に出さ

せて頂いた最大の悦びであろうと思います。 

 いま既にその計画がスタートしたのであります。それも遠い所にある

のではなく、私たちの手元に頂いているのであります。何と光栄なこと

ではありませんか。そういう意味でも、この度の大阪における学修会の

開催は全会員熱き心の結集のもとに開催できるよう、いまからご助力く

ださいますよう切にお願いいたします。そのためには出来る限り日々の

既設の学修会にご参加くださいますようお願いしてやみません。常に神

と主に心を向けて頂き、熱き心をいやがうえにも熱くされますようお祈

りいたします。 

 新年号の中にあります、主の年頭所感の中で、主は次のようにお諭し

くださっていますが、特に今日の私たちにとりまして、最も肝要なこと

ではなかろうかと思わせて頂きました。 
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 『会員は正法流布の先陣をきって、使徒たる自覚の中より己の魂を浄

化し、菩薩心を具現することが重要なのである。 

 菩薩心は返礼を求めない。 

 しかし、慈悲と愛に対する報恩の心を実践しない人々は、口先の感謝

で終わってしまえば結果が出ても、必ず不調和の訪れて来ることを悟ら

なくてはならない。 

 与えられた慈悲と愛によって出た良い結果に対して、報恩の布施は、

より己の調和につながって行くものなのである』 

 

 私たちをお救い頂いたその慈悲に対して常に報恩感謝の信を捧げて

生きることこそ、忘れてはならない人間としての当然の道であることを

厳しく戒めておられるのであります。この年頭所感を載せさせて頂き、

主のご計画と私たちの思いとを合わせて拝読し、全く寸分の狂いもなく、

一致していることに気付き、私たちの心と主と結ばれていることを心震

える思いで分からせて頂き、改めて「己には謙虚、人には寛容」の中で、

次のようにお諭しくださっていますことを、心を新たにして学修実践し

なければならないと思いました。 

 

 『神理を知るためには、己自身がどのように罵られ、迫害を受け、刀

で腕を切られようとも、魂の尊厳と心を知れば少しも苦になりません。

魂は永遠に不滅であり、それは、心に死というものがないからでありま

す。正法神理を己のものとするには、またこれだけの覚悟と献身がなけ

れば、本当は得ることができません。神だ仏だと口では言い、いかにも

信仰があるようにみせても、それが私利私欲につながっているようでは

問題にならないのです。信心というものは、己自身の心の中にあるので

す。ウソのつけぬ心の中に……。 

 私たちの住んでいるところは、神の体であり、大神殿であり、いつど

こにいても、自分がその気になりさえすれば、その心は天に通ずるもの

です。 

 信心というものは、そうした中にあって神だ、仏だ、と口で言うよう

な、そうしてそんな生易しいものでは決してありません。己自身に謙虚

に、人に対しては、寛容に、そうした中に、本当の人間としての価値を

見出すもとを知って頂きたいと思います』 

  主に対して 貴方様がお説きくださった法を我ら同志心を一にし 

        て地の果てまでもお伝えしていく決意に燃え実践し  

        ていくことをお誓い申し上げます。 
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【「高橋信次先生の法を学ぶ会」発足に際して】1992-4 月 

 

 『法につながる生活は、それは、ただ今をどう生きるかということで

ある。ただ今何を行い、何を考えているか、ということである。それ以

外に生きるという意味はない。ただ今はすぐ過去になる。未来はまだ来

ない。ただ今である。ただ今に自分は生きている。そのただ今の積重ね

が一生である。そのただ今、生きているただ今を知ることが開眼である。 

 ただ今の大事なことを知ることが私たちの開眼である』 

 

 偉大な主がお説きくださいました、心にしみる有難いこのお言葉を、

今日までいつも貧しい心に聞かせながら、心を修め、法の伝導と、次代

を担う人たちの養成にと心を尽くしてまいりました。 

 主がご昇天され、ふと気がついて見ると、一人果てしない荒野の真ん

中に立って、悄然と天を仰いでいる自分を発見いたしました。しかし心

の中には、主から頂いたお言葉が熱く熱く燃えていて、何としても一時

も早く、頂いたご下命をまっとうしなければならない、という一念で一

杯でありました。 

 まず、はじめに「法がある、法がない」、「人を頼りとせず、法を頼

りとせよ」という「法」の真意を理解することから出直しをしようと、

決意いたしました。明けても暮れても「法がある、法がない」と、無我

夢中で生き始めたあの日からもう既に、十数年の歳月が流れてしまい、

いまはもうその頃のことが懐かしい思い出として、総てが美しく清らか

に思い出されてくるのです。この世の月日の流れというものは、何と素

晴らしい神仏の慈悲に満たされたものなのでしょうか。ただただ有難く

感謝せずにはおれません。 

 去る三月八日、大阪行きの列車の中で、法に帰依してからのこと、特

にここ四ヵ月余りの出来事を思い返しておりました。 

 たしか昨年の十一月の初め頃からだったと思いますが、来年は大変な

年になる、という心のひびきを感じました。しかし、自分の心の中での

思いであって確証のないこと故、自分の心の中にしまっておりました。

十二月に入ってから、自分の精進のことは今年で終わりにして、新しい

年からは伝導の悦びを語り合う年にしましょう。天上界では非常に急い

でおられるように思えてなりません、とお話しをさせて頂きました。そ

して、月刊誌には実践目標として「熱き心をいやがうえにも熱くしまし

ょう」「一人でも多くの心ある人に悦びを伝えましょう」と呼びかけさ

せて頂きました。 
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 一方自分の思いは、今のこのような自分に甘い生き様ではどうしよう

もない。このような心では、とても主のご下命をまっとうすることはで

きない。何とかしなくては、というあせりの思いを引きずって生きてい

ました。何時も反省の時には、我が魂の兄弟たちにうんと厳しくカツを

入れて頂きたいと、お願いをしてきておりました。 

 年の暮れも近い十二月十一日の夜、突然、本当に一瞬の竜巻によって、

会社の事務所の屋根が吹っ飛んでしまいました。その知らせを聞いた時、

咄嗟に、「お計らいを頂き有難うございます。有難うございます」と心

の中で叫んでおりました。やはり自分の心の中にひびいていた思いは間

違いのないことだった、これからは、大きなうねりの中に向かっていか

ねばならないんだ、だから心を一段と引き締めていくようにとのお計ら

いなんだ、と思いました。 

 この年の九月にも、この地方では最近経験したことのないような台風

が来ました。その被害の半分も復旧していないというのに、会社の復旧

工事は、年の暮れにもかかわらず、まるでこの出来事が、事前に関係者

に予知してあったように、出入りの職人が次々と駆けつけて来てくださ

いました。小言や愚痴一つ言う人もなく、どの人もどの人もニコニコ顔

で、あたかも天から差し遣わされてきたような方ばかりなのです。これ

には大変驚き、感動し、感激の涙が流れ、一人物陰で男泣きに泣きまし

た。その波動により、会社の人までが皆調和し、感激の嵐に巻き込まれ

素晴らしい調和へと包まれそのまま今日に至っております。 

 小さい事務所でしたが、屋根が吹っ飛び、雪解けの水と雨とで中は全

部水浸しになり、いっそのこと壊して新築したほうが良いのではないか、

と思っていたのですが、これまた、大工の棟梁が、勿体ない、まだまだ

大丈夫や、いいのになるぞ、大丈夫や。と言ってくださったんです。そ

の時のこの方のお顔は、仏のお顔でした。有り難いなあー。ただ事では

ない。このご恩を人々に供養しなくては、精々精進して世のためにつく

さなくては、という思いで、胸が張り裂けそうになりました。そして、

集まってきてくださった人々のこの善意を、我が心にも生かさなければ

ならないと思いました。 

 さらに、今回の出来事を静かに考えて見ますと、何よりも誰よりも、

偉大な偉大な主の大きなご慈愛をここに感ずるのです。この愚かで怠惰

などうしようもないこの魂に、何としてでもこの大使命を果たさしてや

りたいとの、深いお心を思わずにはおれません。私はいつもどんな時も、

主のことを思わせて頂くと、涙が溢れてくるのです。愚かな私は、この

人生の中でこれほど自分を捧げ、心をとらわれた方はありませんでした。
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これほど長年の間、脇目も振らずに心から夢中になって熱心にやってき

たものは何ひとつありませんでした。年経るごとにその火はますます燃

え盛っていくようであります。そして、日夜我が魂の幸せを感謝せずに

はおれません。 

 工事の最中の十二月二十一日のビデオ会に、大阪から山田様ご夫妻、

橋本様がお見えになられ、来年の春頃から学修会を開設したい、とのお

申出がありました。私はなんのためらいもなく、主のお計らいをこの熱

いお心を縁として、いま聞かして頂いているのだと思い感激いたしまし

た。そして、感謝の言葉を申し上げお引き受けきせて頂きました。自分

がかねて考えていた通りの方向に進んでいくことが、今はっきり見えて

きたように思いました。 

 主に対して、心からの感謝を捧げました。 

 主がご在世の時、日本列島を西日本、関西、東海、関東、北陸、東北

の六地域に分けられ、それぞれアガシャーグループ（アガシャー系指導

霊団）の方を、その地域における法の伝導の責任者としてご指名されて

いかれました。いわばその方々こそ主がその地域を託された法を伝導す

る責任者であります。 

 主が説かれた法は誰もが説けるものではありません。自分が法を生活

に生かした悦びの体験しか語ることは出来ない筈です。自分の心の次元

のものしか話すことは出来ません。それも、主からお教え頂いた通りに

学び実践しないで自分流に変えていくと、それはもう法ではなくなりま

す。その人の思想でしかありません。 

 なるほどところどころに高橋信次先生という言葉が入っているかも

知れませんが、そこにはもう法はありません。法は私意で変えてはなら

ないものであります。ブッダ様やイエス様がお説きになられた法が、二

千五百年または二千年経った今日、何故法でなくなったかといいますと、

後の世の人たちが今日までその法を生活に生かす等の実践行為や正し

い学修をせず、自己流に解釈し、変えていったからであります。それに

尽きると思います。そのため、今生、主が直接高橋信次という御名のも

とに、肉体を持たれて正しい真の法をお説きに出て来てくださったので

あります。 

 とかく私たちは、今日までに法が間違ってきたのは、その道の責任者

の所為とばかり思ってきましたが、そうではなく、一人一人の信者にも

大いに責任があるのであります。今日、ただ今、この私たちがご著書を

通し、あるいはご講話を通し学んでいても、本当に正しく他人にお話で

きるかということであります。それが自分が理解している仕方で話すこ



417 

 

とによって間違っていき、知らないうちに罪をつくっていくことにもな

りかねないのです。ですから、法の学修実践は正しくしないと、自分も

救われないし、また他人様も間違った方向に引っ張っていくことにもな

るのであります。 

 今日、自分自身が学んでも学んでもなかなか心にやすらぎ、幸せがこ

ないとお思いの方は、もう一度自分の勉強の仕方に間違いがないか、点

検してみられては如何でしょうか。分からない所は、学修会で遠慮なく

質問してくだされば、また回りの人も学べるのです。どうぞ勇気をふる

ってお尋ねくださり、少しでも心の中にお荷物を持たないようにして、

生きて頂きたいと思います。 

 各地におられる主からご指名された方は、その意味において主と直結

されている方であろうと思います。ただし、その方が法をご理解され、

法の中に生きておられればのことであります。過去世にとらわれたり、

今生、主のお側近くにいた方だとか、あるいは主に最も愛された一番弟

子であったとか、そういうことにとらわれることこそ、主がお諭しくだ

さっておられますように「人を中心に生きるな」ということに当てはま

ることであります。人間はどうしても誰しもが名前や過去世や著名度に

とらわれがちのものであります。しかし、正法の世界は、過去ではなく、

いま、ただいま、その指導者が法を生活に生かし、無所得で人々に奉仕

しているかということであります。しかも、主がお決めになられた通り

にです。 

 主から託された地域以外での活動もまた、主のご意志に反することで

あります。それは、主の説かれた法に反する、法を無視した行為という

ほかはないでしょう。その方は、法が心で理解されておられない方であ

ろうと思います。法とは、八正道だけではありません。法とは、主がお

話くださいましたお言葉、一言、一言、すべてが法であります。これが

法なのです。何故ならば、悟られた方とは、神のみ心の代弁者（まこと

に勿体ない言い表し方で申しわけありません）であられます。 

 そうであればもう申し上げることはありません。既にお分かりのこと

と思います。主が、お話しくださいました一言一言を、かみ締めかみ締

めてその通りに実行することであります。決して自分流に解釈して実行

してはならないのです。さきほど申し上げましたように、自分流に考え

て実行すると、やがては今日のように折角お説きくださった法が思想に

代わり、その力を失ってしまうのです。それでは救われないのです。 

 三月八日の大阪における私たちの学修会も、前記からすれば当然、法

から外れたこととなります。先にも述べましたように、私は前々から今
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日あることを予感していたのであります。だからといって、予感によっ

て物事は進めるべきではありません。そこに法に照らしての確証がなく

ては、自分本位となることは皆様ご承知の通りであります。 

 その一つは、この場で申し上げることが適切なことではないかも知れ

ませんが、（誠にもって勿体ないことだからです）昨年から特に意識を

向けさせて頂くと、必ずカンタレー（太陽様）が、お姿をお現わしくだ

さるということであります。そのそれは、これまでと違って、そのお心

が伝わってくるような激しいといいましょうか、厳然といいましょうか、

一寸言葉では言い表しようのない、波動のもとにお出ましくださるので

あります。いつもこのお姿を拝しながら、心の中で決まって思うことが

あります。それは……誠に誠に悲しいことであります。誠に誠に申しわ

けなく勿体ないことでありますが、「法灯を絶やすな」というひびきで

あります。 

 主には、如何なる場所であろうが、如何なる時であろうが、天を仰い

だとき、必要に応じてそのお姿をお現わしくださり、何時もお見守りく

ださっていることを実証されるとともに、その実在を知らしめてくださ

るのであります。誠に誠に勿体ないことで書くことではないと思います

が、現証としてあえてこのように書かせて頂きました。 

 主よ、私のこのように狭く小さな心をお許しください。尊い貴方様の

ことを私のような不浄な心の者が、このように書かせて頂きますことを

どうぞお許しください。これからは、もっともっと広く大きく豊かな心

の持ち主となるように努力して、もっと豊かな表現によって、主よ、貴

方様の偉大性を讃え、この世の一人でも多くの人々にお伝えしていくこ

とをお誓い申し上げます。そして私の精進の足りない愚かな思い、行い

をお許しください。身命を捧げて必ずや、法を絶やす事なく、益々法灯

が広がっていくように心ある人々と力を合わせて、その使命をまっとう

していくことをお誓い申し上げます。 

 第二に、今回の大阪学修会が、主のご意志であるならば必ずや開催で

きるであろう。もし、ご意志に反することであれば、何等かの事態の発

生によって開催できないでしょう。できない時のもうひとつの意味は、

私たちが学修している場には、法がないということにもなります。即ち、

この丸山にも法がないということの証明にもなります。というご説明を、

学修会のあるごとにお話させて頂きました。 

 このようなことから、三月八日という日は、主のお計らいがこの目で

確かめられる日であります。それは天と地が確証によって一体となる時

でもあります。ということをお話させて頂きました。 
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 それには、私がこの七十九日間を自分を高める精進努力を積み重ねて

いかなければ開催することはできないのだとも話しました。それは、ち

ょうど七十九段の法の階段を上らなければ、その光に浴することは出来

ないということを、昨年からことあるごとに皆様に申し上げてまいりま

した。そのためには、お正月も大寒も何もありませんでした。 

 ただ嬉しくて、一日一日は特急のようにすっ飛んでいきました。人間

は何でも与えられるままに、素直な心で軽やかな心で、いまというこの

時を悦び一杯で生きさせて頂くことだと思います。こんなことは苦労の

うちには入りませんが、何でも苦労することが大事ではないかと思いま

す。苦労、苦心することによっていくらかでも、主のみ心が一段と深く

分からせて頂け、幸せをいただけるのでなかろうかと思わせて頂きまし

た。 

 次に、この七十九日間における、心の精進の過程において頂きました

ことを、お話申し上げてみたいと思います。 

 

 一九九二年一月二十六日 大寒に入って六日目 大阪の学修会まで

あと四十三日 

 一月二十五日のビデオの会を、主にお断わりさせて頂き、急拠学修会

に変更させて頂いた。 

 心ある人約十六人集う。最後に全員で祈願文を唱和し解散した。殆ど

の方が帰られて幾らかの人たちが残っておられた中で、自分の瞼に当日、

三月八日の光景が写った。それ以上のことは、当日もし開催できたら、

お話したい、と申し上げた。開催できるかどうか分からないことを確定

的にお話することはいけない、と思いひかえた。何故ならこの私が当日

まで必ず生きているという確証がないことだからである。 

 しかし、私の心の中では、当日はかならずや開催できる、という確証

を頂いているように思っていた。しかし、時間が経過するにしたがって、

あの長い白衣を着られた、その白衣が金色に染まっていたのは、たしか

主ではなかっただろうか、と思った。なにしろ有難い胸のときめく感動

の一瞬であった。 

 

 いつものように反省しておりました時、カレンダーには、もう後十八

日と書き込んである、二月二十日になっていました。その日書き留めて

あったことを書かせて頂きます。 

 一九九二年二月二十日光に導かれて 

 厳しい朝の寒気をものともせず、光は激しく燃えに燃え、偉大なその
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お姿をお現しになられました。この朝は、今年に入って初めてではなか

ったかと思うのですが、早くから、その強い光が朝の空気を震わせてい

るように輝いていました。昇ってこられるたたずまい、といいましょう

か、その光景は、これまでに拝見したこともない異常な光景になって見

えました。 

 拝した瞬間「激しく光の方に進め」と心にひびいてきました。 

 年末に大阪の地に学修会をと、求められる法友の熱い心を縁として、

いま私はその日に向かって心を高める精進努力をさせて頂いておりま

す。今日で丁度六十一日目を迎え、あと残された日が十八日となりまし

た。毎年、大寒の季節に同じようなことをやってきましたが、その時よ

りも、何かしらすごく早い速度で日が流れていくように思えてなりませ

ん。初めは、三月ならばまだまだ日数があると、思っておりましたが、

もう既に峠も越えて、あといくばくかになってしまいました。しみじみ

と今回ほど月日の経つのは早いと思ったことはありませんでした。 

 来たる三月八日のことを考えていたら、初めて高橋信次先生のご講演

をお聞きするために出かけたのが、いまから十八年前の同じ日、三月八

日であることを思い出しました。 

 あの日からもう既に十八年という歳月が流れ、いま不思議なご縁を頂

き、大阪での第一回の学修会を開かせて頂こうとしております。しかも、

主にはいまから二十一年前の一九七一年六月に、やはりこの地大阪・堺

市において、西では初めてのご講演をされたのであります。 

 勿体ないことに、僅か八十人の人たちに対して、法をお説きになられ

たのであります。何故に、主もこの地をお選びになられたのかは、知る

由もありませんが、この度のことを併せ考えるとき、人知を越えた天の

大いなる計らいを感謝せずにはおれません。以上の二つのことを考えて

見ても、この度の学修会は、ただごとではないと思うのでございます。 

 しかも、まだこの他にも、私たちが長年に亘って学修してきた法が正

しかったのか、それとも、間違っていたのか、という確証も天から示さ

れる時でもあるのであります。このようにこの日は、この会場を縁とし

て天と地が最も近づく時でもあると思います。そして、主が親しく降臨

され、説かれた法がこの日を縁として、地球の果てまでも広がっていく

スタートの日でもあります。もし、この日計画通りに開催されたとした

ら、私たちグループ全員の感激と感動は筆舌に尽くしがたいものとなる

ことでありましょう。 

     ＊      ＊      ＊      ＊ 

 『私が西に向かって進んだように、そなたたちもまた、西に向かって
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進め、地の果てまでも』 

 ここに神理学修会「ほくりく」が発足十四年にして一大転機を頂いた

のであります。いよいよ心して法灯を絶やす事なく、正しく次世代に伝

えていかなければならないと思います。 

 この目出度いスタートを記念して、来たる四月一日より、これまでの

神理学修会「ほくりく」という名称を、新たに、「高橋信次先生の法を

学ぶ会」と命名することにいたしました。 

 さらには、月刊誌としてこれまでは「ほくりく」を発刊いたしており

ましたが、来たる四月一日からは「高橋信次先生の法を学ぶ会」の月刊

誌として「ひかり」を発刊することにいたしました。 

 このたびの大阪における学修会を縁としまして、これまでの「ほくり

く」という小さな枠から抜け出て、国内はもとより、広く全世界に向け

て法を伝導させて頂くことにいたしました。既に伝導部では、第一段階

として、世界各国の図書館に対して、主のご著書の寄贈事業を進めてお

ります。なお、国内に向けてのものは、既に日本海岸地帯の各施設を始

め図書館、大学等に対しては既に終わっていますので、今後は、太平洋

岸地帯に向けての事業を促進したいと考えております。主のお導きのま

まに、伝導活動もまた活発に展開していきたいと計画いたしております。

何とぞ各位のご支援ご協力を切にお願いいたします。 

 このような大いなるお計らいによるご下命を頂き、我ら会員一同、

益々熱き心をいやがうえにも熱くし、仏国土建設をめざし、主の付託に

お応えしようではありませんか。そして、この悠久の大宇宙の一角であ

るそれぞれの地において、このようにお会いできる縁生を悦びあい、偉

大なる神と主を讃え、今生をまっとうしようではありませんか。 

 皆様の平安をお祈りいたします。 

 

 偉大なる主に対して、今日の大いなるお計らいを頂きましたことを心

より感謝申し上げます。 
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【再び「法灯絶やすべからず」】1992-5 月 

 

 主が心血を注いでお悟りになられ、我々迷える者に正しく生きる道を

お説きくださいました、その法灯は既に今日次第に消えつつあるように

思われてなりません。そこで敢えて再び「法灯絶やすべからず」と絶叫

するものであります。 

 主には、常々「人を頼りとするな、法を頼りとせよ」と、お諭しくだ

さいました。その法とは、ということが大方の人の心に落ちていないが

故に、今日に見るような法が消えつつある状態になったのではないかと

思います。 

 昭和五十年六月の関西本部研修会で、主のご講演がありました。その

中で、かつてインドの地において今まさに昇天されようとしている時の

ブッダのアナンに対する次のような説法の現象がありました。 

 『ブッダ様がお亡くなりになります時に、私たちはじめ皆の者にこう

申されました。 

 皆の者よ。お前たちは私が亡くなったとて、私たち自身の心の中にブ

ッダは生きているんだよ。そしてブッダ即ちそれは法であるぞ。 

 そしてアナンよ。お前はどうしてそのように泣くのか。お前の泣く涙

は、それはお前自身よく考えてごらん。お前はブッダそのものを慕い、

そのように流す涙は、それはブッダ自身の肉体ではないのか。肉体を通

してお前はどうして私の法そのもの、心の法則というものは、何時もお

前の心の中に燦然と光り輝き、生き続けているということをお前は忘れ

るでないぞ。 

 そして肉体即ち、それは本当のものではない。心だよ。そしてそのよ

うに何時までも泣き続けているお前は即ち、肉体に対して、お前自身の

心の中にある執着が、そのように苦しみ、そのようにして悲しませるの

であるぞ。 

 ブッダ様はこの時、肉体に対するもの、それは真実でないということ、

そしてその心の奥にあるブッダ様自身が、お前の心の中に燦然と輝く。

そしてお前自身がブッダをそのように思うならば、カピラバーストを思

い出せ。そしてお前自身の心の中にブッダは生き続けているということ、

即ち法そのものである。光である。迷うでないぞ。それがお前に与えら

れた今一つの悟りではないのか。私にこのように仰せられました。 

 このように人間の心の中に記録されているものは、よみがえり、そし

てブッダの心は法である。その法は、四十五年間説かれた、そなた達の

心の中にあるのだ。人を頼りとせず法を頼りとせよ。法帰依ということ
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なんです。法に帰依せよということです。ですから皆さんの場合にも、

不動心という心を作るためには、自分自身が正しい道を、その法則をよ

く知って生活したならば、間違った道はなかった。決して拝めとは言わ

なかった。その法がいつのまにか、我々は拝むようになってしまったわ

けです。ここに間違いがあります』 

 

 私はこの現象のところを何回となく読ませていただきました。しかし、

何時までも肉体という意味と心ということがどうしても心に落ちませ

んでした。 

 『アナンよ、お前はどうしてそのように泣くのか。そのように流す涙

は、それはブッダ自身の肉体ではないのか。そのように何時までも泣き

続けているお前は、肉体に対して、お前自身の心の中にある執着が、そ

のように苦しみそのように悲しませるのである。 

 肉体は本当のものではない。心だよ。心の法則というものは、何時も

お前の心の中に燦然と光り輝き、生き続けていることを忘れるでないぞ』 

 

 このように肉体と心の法則ということを振り分けて見たとき、初めて

少しばかりぼんやりと解りかけてきたような気がいたしました。肉体と

いうことは、即ち無常な物ということになります。永遠のものではなく、

この世限りの有限のものであります。しかし、心、魂はこの世だけでな

く永遠に生き続ける存在であります。 

 もっと言い換えて見ますと、肉体は物であり形に過ぎない。無常なも

のであります。つまり、正しくないものであります。しかし、心は永遠

であり正しいものである。ということであります。 

 ブッダが亡くなるということは、ちょうど月が山陰に隠れて見えなく

なってしまうことと一緒である。山陰に回れば輝いているお姿が見える。

ということではないかと解らせていただきました。 

 人間である以上誰しも自分の親とも頼り、深く尊敬していたお方が亡

くなられれば、当然のこと泣くなと言われても、涙が枯れるまで泣くの

は当然のことと思います。 

 この私も、主がご昇天されたことを知ったとき、心がからっぽになっ

たような空虚さを感ずるとともに、人目もはばからず吹き出るように涙

があふれ続けました。 

 法を学んだ者ならば誰もが肉体は無常な物、心こそ永遠にして正しい

もの、とは知っているのですが、その知っているということが、つまり

何処で知っているのかということであります。もし心で知っておれば間
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違う筈はないものと思います。心で知るということは心に落ちるという

ことであります。心に落とすことはただ単に知識的に学習するだけでは、

なかなか難しいことだと思います。私は自分の小さな体験から申し上げ

ますことは、非常に僭越なことかも知れませんが、主が昭和五十年のあ

る日、私に「そこには法がないんだよ」と、申されたこの一言のお言葉

によって、私は法を自分の心に落とすことができたのでした。 

 私は、その日から七年間毎日毎日心の中で、また口に出して「法があ

る。法がない」と、その意味を心で理解したいと思って、ご著書を拝読

し、ご講演を聞かせていただき、また自分の生活の中に法を生かした実

践を続けていく中で、自問自答をしておりました。机の上に万年筆を出

して見て「ある」それを後ろに隠して見て「ない」といったような子供

だましのようなたわいもないこと等をやったりして日夜考え続けてき

ました。 

 その間には自分を取り巻く環境は、正に絶体絶命というピンチピンチ

の連続でありました。後にその頃のことを知っている会社の幹部が「今

からもう一度戻れと言われても二度と再び後戻りすることは出来ない

厳しい道程でしたね。ちょうど刀の刃の上を綱渡りのようにして歩いて

いたのと少しも変わらない厳しいものでした。社長でなければ誰も真似

のできないものでした」と、述懐しておりました。 

 私は今生、何としてでも法に帰依するように、また深く法を心に堕と

すことができるような、いや是が非でも法を心に堕として使命を全うし

なければならない、という重大な決意をして出させていただいたに違い

ないと思うのです。 

 しかしながら生まれた環境や育った環境、また社会人としての環境等、

特に自分の魂のカルマに煩い災いされてしまって、なかなか法を拒否し

て触れないために始めから遅れをとってしまいました。また法に帰依し

てからも、何時やめようか何時やめようかと前へ進むことよりも後ろ向

きのことばかり考えていたりして、真剣に法を学習実践することができ

ませんでした。 

 そのような自分に甘い自己本意で我侭な感情をとっくの昔計算に入

れてあるかのように、事業の方の厳しさに責め立てられ、前へも後ろに

も逃げることができない状態に追いこまれ、しようことなしに（全くも

って勿体ないことでありますが）法の方に心を向けざるを得ない状態の

中でだんだん真剣に学習していくようになりました。 

 そのうち、今の自分を救うものはこの法しかない。怠惰でどうしよう

もない我侭なこの愚かな者を叩き直すには、この法しかないと真剣に思
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うようになっていきました。その陰には、主の大きなご慈愛と計り知れ

ない位のお導きをいただきました。また天上の偉大な大天使のお導きを

もいただいたのでした。 

 さらには主の高弟の先生方からも、深い愛のご指導を何回となくいた

だきました。このような大きな深いお計らいによってどうにか重い腰が

あがったような状態でありました。 

 今生のためにあの世から仕組んできたためだけでなく、多分に今生の

怠惰な癖が原因のためと思うのですが、相当苦労の連続の中で法の学習

と実践とをさせていただいてきたように思います。その厳しさは今もっ

て日を年を重ねる毎に厳しさが増していっているようであります。しか

し、このような厳しさがなかったならば、この怠惰な人間では今日にな

っても、法がある、ということは心に落とすことはできなかったものと

思います。 

 私にとっての正法とは、難行苦行の連続の中でどうにか自分なりに一

歩というよりも、一歩の何百分の一ずつかを解らせていただいてきたよ

うに思います。これも自分を中心とした思い方ですが、主がお悟りにな

られた「法」は、安楽の中では到底解かる筈もない、ということが実感

のように思えてなりません。 

 主には、あの偉大な偉大な天上のというよりも、この太陽系の総責任

者といわれるお立場の方でさえも、我々如きが伺い知ることはとてもで

きないご苦労と、たゆまないご精進とによられて、お悟りになられてお

説きくださった「法」であります。勿論神のみ心、主のみ心は如何なる

人にも理解できるようにお説きくださってはおられるのですが、学ぶ者

としてもそれ相当の覚悟と心づくりとをして学ぶことが、当然な礼儀で

あり、報恩感謝の道でもあろうと思います。また、そのような心でなけ

れば「法」は心では理解できないものと思います。 

 知ではなく心で理解しなければ、必要な時に役立たせることはできま

せん。知では知識の限界でしか、理解できません。しかし、心で理解で

きるようになれば、それは無限であろうと思います。それはお話してい

る時、自分の知っていないことを他の誰かが代わって話しているという

事実を度々体験していることが証明しております。また、大自然を通し

ての現象によるお導きをいただいていることもその証しでありましょ

う。これは現在の私の次元としていただいている証しであります。しか

も、このことは私だけが見えているというものではありません。その場

にいる総ての人々にその現象を見させていただいているのであります。 

 このことは今に始まったことではありませんが、ある時の学修会では
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学習の後、全員に窓の方に向かって座り直していただき、天空を眺める

ように指示したとき、間髪を入れずに真っ黒な雲をかき分けるようにし

て、突然、燦然とした太陽がお姿をお現しくださいました。このような

ことは枚挙にいとまがないほど多くいただいてきました。 

 私はここで申し上げたいことは、法を心に落とさなければ法の学習も

深くならず、また悦びもいただけないものであることを知っていただき

たいと思うのであります。 

 私たちは、ということは大方の方に対して誠にご無礼なことかも知れ

ませんが、なかなか心を日々一段高めていくことは難しいものでありま

す。かといって何をしても良いというものではありません。私たちの法

を学ぶ一番大切なことは、法を、心に落とし、主がお導きくださった通

りのことを最低実践しなければならないと思います。その最低と申し上

げることは、「してはならない」と、お諭し下さったことは「しない」

ことであります。「してはならない」のであります。 

 例えば、一般の宗教家のようにお賽銭で飯など食ってはいけない、と

お諭し下さっておられること一つ取り上げても、もし実行しない人がお

られたとしたら、その方は法を心で理解していない人と思います。その

ことをよくよく考えてみますと、主を尊敬しておられることとは裏腹に、

むしろ主が心血を注いでお悟りになられた法を、自分の生活の手段とし

て食い物にしていることにはならないでしょうか、と私は思うのであり

ます。 

 このような点がいくらもあります。このようなことは、心を積み上げ、

精進しないことには解らないと言ったことではありません。誰しもが理

解し、簡単に実行できることであります。 

 主がお説きくださった法を命がけで伝導することはされていても、そ

の反対にその法を自分の生活の手段にしてはならないと思うのです。せ

めて、私たちが日夜敬愛してやまない偉大な大天使の定められた基本だ

けは忠実に守っていくことが弟子たる者の当然の道ではないかと思い

ます。 

 法か理解されないためにかつては私たちの講師を務められた方々が、

ある方は「高橋信次先生の教えは間違っている。光は金色でなく、緑色

が正しいのだ」と言っており、またある方は、主がご昇天された後、他

宗に弟子入りしました。またある方は、主がお説きくださったご著書を

教科書とするのでなく、自分の書いた著書を教科書としておられる向き

もあるように聞いておりますが、これらのことも法ということが残念な

がらお解かりになられておられないのではないかと危惧するものであ
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ります。 

 主が御昇天なされた後に他宗の門を叩いたということは、その方はき

っと主がご在世であられたならばそういった愚かなことはなさらなか

ったものと思います。では何故にこういった子供でもわかるような過ち

をされるのかと考えますに、それは主がご昇天されたということにとら

われてのことだと思わずにはおられないのであります。それはとりもな

おさず主の肉体が見えなくなったということでとられた行動ではなか

ったかと思います。 

 もし本当に他宗に転向なされたのであるとしたならば、その後の行動

において主の御名を使われての伝導はなさらないのではないでしょう

か。平然とそういった行動をしておられるお姿を見るにつけ、かつては

そのお方から法を学んだ者として、誠に情けなく悲しい限りであります。

しかし、このようなことは独り指導者に限ったことではありません。主

によってお救いいただいた多くの衆生がいろいろな宗教に走っておら

れる事実があります。 

 また間違った自己流の法を語っておられる人も非常に多く見受けら

れます。正法屋といわれるようないわゆる評論家のような人も多く見受

けられます。しかもこのような方々は、殆ど自分の精進努力を棚上げし

ておられるようであります。またある方々は、主から学んでもいないよ

うな方の指導を受けられて、正しいと信じておられます。しかもご自分

がかつて主から直々にお導きをいただきながら、その歩むべき道を間違

ってしまっているのであります。心の響きをお忘れになられておられる

としか言い様がない状態であります。 

 一方年を重ねる毎に今日、主の御名は愈々高く人の口から口へと語り

継がれ、そのお説きくださった法を求めて集いこられる方々も多くなっ

てまいりました。しかし、法が消え思想となってしまうことがあっては

非常に大変なことであります。私たちは主がお説きくださった「法」を、

生のままで地の果てまでも伝えていかねばならないのであります。 

 いまやかつて予言されましたことが、次々とその通りの姿となって見

させていただいておりますことは、周知の事実であります。いまや世界

の果てまでも人から人へと伝わりつつあるように実感されるのであり

ます。このようなことを拝するだけでも誠にもって怖れ多い極みであり、

また偉大な現象であります。今生この世で肉をいただいてこのように身

をもって実感させていただいていることの幸せを感謝せずにはおられ

ません。まことに誠にありがたい感激の極みという他はありません。 

 私は自分の浅学非才、愚かさも弁えず、法灯の絶えていくことを憂え
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てのあまり、種々の過ちを申し上げましたが、これも私の次元から見て

のことであって、真実は正に正しいものであればこれに勝る悦びはない

のであります。 

 私たちは今生この地上に同期生としてまた同門として学び、研讃を誓

いあったありがたい縁生をいただいていることを思うとき、お互いに戒

め合い愛し合って残されたこの世を全うし、主の付託に対してお応えし

ていかねばならないと思うものであります。それぞれが選んだ環境と、

いただいた使命とを自覚し、その責めを果たしていく精進努力を積み上

げようではありませんか。 

 

  主に対して 今日偉大なお計らいをいただきましたことに対し心 

  からの感謝を捧げます。 
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【思いと行いをより己に厳しく】1992-6 月 

 

 私は法に帰依してから八正道を学び、正しく思う、正しく行うという

ことについて、いつも自分に厳しく実践しなければならない、と思って

生きてきました。 

 この八正道の物差しを集約した物差しとして、己を生かし、他を生か

す、という尺度でも、自分の所業について眺めるように努力してきまし

た。とかく、いくら自分自身が正しいと思っていても、つい自分中心に

思い、行いがちであります。しかし、今思ったことや思っていることが、

自分だけ生かされる、生かされていることは正しくないことであります。

人に対して感謝や思いやりのないことであり、それでは片手落ちであっ

て、自分の心が痛みます。相手も自分と同じように生かしてこそ、正し

い愛であります。正しいということは、愛ではなかろうか、と思います。 

 愛は、その人によって、豊かさが違います。広く大きな胸に抱かれた

ような愛を感じた時、人はそこに大きな安らぎをいただきます。そのよ

うな愛とは、一体どこから生まれてくるのだろうかと考えてみますと、

どこからでもない自分自身のほかにはないのです。 

 主には、次のようにお導きくださっております。 

 『心の中には、己自身に嘘のつけない善我なる心と、自己を中心とし

た不調和な偽我なる心が存在しています。一切の苦悩は偽我がつくり出

すものです。善我なる心は、親が、わが子を愛し、育てるように、慈愛

に富んだ行為となって現れます。それは、あたかも太陽のように、報い

を求めることなく、万生万物をはぐくみ、大調和の根元をなしている神

仏の心であり、行為に通じているわけです。慈悲の心は、光明の世界に

住することになり、その行為は、より大調和への近道といえましょう』 

 

 人を愛する前に自分をこよなく愛することが大切であります。愛とは、

自分を大切に生きた体験を通じていただいた、思いやり、生かし合い、

助け合い、許し合い、補い合い等であります。人間は、自分だけで生き

ているのではありません。万生万物を始め、多くの人間の協力によって、

今生かされているのであります。 

 もっと大事なことは、神仏によって生かされているということを忘れ

てはならないと思います。神は、神を信じない人にも、いかなる人にも

神の光と、太陽を始め、大自然を通して平等に慈悲をお与えくださり、

生かしてくださっているのであります。この日々片時も休む事なく、お

与えいただいている神仏の大慈悲を、私たち神の子は、神仏のように回
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りの人々に愛を差し上げなければならないのです。でないと、私たちの

心は苦しくなるのです。父なる神仏がなされておられるように、私たち

神の子も愛の豊かな者になるように精進努力して生きないと、苦しむこ

とになるのであります。それは、私たちの真我なる心と、神仏と結ばれ

ているからだと、お教えいただいております。 

 自分を愛するとは、自分を大切に生きることだとお教えいただきまし

た。それでは、具体的にどう生きたら良いのでしょうか。一口に言って、

法を柱として、己に厳しく思う、行う精進努力をして生きることであり

ます。人は、それぞれの環境において、生きておりますが、その与えら

れた今の環境の中に修行の機会をいただいているのであります。 

 かつて、わたしは主から次のようなご質問をいただいたことがありま

した。 

 『あなたに長年の間、北陸の隅々を見させてあったが、何のためか分

かりますか』 

 私は心の中で、私が元国鉄にいて一府六県にまたがる北陸の全域を見

ていたことを、どうしてこの方は知っておられるのだろうか、また、国

鉄にいたから見ていたのは当然のことではないか、不思議なことを聞か

れる方だなぁ、と思いながらお答えいたしました。 

 「それは、国鉄にいたからです」 

 主は、苦笑されて『そんなことではないよ』と、申されました。 

 当時の私には、何のことを申されておられるのか、さっぱり分かりま

せんでした。しかし、見させてあった、といわれた言葉が妙に引っかか

りました。考えて見ますと、当時の国鉄には多数の人が勤務していまし

たが、自分だけは北陸の最高責任者といつも同じ行動をさせていただき、

線路から外れた地域にまで入りこんで、たしかに北陸の隅々まで見てき

たことが分かりました。しかし、何故に、といったら、何も分かってい

ないのでした。それは、心が未熟なため、どうしても、自分中心の見方

しかできていなかったからでした。この地上の上には天があることを知

ってはいるようでも、心では分かってはおりませんでした。 

 しかし何年か経つうちに、この世に出てくる前に、神仏にお願いして

きた通り、見せていただいていたと、神仏をここにおいて考えなおして

見ると、初めてその謎が解けてくるように思いました。そうだ、そうな

んだなぁー、そうかー、この地に出させていただく前の天上界で、ここ

に出させていただくための環境について、生まれる地域、両親を始めと

した兄弟、またその一族を始め、長じて社会人になった時の仕事をする、

といったことなどあらゆることを事細かに考え研究し尽くして出てき
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ているのだなぁ、と思わせていただきました。特に自分のカルマの修正

のことも十分考え尽くして出させていただいたことが、手にとるように

分かってきたような気がいたしました。 

 学校を出てから、私は机に向かってこつこつとやれるような仕事がし

たい、と考えておりましたが、父は、国鉄が良い、給料もボーナスもい

いし、第一家族に無料のパスがあたる、絶対に国鉄にゆけ、と言われた

のです。県庁の採用試験と国鉄の採用試験の両方が受かっていたのです

が、父の願いの通りに国鉄に入ることにいたしました。でも、心の中で

は、いやだなぁ、と思っていました。元来、私は、制服制帽のある、軍

隊とか国鉄とか郵便局といったようなところは嫌いでした。命令によっ

て否応なしに動かされるようなところは、みんな嫌いでした。しかし、

どうしたわけか、国鉄に就職することになりました。 

 今日になって、あらためて社会人になってからの自分のことを振りか

えって見ますと、軍隊でもやはり同じように体制の中心にいました。そ

して常にその組織のトップの立場で、その体制の裏側を見させられてい

たような気がいたします。何故に責任者の裏側とか組織の裏面を眺めて

いたのだろうかと、思います。きっとそこには口と行いの違い、つまり、

正しいということを見るように機会をいただいていたのではなかろう

かと思います。しかし、前記の北陸については、今にして思うと今日の

ために、北陸の人間性、経済、文化、政治、宗教等一切のことを知るた

めと、将来の正法流布のための事前勉強のために見させていただいてい

たということではないかと思います。 

 私は小さい時から、この金沢が好きでした。社会人になってからは、

金沢というよりも北陸という単位で仕事をしてきましたので、どうして

も、北陸という立場で物事を考え処理してきましたから、北陸に非常に

愛着を覚えてきました。もう米原を過ぎて長浜の町が見えるようになる

と、自分の家に帰ったような気持ちになりました。また、北の方では、

直江津を過ぎて郷津のトンネルを出ると、もう家に帰ったような気持ち

になりました。各駅に友人や先輩がいるのを見たり、また仕事でその地

域にまで行き、仕事を通して地域の人々との交流ができていたので、特

にそのような心境といいますか感覚になっていたのではないかと思い

ます。今でもその心境は何等変わってはおりません。むしろ当時よりも

もっと強い愛着が生まれ、こよなく愛しております。 

 このような私の心根を見られてか、かつて私の上司が「マルさんは、

北陸からは離れられん人ですね」と、いわれたものでした。 

 このようにして選んで出させていただいた環境の中でも、もっとこま
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やかな人間関係において、それぞれ悩みや苦しみや悲しみを体験してき

ました。それも今日のための学習であったことが分かりました。 

 過日、ある方から次のようなお手紙をいただきました。 

 「最近、私は人の力を借りて物を手に入れようとしたところ、冷たく

その人に断わられ、傷ついた私は、この原因はどこから来るのか考えた

ところ、自分がいままで他力で生きてきたことに気づかせていただきま

した。自然の中にある一本の木は、台風がきても雨風に吹かれても、誰

にも頼ることなく自分の力で生きているのに、私は自分の愚かさに気づ

いたのです。一本の木が、台風がきても雨風に吹かれても倒れないのは、

地面にしっかりと根を張っているということに気づかせていただきま

した。私も法を拠り所として、基本からしっかりと自分を作ってゆきた

いと思います。」 

 

 ここのところを読んで、私はハッとしたのです。これは誰でもないこ

の私に、愛する魂の兄弟たちが通信してきてくださったものだと直感い

たしました。偶然は一つもないとお教えいただきました。その日の昼、

会社の心の友と一緒に昼食をいただいておりました。その方は一時病気

で入院しておられたのですが、その頃、守護霊によって守られていると

いうことを知ったという話をされたのです。その時、自分も守護霊がお

られることを思ったとき、ジーンと胸が熱くなり眼がうるんできました。

そうだ、守護霊がおられるんだ、と思いました。 

 それからしばらくして、もう一つの会社にいって、なにげなしに机の

引き出しをあけると、一九八九年の十一月号が眼に入り、すーつとペー

ジをあけると、次のことが書いてありました。 

 「思えば、私は嫁いでからもう三十四年になります。三十年に船出し

た○○丸の航海は決して穏やかな日々ばかりではありませんでした。あ

るときには針路を間違えて、嵐の谷間に落ち込み慌てふためきながら面

舵一杯、また満身の力を込めて取り舵一杯、傾いた船体を直すのに必死

の思いでした。船長とともに大波小波の洗礼を受けながら、毎日毎日が

緊張の連続でした。本当によくぞ今日まで沈没もせずに航海を続けてこ

られたものだなぁ、と心にしみじみ思うことがございます。 

 本当に何を試みましても、うまくゆかない時には、だんだんと心が貧

しく小さくなり、歪みをつくってしまいます。そんな中で己を振り返っ

て見る心の余裕すらなく、人様ばかりがとても幸せそうに見えて、ただ

うらやましく思い、自分ばかりが何故こんなに苦しい思いをしなければ

ならないのだろうか、と愚痴な思いを持ってしまいます。喜び一杯で明
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るい暮らしがしたいと思いつつも、その方法も知らずに苦しみ、悩み、

ただあえぎながら波間に浮き沈みしているばかりのどうしようもない

愚かな罪深い自分でありました。このような態度で学んでいては、心で

法を誹謗していることと変わらないことに気づかせていただきました。

本当に愚か者でございます。本当に素直な心で、正しく聞くということ

の大切さを、身をもって学ばせていただきました。そして、その悦びを

教えていただきました。 

 心からの悦びは、胸の真ん中からどんどん湧きあがってくる感じがし

ます。そしてだんだんと大きく膨らんでいきます。常に足もとを見つめ

ながら、己を偽らず、素直に法を信じて頑張っていきたいと思います。

これから先どのような嵐がこようとも、慌てず悲しまず自らの心を正し

て、神を信じ、法の灯を絶やさず、日ごろ学ばせていただきましたこと

を一つ一つ生かしながら、残された余生を生きていきたいと思います。」 

 

 この二篇の文章を読ませていただき、何かしらいまの愚かな自分にあ

てた諭しではなかろうかと思わせていただきました。いまの自分の心に

言って聞かせてやらなければならない、と思われてのことではなかった

かと思いました。ここにも守護霊のお計らいを感知させていただきまし

た。 

 いま目の前に起きている課題が、如何に自分にとって嫌なことであろ

うとも、原因があっていまその問題が提起されていることを素直な気持

ち、もっと謙虚な気持ち、さらには感謝の気持ち、悦びの気持ちでいた

だけるように自分の心を豊かなものに作り替えていくことが大切だと

思います。その心がいやなこととして受け取っているからであって、そ

のいやなということを取り上げて見てみると、自分にとっていやなこと、

もっと言い換えてみると、いま目先の状態で眺めた見方で見ている、法

を柱として見ていないと分かります。天の計らいとして、いただくこと

ができれば、そこには守護霊や指導霊がいまこの己に必要でお与えくだ

さっていることが、心で受け止められます。 

 人間はどうしても、いやなことから逃げたいと思いがちですが、いや

なこと、即ち良薬は口に苦しという例えのように、己の心に活力を与え

る力の大きいものほど、それは表面上は、痛くつらいものかも知れない

が、その中身はこの上もない慈愛につつまれたものであります。その計

らいは、肉体とか物とかにとらわれている心を、少しでも早く外し、心

を中心に、法を柱として生きるように努力することをご教示くださって

いることであろうと思います。 



434 

 

 いつも身辺に起きていることを冷静に細かく細分化して眺め、とらえ

て見ることの訓練が大切ではないかと思います。常にその部分にとらわ

れないように、絶えず全体を眺められる心配りを持てるように努力する

ことが大事なことと思います。よく人の姿を眺めていますと、その部分

という、点々は理解しておられるようだが、その点のつづられた一本の

線としては、見られない人が多いようであります。心を豊かにすること

によってそれは解消できるのではないかと思います。 

 常に愛の心で人と接するようにして、己をどんな時でも見失わないよ

うに、意識をしっかりとして生きることが大切なことだと思います。 

 見る、聞く、思う、語るを通して、常に一服しないで、絶えず自分の

心を整理整頓して、常に安らいだ心で生きられるように心を大事にして

生きることが大切だと思います。 

 安らいで生きるということは、ゆとりを持った生き方ということであ

ります。ゆとりがあれば、何時なんどきであろうとも、飛び込んでくる

ものを温かく迎え入れることができましょう。豊かな愛で包んであげる

ことができるのではないでしょうか。そのことが、幸せということでは

ないでしょうか。 

 「これは何を悟れというのだろうか」、毎日の会社経営の中で、時々

ハッとすることがあります。経済は生き物と一緒ですから、いろいろな

現象を展開して見せてくれます。その都度、何を悟れといわれているの

かと、しばし考えあぐねることもあります。二十数年を経た今日、会社

経営という環境をいただいていたならばこそ、何時も己を厳しく眺める

ことができた。また、大企業との関係の中で、常に常識、礼儀、感謝に

ついて振り返って見ることができ、このようなところにも心を正す修行

の機会をいただいていたことに気づかせていただき、感謝の念で一杯で

あります。かつて、主が最後の東北でのご講演で、お導きくださった経

済に生きることの意味が今やっと心で理解させていただいたように思

いました。 

 このように今あることの難問は、何時の日か豊かな心の持ち主になっ

て、多くの人を迎え入れられるための、心づくりの時ではなかろうかと、

思わせていただいております。 

 主のみ心のままに生きられるように精進努力を積み上げようではあ

りませんか。このありがたい神の時を、大切に感謝して、感動して全う

しようではありませんか。今日はあっても、明日という言葉は私たちの

世界にはないはずであります。今に生きましょう。今を大切に生きまし

ょう。今を感謝して生きましょう。 
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 神に対して、報恩感謝の行いを積み上げようではありませんか。 

 主に対して、報恩感謝の誠を捧げるために、法を伝導しようではあり

ませんか。天国に蓄えをしましょう。 

 いま現在あなたが苦しみ悩んでおられることは、救いの始まりであり

ます。苦しみや悩みがあったからこそ、この偉大な主がお説きくださっ

た法に出会えたのです。悩み苦しみこそ、主との出会いの機会をいただ

いているのです。 

 天国の入口は、法を柱として精進努力を積み上げた者には、広く広く

開け放たれてあると聞かせていただいております。 

 何時の日にか、手をたずさえてともにその門をくぐりましょう。 

 各位の平安をお祈りいたします。 

 来たる六月二十五日は、主に対する第十六回目の感謝を捧げる日であ

ります。 

 主には、一九七六年六月二十五日午前十一時二十八分ご昇天されまし

た。 

 

   主に対して、いよいよ法が各地に伝導されていくようになりま 

         した。この偉大な動きを拝し、天上の大いなるお 

         計らいをいただきありがたく、謹んで心からの感 

         謝を捧げます。 
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【実践】1992-7 月 

 

 過日は第十六回感謝と誓いの会が盛大に催され、参加された方々が全

員、主に対して、熱き感謝と誓いの念を捧げられました。 

 また、この七月六日は、主が金沢でご講演くださいました記念の日で

ございます。私たち北陸に住む者にとって、終生忘れることのできない

有難い日であります。 

 主がご在生の当時、わずか一年有半ばかり学ばせていただき、ご下命

いただいた重大な使命に胸躍るような感激と感動のままに、自分を捨て

てすべてにおいて法を優先しながら精進努力を続けてきたのですが、こ

こまで来て随所に自分というものが見え隠れしていることが見えてき

て心苦しい思いをしてまいりました。このあたりで自分というものを初

心にかえって総点検し、さらに己に厳しい精進を積み上げたいと思い、

ご著書の拝読とご法話を拝聴させていただいてまいりました。 

 かつて金沢でのご講演が終わって感動がまだ冷めないまま引き続い

て関西大講演会に出させていただき、「反省と瞑想」についてのご法話

を拝聴させていただきました。その有難いご法話をここのところ毎日夜

昼なしに夢中になって聞かせていただいているうちに、いまの私の未熟

な心の精進にとって、全く願ってもないくらい適切なお諭しをいただい

ているように思われてきました。 

 私は物心ついた頃から将来は実業家になるんだ、と思ってきました。

友達との遊びにも銀行ごっこが一番楽しかったことを記憶しておりま

す。父が存命中はなかなか実現することはできませんでしたが、父が亡

くなられると直ちに職場を退職して次々と二つの会社を設立いたしま

した。 

 しかし形はできましたが、あくまでも武家の商法といいますか、心は

早やれどもなかなか軌道に乗せることができませんでした。 

 もう七年もたっていた頃、義兄の勧めによって、ご法話を聞かせてい

ただき、その場で主にお目にかからせていただきました。 

 あるとき勇気を出して現在の経営上の疑問についてご指導をお願い

いたしました。 

 「長く勤務していた職場を辞めて、いまの二つの会社を設立したので

すが、これで良かったのでしょうか」 

 『前の職場にいたら、今生は他力の修行で終わったでしょう。そうし

たら私との出会いもなかったでしょう。自分の会社を経営する中で自力

の修行ができるのです。それで良かったんですよ』と、ご指導ください
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ました。 

 今から三、四百年前の戦国時代は闘争の明け暮れの中で常に命のやり

とりが行われ、その環境は非常に厳しいものでありましたが、今日では

敵討ちもないし、全く平安そのものと思いがちでありますが、年月はい

くら移り変わっても人間の心というものは少しも進化していないとい

うことであります。 

 経済という名のもとに電話やＦＡＸ等を武器に置き換えて、あいも変

わらず闘争の明け暮れの中に生きております。分けて中小企業や零細企

業の経営者はオーナーを兼ねていますので、いざ失敗した時は家族もろ

とも裸になって路頭に迷わねばなりません。しかし大企業の経営者は殆

どがサラリーマン社長が多いため、もし失敗があっても退任することだ

けで始末がつくのであります。 

 今生は主には御自ら、中小企業の経営者としてお出ましになられ、ゴ

ーダマ・ブッダの時、来世は布施に頼らない自力の場を自ら持って出よ

う、ということを実現されました。 

 その中にこそ自力という心づくりの修行場があり、また従業員を通し

ての愛の修行場があったことを学ばせていただきました。主が最後の東

北研修会においてのご講演では、「自分の生活の場は自分の生活として、

今度の光の天使は全部事業をやりながら出て来ております。宗教でなど

飯など食いません。それが本当です。神は一銭も人間から金など要らな

いのです。太陽はただです。神の心です。これが神理です」と、お導き

くださっています。 

 私自身は光の天使ではありませんが、このお導きにあるような環境を

自分が選んで出させていただいたに違いないと思います。特に今生は自

分のカルマを修正し、心を豊かにするために選ばせていただいたものと

思います。お金によって身を滅ぼさないようにと、特に厳しい環境を望

んで出生させていただいたと思わずにはおれません。またもし前の職場

にそのままいて定年を迎えていたならば、まず主にはお目に掛からせて

いただくことは絶対になかったものと思います。そして余生を好き放題

に送っていたとしたら、今頃はきっともういなかったのではないかと思

います。 

 諺に、極度の不運にあった者のみが、至上の幸福を感じることができ

る、とありますが、今という厳しい環境を通して、この人生の悦び、感

謝というものが身につき、大使命を全うすることができるものと信じて

出させていただいたものと思います。 

 あらためて今の環境に対して、心からの感謝を捧げたいと思いました。 
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 「反省と瞑想」のご法話のなかで、神理の永遠性について次のように

お導きいただいております。 

 

 『神理というものは不偏であり、時代によって変わるものではないの

です。その神理をまことしやかに変えてしまったのは、その実行しない

知や意によって変えてしまった永い歴史なのです。そして多くの人々の

実行のない生活の中から難しく哲学化してしまったのです』 

 

 今生、主が肉体を持ってお出ましになられた一つの理由は、ブッダ様

やイエス様がお説きになられたみ教えが長年の間に次々とその時代の

人の都合のいいように書き換えられてしまったためと、ブッダの教えも

イエスの教えもみな神のみ心を述べられた一つのものであることをお

説きに出てきてくださったと伺いました。法は人間の知識や自我意識に

よって書き換えられてしまうとそれはもう法ではなくなり、単なる思想

となってしまいます。 

 法は、神の子に対して、悦びと勇気と希望を与えてくださいますが、

思想は常に変遷し、いつの日か朽ち果ててしまいます。そしてただ混乱

と闘争が残るだけとなります。 

 私はこれまで十七年という長い間、主のお許しをいただいてはおりま

したものの、実践の少ないままに個人指導を始め学習の指導をさせてい

ただいてきました。しかし、最近になって次第に法が心で理解されるに

したがって、その厳しさや怖れということを日増しに強く心に感じてま

いりました。他人様に知ったかぶりをして後で地獄に堕ちたとしたら、

これは何にも例えようがないほど愚かしいことであります。法のお世話

をさせていただいているから特別に守られる、決して左様なことはない

のであります。 

 人間神の子は、神のもとに、主のもとに皆平等であります。重大な使

命をいただいているお方ほど、大変厳しい環境におられるお方だと思い

ます。それだけにそれ相当の困苦欠乏の中でのご精進を積み重ねないと

大変ではなかろうかと思わせていただきました。人間は誰彼言わず皆神

様ごとが好きです。しかし主が申されましたように、触らぬ神にたたり

なし、であります。 

 私は今日まで自分なりに常々自分自身を厳しく戒めてきたつもりで

おりましたが、先ほどの主のお言葉を何回も何回もお聞きしているうち

にこのようなはんぱな生温いことをしていたら誠にもって申しわけの

たたないことになるぞ、と思った次第であります。 
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 ここに至りまして、これまでのことは勿論のことですが、今後につい

ても一日も早く正しい思念と行為の確立を期さないと大変だと思うも

のです。私はこれまでの幾多の不明をお詫びするとともに、自己確立を

期したいと願っているものであります。そして後残された人生をより正

しく明るく楽しく精進しながら使命を果たしてゆきたいものと念願い

たしております。 

 続いて「反省と瞑想」の中で、その実践方法について分かりやすくご

説明くださっておられますので、み教えの一部を次に記させていただき

ます。 

 

 『身近な大自然の中に人間の生きるべき道があるのです、自然に目を

向けなさい。その自然は皆さんに語りかけてくるのです。私たちはいま

の自分というものを冷静に見つめ、一つ一つ自分を完成していくことで

す。このためにはまず自己を中心とすることなく、一日に一つでもいい

から自分自身の正しく聞こう、相手の言葉によってすぐ感情的になり怒

りが発したら、既にそのときその人の心は、不調和な怒りの毒を食べて

いるのです。それを一つ一つ反省日誌に書いてみてください。そうして

自分をより浄化してみてください。 

 よし、今日は語ることも正しく語ろう。真実で生きていこう。語るこ

とを一日努力してみてください。 

 そのように常に自分の心の中に理性を持って生活していれば、如何に

この言葉が人に対して悪い影響を与えているかも自分でよく納得でき

ます。 

 一番難しいのは思うことです。思うということも行為したと同じ結果

になるのです。 

 何故なら皆さんの心の想念帯の中には、そのような事実がすべて記録

されてゆきます。そのために思うということも正さなければなりません。

相手を恨んだ心で思っても、それは全く言葉を出して行動したと同じこ

とになるのです。 

 恨みの心は己自身を害するばかりでなく、相手にもまた不調和な現象

を与えるのです。それ故に私たちは顔でニコニコし、心の中で恨む人が

よくあります。一番たちの悪い人です。 

 その場合もすべて記録されています。人間の二重人格を表しておりま

す。それ故に、私たちは家庭の中においても、友達に対しても、あるい

はまたお付き合いしている人々に対しても、お得意様に対しても、恨み

の心、怒りの心、愚痴、足ることを忘れ去った欲望の心、このようなも
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のをすべて除いてみてください。それが最も積極的な人生の歩み方なの

です。 

 こうして私たちはしっかりと自分の心の中の感情や知性や理性や本

能というものを、常に自分自身でよく見つめ、いま自分の心の中の歪み

はどこにあるか、それを検討しながら一日一日を進んでみてください。 

 そのとき皆さんの心は、光明に満たされてゆくのです。人生というも

のを本当に知ることができるのです。 

 いま私が説いているものは、皆さんの行動ばかりではなく、思うこと

の法則も同じことだと言っているのです。 

 思うということはそれ程重大なものです。こういう想念と行為、思う

こと念ずること、ならびに行いというものを本当に中道の道を歩んでい

ったときに、人間は最も進歩し、そして私たちの心の中は精妙化され、

安らぎへの道の早道なのです。 

 それが本当の積極的な人生といえるのです』 

 

 勇気を出して初心にかえって出直して見ましょう。実践することによ

って、知恵が湧現するとお説きくださっております。黙々とただただ実

践あるのみだと思わせていただきました。 

 次に私たちは常に魔に狙われております。もし皆様方の中に、今日た

だ今、主がお著しくださいましたご著書を始め、ご講演のテープを見る

のも聞くのも嫌だ、ここらで一服しようと思っておられる方がおられま

したなら、いまあなた様は魔に狙われているとお思いになられてまず間

違いのないことだと思います。魔はいつも正しい法を学ぶ者を狙い、自

分たちの仲間にしようと狙っております。そんなことあるものかと思わ

れがちでありますが、これは脅しでもなんでもありません。事実であり

ます。それだけに正法というものは精進が厳しい厳しい道なのでありま

す。 

 その方は直ちにまず明るい思いに切り替えてください。そして心の中

の思いはどんなことを考えているか点検してみてください。その思いが

正しくなかったならば、直ちに切り捨ててください。元気を出して頑張

りましょう。神を信じましょう。主を信じましょう。法を信じましょう。

声高らかに心行・祈願文を読みましょう。 

 最後に他宗者との間で論争しないようにいたしましょう。そのことに

つきましては、人間釈迦第二部一二五頁に他宗者との問答の心得につい

て、お教えいただいておりますが、まず相手の毒を食べないことであり

ます。お茶に毒が入っていることが分かったら、飲まないでそのまま相
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手に返すことだともお教えいただいておりますように、常に自分を大切

に大切に、常に自分を大切にして生きることが大事だと思います。自分

がこのままだと毒を食べるかも知れないとお思いでしたら、直ちにその

場から立ち去ることも身を守る一つの方法であります。いわゆる逃げる

が勝ちであります。 

 自分を生かすも殺すも自分自身であります。自分が常に健全に生きて

いて始めて他をも生かすことができるのであります。自分が病気なりで

倒れていては他人のお世話などできる筈もありません。このことをよく

お考えくださって自分を大切にしなければならない意味をしっかりと

心に会得してください。 

 己を生かし他を生かす、この己と他が共に生かされる道が調和であり

ます。愛であります。己を愛していなくてどうして他を愛することがで

きるでしょうか。神の子はいかなることでも手抜きは許されないことだ

とお教えいただいております。もし手抜きをしたならば、今生その修正

ができなければあの世に帰ってからでも必ずや修正しなければならな

いとお教えいただいております。太陽が東から昇り西に沈むように大自

然のたたずまいは整然と正しいように人間神の子の道もまたすべて正

しい精妙な中にあると教えていただいております。 

 従いまして自分を粗末にしている人は、家族を始め他人もまた粗末に

する人と思います。 

 次に母親の愛、夫婦の愛についてお導きいただいておりますことを記

させていただきます。 

 

 『生まれる前の母親の胎内におけるところの影響は、すこぶる子供に

作用を作り出しているといっても過言ではないのです。不調和な肉体的

現象を持って生まれてくる子供たちは、両親の愛の不足によるところの

不調和、エゴによって作り出されていくものなのです。そのようなこと

を考えたならば、やはりこの地上界に健全なる精神と肉体というものを

作り出すためには、やはり夫婦の真実の愛というもの以外にないことを

知らなくてはならないでしょう。そして健全なる両親のもとに育った子

供たちは、正しく教育されていくために、ものの善悪というものをはっ

きりとついてくるものなのです』 

 

 夫婦の愛は人間の愛の基本といってもいいと思います。そのためには

まず夫なる人、また妻なる人それぞれが自分をより深く愛することを努

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

 

 最後に、主のお諭しをここに記させていただきこの稿を終わらせてい

ただきます。 

 

 『自分の心の中、いまの自分、思っていること行っていること、これ

が本当に菩薩のような広い心、無所得なままに人のために調和でき、そ

うして人々のために協力できる己をみつめてみることです』 

 

 主に対して、あなた様がお説きくださいました法を大切に生きたい 

       と念じて今日までまいりましたが、これまでの自分の 

       思いと行いがまだ浅いことに気づかせていただきまし 

       た。 

       反省による心の浄化をもっと己に厳しく実践しなけれ 

       ばならないと決意いたしました。何とぞ光をお与えく 

       ださい。お導きください。今日までのお計らいを感謝 

       いたします。 
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【心の調和】1992-8 月 

 

 何年か前の学習会で、ある方から次のようなお話をお聞きしました。 

 その方のお母さんは育ての母で、実母は既に亡くなっておられるとの

ことでした。その育てのお母さんは、兄夫婦の家のほんの近くのアパー

トに住んでおられて、兄夫婦のお世話になりながら生活をしておられる

ようでありました。 

 その方、娘さんがあるとき兄嫁さんと会って話をしたとき、母がもっ

とこまめに動いて自分の小さな部屋ぐらい奇麗に掃除をして生活して

いたら、気持ちがよいのにね、という思いで、母の部屋が汚いという話

をされたそうなんです。しかし、その話し方が自分では正しく話してい

るつもりでしたが、言葉が舌足らずのため思いと裏腹な言葉となってし

まい、ちょうど兄嫁さんに対して「十分面倒を見てくれない」というよ

うに伝わってしまったのでした。 

 兄嫁さんは憤懣やるかたない気持ちでそのことを夫に話したところ、

夫も「あの野郎」ということで、すぐさま母に電話で「あいつにいいか

げんなことを言うな。そんなことを言うんなら自分で何もかもせい」と、

凄い剣幕でどなり込んできたのでした。 

 この一人暮らしのお母さんは、自分はそんな告げ口をした覚えもない

ので、一瞬鳩が豆鉄砲をくらったような何がなんだかわからない状態で

したが、ははーん、これはあの娘が話をしたことに原因があるにちがい

ない、ということで早速電話をしてこられて「あんた私が世話になって

いる大事な兄嫁さんに何を言うたがいね、こんな文句を言われて怒られ

たぞいね、どうしてくれるがいね」と、苦情を言ってこられたというの

です。 

 

 一般の学習会でしたから、同席の方の中には、同じような境遇の方も

おられ、一瞬シ－ンとなったようでありました。私はその方に対して「貴

女は本当の娘さんになっておられませんね、嫁に出た娘として母が心配

なため大方の人は兄嫁さんに対していつも何かと心づかいをし、母が少

しでも生活しやすいように配慮するものですがね、法友の中で兄嫁さん

をいただいている方が何人もおられると思いますから、その方々に娘と

してのあり方を聞いてみられたらいいですね。貴女様の現状は、法以前

の常識、礼儀、感謝についてもっと勉強されることです」というお話を

申し上げました。 

 ところが、それから何年かたった最近その方のお話を聞く機会があり
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ました。私は心の中にその当時のことが思い出され、どのように成長な

さっただろうかと非常に嬉しい気持ちで期待をして聞かせていただき

ました。ところが私の溢れるほどの期待はものの見事にはずれてしまい

ました。その方は何年か前に私が申し上げた通りのお話をされたのです。 

 きっとその方は、私が申し上げたことを縁として自分でその問題につ

いて取り組んでこられなかったのだろうと思いました。折角神から有難

い心の精進の機会をいただいたにもかかわらず、この二三年間をそのま

ま手付かずのままにしておられたのではないかと思いました。 

 きっとその方はその好機をのがさないで、そのときに心で整理をして

おられたならば、今日まで苦しみを持ち続けてはおられなかったものと

思わせていただきました。 

 この方がなぜ母に対してこのような愛しか持っておられないのだろ

うかと考えてみました。 

 それは、母をいとしいと思っておられないからだ、もしいとしいと思

っておられても世間一般の人に比べてそのいとしいという思いがいく

らか弱いのではなかろうか、と思わせていただきました。 

 そこでその方に、常識、礼儀、感謝ということを縁として法によって

自分のお心を眺めて見られるようにお話をさせていただきましたとこ

ろ、その後わずかの間に、自分が母についての反省が十分できていなか

ったことに気付かれたのです。そして母に対する愛情が薄く、報恩感謝

の念も少なかったことに気付かれたのでした。私はこのことを知り、よ

くぞまあこんなにも早く、しかも深くお悟りになられたものかと、心か

ら感激感動いたしました。 

 このことがあって間もないある夜、小グループの学習会に出させてい

ただきました。そして出席者のお話をじーつと聞いておりました。その

日のテーマは六月号の月刊誌に出ている月間実践目標の「不動の思念と

行為の確立」ということでした。そのテーマについて、出席者が順番に

今の心境について話してゆかれました。私はこの方々と司会者の話を聞

いているうちに、先の母と娘との関係での娘さんの長年に亘る思いとい

ま話されている方々の思いと少しも変わっていないことに気付きまし

た。この方々は何故二カ月も前にテーマが決められた時と少しも変わり

なく同じ設問のもとにこのテーマについて感想を述べあっておられる

のだろうか、と疑問をもちました。 

 その皆様のお姿は宝の山の縁に立って、どうして底に下りたらいいだ

ろうかとか、あるいはどのような器具を持って掘ったらいいだろうかと

か、また、掘り当てたらきっと素晴らしいだろうねとか、いろいろと想
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像的なお話に終始してこられたように心に伝わってきました。 

 そこで私は、皆様が今後十年も百年もこのような学習を続けても宝は

掘り当てることは難しいでしょうね。何故ならば皆様は主からそれぞれ

素晴らしいスコップをいただいておられながら、それを使おうとしない

でただ空しい話合いをなさっているよう見えます。それはただ苦しみを

積み重ねているに過ぎないように思います。心の中の宝を掘りあげるに

は、自分の心のスモッグを取り除くことから始めたらいいのです。一時

も早く作業に入ることですよ。実行に移すことですよ、と申し上げまし

た。 

 特に当番に当たった司会者は、前々から自分の心を正してその日に備

えることが大事です。心ない司会によって時には出席者に対して喜びよ

りも苦しみとか空しいというような暗い思いを与えるような結果とな

ったならば、これも折角主からお与えいただいた心の学習を、主のみ心

から外れたものにしてしまうことにもなりかねないのであります。 

 出席者の一人一人もまた、どのような心の事前準備をして今日のこの

学習会に臨まれたかということが非常に重大なことであることをお話

させていただきました。司会者が心から外れた方向に持っていくようで

あったら、勇気をもってその是非について提案することも心ある正しい

思いと行いではないでしょうか。とお話をさせていただきました。 

 常に自分の心を見つめていれば、次々と次の心の作業についての知恵

が浮かぶものです。 

 人からの指導や、主のご講話やご著書によって学習をしていることに

よって、その模範的な正法用語や単語、熟語を並べることは知っていて

も実践がないかぎり、心からその問題に対しての悦びはいただくことは

できません。 

 例えば、正しく聞くということがありますが、この聞くということも

相手のお話しを自分の心に生ずる諸々の雑念を排除しない限り全部正

しく聞き取ることはできません。そのお聞きしている過程で、いろいろ

な雑念が生じてそれにとらわれていた間だけ相手の話を聞き取ること

はできません。その心の状態は、ちょうどすだれのように隙間だらけの

聞いた、聞かないといったようなものとなり、結果として聞いたことを

一つにまとめることはできないことになります。飛び飛びにしか聞いて

いないわけですから、このような心ではいくら数多く学習会に出席しよ

うが、何ら心の糧となるものをいただくことはできません。それには、

まず自分の心がいま一番大事なことに集中して生きていくことができ

るような心づくりから始めねばならないでしょう。 
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 私はこのお話をした翌日、この会に出席しておられたある方からお電

話をいただきました。そしてその方が昨夜聞いたことをもう一度お話し

くださったのを聞き、私が最も大事なことだとしてお話し申し上げたこ

とが殆ど脱落していることを知りました。 

 聞くということを一つ取り上げてみても、その話された、「てにをは」

は別としても、何を話されたかの要を飲みこむことが大事なことであり

ます。それにはその人の話しに対して心が集中できるかどうかによって

きまることであります。 

 私は法を学んでから今日まで数多くの方々にお目にかかってきまし

た。人のお顔がそれぞれ違うように、そのお心もまた千差万別であるこ

とをわからせていただきました。特に、母親との関係のあり方といいま

すか、母親からいただかれた愛情の度合いによって、いまその方が苦し

みや悲しみやあるいは悦びを持ち、心暗くあるいは心明るく生きておら

れることをわからせていただきました。人生の終点に差しかかっておら

れるような方でも、人の話を聞いても一向に理解できない方が沢山おら

れるのに驚きました。 

 また一方では、幼稚園に通園しておられる幼児であっても大人以上の

理解力や豊かな愛情を持っておられる方もあることを知りました。心と

は年令に一切関係なく、ましてや名誉、地位、財産、お金には全く無関

係であります。むしろ物にとらわれている方はとらわれておられるだけ

心を汚し、苦悩を積み重ねておられるように思います。 

 愛は最も身近な母からいただき、その愛によって自分の心と肉体を調

和しながら成長するものであることを学びました。愛する子供は父と母

の生き様を朝夕眺めて育ちました。その過程で両親のいがみあいやのの

しりあいを見聞して、子供心にも「やめてー、いやーっ、この二人の人

はきっと私の両親ではないんだわ」と思ってきました。そしていつも心

の底で「自分が大人になったら絶対にこの二人のような真似はしない」

と固く固く誓って成長してきました。 

 しかし心の弱い子供はその両親が毎日まき散らす毒を飲みこんでし

まって、ノイローゼや精神的あるいは奇病によって一生を苦しんでいく

のであります。親の轍は絶対に踏まないと誓っていた子供も、成長する

にしたがい、やがては親の通りの姿となって苦しみをいっぱい背負いな

がら一生を終えてゆくものなのだということもわからせていただきま

した。 

 それはこの子供である者に厳しいカルマがあるため、そのカルマを幼

い時から見続けることによってそのカルマを克服するためにそのよう
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な両親をいただいていることにも気付かせていただきました。 

 このように人間と人間とのつながりは少しの無駄もないほど精妙な

ものであり、これはすべて神仏によって生かされている、生かしていた

だいていることにほかならないことだとわからせていただきました。故

にこの一時一時は安易に怠惰に過ごすのではなく、神仏に報恩感謝を捧

げながら、一秒の無駄もない生き方をしなくてはならないことに気付か

せていただきました。でないと神の子である私たちの心は苦しくなるの

であります。 

 昔から子は親の鏡、と言われてきましたが、子の生き様を見たら親の

生き様もわかる、また親の生き様を見たら子供の生き様もわかる、とい

うことではないかと思います。まさに名言だと思います。 

 母の肉体に宿った新しい肉体にやがてあの世から約束したとおりに

子となるべき魂が入ってきます。しかし母なる人と父なる人との間が不

調和であると、その二人の魂が発生する波動は調和することなく、約束

した次元にまで到達することができず、遥か低次元の魂を迎え入れるこ

とにもなります。調和された間でいただいた魂であっても、母親の中に

宿っている間、この両親が不調和であると、胎児の肉体細胞の分裂もま

た不調和な状態となることを教えていただきました。この肉体細胞分裂

のエネルギーは、両親の調和から生まれるものであることも教えていた

だきました。これらのことは現代医学ではまだまだ到達し得ていないこ

とであることもお教えいただきました。 

 ですから今日、お金が大事だ、やれ家を新築しなければならない、そ

のためには生まれたばかりの乳児を乳児院に預けたり、姑に預けたりし

て平気な顔をしておられる方々を多く拝見しますが、誠にもっておそろ

しいことだと思わずにはおられません。世の中には結婚して妻になった、

母親になったというけれども、心の面では結婚をした一人の心の未成熟

な女性、男性が多いように思われてなりません。ましてや子を持った母

という人も、そのお与えいただいた子供によって今から真の母親になら

せていただく修行が待ち構えていることは知っておられないようであ

ります。父親にしても同様でありましょう。 

 特に母親の子供に対する愛の与え方が最も大事なことであります。主

のお導きくださったことによりますと、生まれて十歳までにその人の人

生の三分の二まで決まってしまうものだということであります。 

 私はこれまでの法の学習の中で気付かせていただいたことに、あまり

にも現代の乳児や幼児に難病が多いのに驚くとともに、この面でも地球

の崩壊が始まっていることをわからしめていただいているように思え
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てなりません。かつてある医学者から、幼児から小児にいたるまでの治

療には、二十数科目の診療科目があり、日を追って新しい難病が増えて

いる。貴方方経済人にお金を出し合ってこの北陸に難病の子供の病院を

作ってもらいたいと言われたことがあります。その方は既にお亡くなり

になられましたが、今も私の耳にその言葉が焼きついております。なん

とかできないものか、と時折考えることがあります。もし主が必要でこ

の私にとおぼし召された機会が訪れることを念願してきました。命のあ

る限り私はこのことを祈り続けて生きたいと思います。 

 心と肉体が調和されないまま成長し、その不調和な現象は五官に現象

化してきます。私の周辺にあつまってくる人たちや道で見かける人々ま

たテレビなどで拝見する人たちの中に満足に呼吸ができない人、息を吐

くことができても吸うことのできない人や弱い人がいること、目の視力

が極度に低下している人、正しく発音できない人、食べ物を飲みこむこ

とが正常にできない人、すぐ吐く人、咳き込んだりむせたりする人、匂

いを正しく嗅ぐことができない人、特に鼻の正常でない人たちを多く見

かけます。 

 特に学校や職場での健康診断で医師も気付いていないそれらの不調

和の多いのに驚いております。このような不調和の殆どはその人の心の

不調和に原因しているものと思います。そのような現象は今に始まった

ことではなく、母親とのかかわりあいの中で作られたものと思います。

もっと母親が何が一番大事であるかを知って育児されたらよかったの

にと思います。その母親のまた母親、そのまた母親や父親にその責めは

あるように思われてなりません。 

 母親の心が愛豊かでないとどうしても自分というものが強く出て、自

分という一個の人間を中心とした自我が出てしまい、母親としての愛に

生きることができないまま、一生を終えてしまいます。真の母親となる

には、あの太陽のように自分というものをなくし、子供の次元にまでお

りての愛情一杯の思い行いを捧げることでありましょう。 

 その母の愛をいただいた子供は早速自分の回りの友達に愛を与えて

いきます。そして成長し、妻となり、母となったとき愛情を精一杯降り

そそぐように与えていかれることは間違いのないことであります。心が

豊かでない人が結婚したから早速愛情一杯の妻となろうと思ってもそ

れはなかなか至難の業といえましょう。 

 かつて母との間でお話しがなかった人が、結婚したから精々夫と楽し

い話のつきない家庭を作ろうと如何にもがいても、それもまた至難の業

といえましょう。心の学びと実践は、泥棒を捕まえて縄を縫うというよ
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うなわけにはいかないものであることを十分に知っていただきたいと

思います。 

 心豊かな人間にならないとこの世における真の幸せをいただくこと

ができないということであります。 

 人生の目的と使命もわからないままでどうしてこの世の真の悦びが

あるでしょうか。この世の人々はお金を蓄えることによって何の心配も

ない、私等は幸せだと思っていらっしゃるかもしれないが、その姿は明

日吹く一陣の風によって沈むかもしれない浮き草に捕まっているよう

なものであると思います。永遠に持ち続けていける幸せではないという

ことであります。 

 真の幸福は、神仏の心を心として思う行うことが実行できる度合に応

じた悦びがいただけ、また一人でも多くの人に自分の愛を少しでも多く

差し上げられる悦びであります。神仏からいただいている太陽を始めと

した大自然を通しての大慈悲に対しての報恩感謝は回りの人々に愛を

差し上げていくことによって、自分の心もまた豊かなものにさせていた

だき、悦びを一杯積み重ねた人生を生きることとなるのであります。物

に頼ることではなく、神仏のみ心を心とした生活を大事にして生きる悦

びは、法を学び日々より深く掘り下げた実行を重ねていくことが法悦の

中に生かせていただくことであろうと思います。 

 私たち人間は神仏によって、誰もが平等に生かしていただいておりま

す。その証として誰一人お前だけは明後日まで生きることができるよ、

と予め教えていただいてはおりません。 

 だれもがすべて明日まで生きると思っていても、今夜かも知れないし、

また明日の朝この世を旅立たねばならないかも知れません。そのために

は今というこの一時が神仏からお与えいただいた二度と帰り来ない得

がたい一時であることを深く理解して生きねばならないと思います。そ

の生き方は法にかなった生き方でないと自分の心が満たされないので

あります。安らぎがないのであります。 

 

 法を昨日よりももっと深く学びましょう。そして今日よりももっとも

っと深く掘り下げた実践に徹し、深遠なる心の悦びを知りましょう。法

悦に感動の涙を流しましょう。 

 皆様の平安をお祈りいたします。 

 

  神と主にたいして、今日のこの平安を感謝いたします。 
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【大いなる慈悲と光をいただいて】1992-9 月 

 

 『東の空が白んできた。ピパラの住人達のさえずりがはじまった。 

 赤々と燃えるようなその奥には、ぼん天界の黄金色の、ゆったりとし

た太陽が、くっきりと姿を表していた。』（人間釈迦・偉大なる悟りか

ら） 

 六月十六日つづいて十七日も、太陽の昇られるお姿を拝するため、早

朝より東の方に向いて座し、そのときのくるのを静かに待っていました。 

 お姿を表しになられるずうっと前から、空は一面にあかね色に染まり、

いつの間にかお姿をお表しになられました。 

 そのお姿はこれまでに一度も拝見したこともない、その光は強く、し

かも柔らかなふくらみのあるといいましょうか、慈愛に満ち満ちたお姿

でありました。また、その光は、光という感じではなく、光の粒子が飛

んでくるような、柔らかく暖かい、しかもやさしい光でありました。い

ま心に焼きついているその時の情景を思い出してみても、太陽の光とは

違った光、焼き尽くすような強い光ぼうではなく、すべてを生かしつづ

ける慈愛といいましょうか、神仏のみ心を感じさせていただくような光

のように思わせていただきました。 

 私の心は直感的に、光明の世界の太陽だ、と思いました。感激と感動

で心が一杯になったまま、しばらくの間見惚れていました。 

 朝、起床して家内と顔を合わせた時、いまのいままで二人が主のみも

とでお目にかからせていただいたことを、はっきりと思い出しました。 

 緩やかなスロープの場所で、主の左横に家内が座り、私は右前に座ら

せていただいていました。 

 家内特有のウィットに富んだ話に、主は、噴き出すのをよくよくこら

えておられるご様子でしたが、間もなく我慢しきれず、噴き出されるお

姿を拝しました。それはこの世におられた時と少しもお変わりなくお元

気なお姿であられました。その時の雰囲気といいましょうか、それは全

く暖かい家庭的といいましょうか、心からの親愛に満ち満ちた慈愛一杯

に包まれての一時でありました。 

 緩やかなスロープで、主には、斜面を背にしてのご姿勢でお話くださ

いました。しかし、お話くださいました内容は、いまもって一つの記憶

も戻ってこないので残念に思っております。しかし、そのお体全体から

は、溢れるやすらぎの大慈悲といいましょうか、（私如き者の心の次元

では適切な言葉を知りませんので知識的にこのような表現を随所に使

わせていただきましたことをお許しください）言い知れない安らぎとい
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いましょうか、幸せを一杯くださっているのでした。物ではなく形では

なく見えない手にはつかむことのできない、しかし、現実に心で感じさ

せていただける、心一杯溢れるほどの光といいましょうか、幸せという

光か、それとも安らぎという波動といったらいいのか、これもまたこの

世の言葉で言い表すことのできない本当に幸せなひとときをいただい

てまいりました。 

 この日も、前日に引き続いて真昼の天空に輝く太陽の回りに丸い虹の

現象を拝見させていただきました。これまでにも数限り無く拝見させて

いただいてきましたが、今年は五月二十日に、また六月十四日大阪の学

修会の開会寸前と、その後一日おいて二日間続いての現象を拝させてい

ただいたのでありました。 

 このような光輪の現象といいましょうか、この現象は、主にお目にか

からせていただきましてから初めて見せていただいたものばかりであ

ります。これまでの人生では一度も拝見したことはありませんでした。

これまでに拝見させていただきました時のことを考えて見ますと、殆ど

といいますか全部が祝福をいただいたように思います。 

 さる年、主のご生母様をお慰めと感謝の目的のもとに、有志相集って

お訪ねさせていただいた時のことでした。そのお玄関先に虹がかかり、

また車窓から見る山々の頂きに、行けども行けども尽きることのない虹

虹のつながりの現象を拝見し、緊張と息をのむような驚きと感動で目を

見晴らせて拝見いたしました。 

 そして日本海岸に出て休息した時、いままでどんよりと曇っていた鉛

色の大空が急に割れ、突然、太陽が強い光を荒れ狂う日本海の波濤（と

う）に差し込みました。それと時を同じく合わせたように、今まで荒れ

狂っていた波濤が次第に穏やかに穏やかに静まっていく様を拝見しま

した。並み居る人たちの何人かが気付かれ感動されました。このことも

私の一生にとりまして、終生忘れることのできない有り難い体験であり

ます。 

 また、ある真冬のことだったと記憶しておりますが、夫婦で講師の認

証式に出させていただいた時のことでした。北陸地方の冬空は何時豪雪

がやってくるか想像もできないほど、冬の天気は激変するのです。ちょ

うどその時も、雪害で時間に遅れたりしたら大変だということで、東海

道回りの予約をとろうとしたのですが、もう既に満席とのことでありま

した。やむをえず信越線経由で上京することにいたしました。その夜は

予想どおり降雪が非常に多かったのですが、近来稀に見る快晴に恵まれ、

車窓からはこれまでに見たこともない立山連峰の素晴らしい雪景色を
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眺めながら、直江津に到着しました。私は何かしら今天空の太陽の回り

に虹の輪の現象が出ているように思い、ホームに降りて空を見上げまし

た。すると、どうでしょう、まさに自分が想像していた通りの現象が出

ているではありませんか。この時も何と言っていいか分からないほど感

激いたしました。回りの人々は誰一人気付いている人はおられませんで

した。この人たちに今にも「空を見上げてください」と、絶叫しそうに

なりました。 

 この日の虹は美しい色合いが天空に映えてはっきりと分かる心に残

る現象でありました。 

 まさに本日の光栄を祝してくださっているように思われてなりませ

んでした。 

 次に申し上げます現象は、たしか一九七六年の春浅い頃のことだった

と記憶いたしております。 

 私が運転する車に、家内ともう一人の人が乗り、もう一台の車には、

一組のご夫婦が乗られて同行したときのことでした。能登半島の突端に

着いたときのことです。全員が車から降り、広々と日本海全体が見渡せ

るような場所に立ち、その雄大な展望に感激しておりましたところ、突

然、同行の一人の人に天上からの啓示がありました。 

 『貴方方は神の実在を信じてはおられません。ただいまから、この目

の前の大海原を七色に変えて見せます』と、お言葉が終わると同時に、

目の前の見渡す限りの広い広い日本海の大海原が見る見るうちに赤色

から緑色にと次々に七色に変わっていくのです。遥かなる水平線までも

すべてがすべて七色に変わっていくのです。 

 その様を拝見し、ただただ感動で体がガタガタと身ぶるいし、神の実

在を信じさせていただきました。信じるということよりも心より恐れ多

いという引き締まるような感激といいますか、感動といいましょうか、

ただ恐れ多い勿体ないという緊張した一時の思いでありました。地上に

立っておりながらこの世にいるのではないような、そしてただむしょう

に涙がとめどもなく溢れ落ちるように流れました。 

 偉大な偉大な神仏か実在しておられることを、心より分からせていた

だきました。この感謝も生涯忘れることはできない有り難い体験でござ

いました。 

 私は今日まで数多くのこのような天からの啓示をいただき、日を追う

ごとに「この命捧げて、主のみ心に添い奉らん」、という心を決心いた

しております。 

 天からの啓示とは、神が人の心を啓（ひら）いて神理を示すこと、即
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ち、神が人間に対して人の力では計り知れないことを表し示すことであ

ります。 

 私はいつもこのような有り難い時に思いますことは、この未熟な愚か

者に対しての励ましであり、一日も早く己の身を正し心を正し、神意を

この地上に具現せよ、とお導きいただいているものと拝しております。

そして、このような愚かしい者にまでこのような啓示をくださる、主の

み心を忍ばせていただくとき誠にもって勿体なく申し訳ない気持ちで

一杯になります。 

 「西に向かって進め、私がなしたように」とのご啓示をいただいて、

三月八日から五月十日と、大阪における学修会は進められてきたのであ

りますが、その初日から自分の心身が調和していない苦しみが次第に重

く覆ってきていました。何故だろうか、毎日毎日考えるのですが、その

答えは分かっているようで、なかなか自分の心の中ではっきりと掴むこ

とができませんでした。このままにしておいてはいけない、このような

心で人前に出てはいけない、と我が魂が叫ぶのです。 

 五月の例会から帰って真剣に自分の心の苦しみと対決いたしました。 

 自分の心から出ている光は消え、その機会を待っていたかのようにあ

らゆる魔が一斉に襲いかかってきたのです。いつも自分の心の状態を確

かめ、よし、大丈夫と思い自信を持って生きてきたのに、何ということ

だろうか、全く信じられないような恐ろしい環境の中に立たされている

自分を発見し、ただただ、茫然自失なすすべをしらないといったような

状態に陥りました。魔はこちらの心底にはかまわず、一斉にこの者をと

りつぶしてしまおうとする破竹の勢いで見境もない無慈悲な心で攻撃

してきたのでした。 

 私は心を取り直して静かに自分の心の姿を眺めました。いまの自分は

まだ魔の姿を心の眼で確かめられる、そして心にもまだ光があることを

確認し、勇気をもってこのものたちと対決しようと思いました。初めは

ぞーつとするような寒気のするような状態でありましたが、この哀れな

ものたちを何とか自分の愛で立ち直らせてやろう、と思ってからは不思

議と気持ちの悪い思いは消えていき、自分の魂の知る限りの愛について

の言葉、といいますか、法を説法いたしました。夜も昼も見境なく襲撃

してくる魔に対して愛の心を尽くして立ち向かいました。 

 毎夜毎夜一時から三時にかけての自分との闘いがつづいていきまし

た。何等の苦もなくむしろこの時間が待ち遠しいような張り切った気持

ちで来る日も来る日も、魔と戦いながら、また自分の心を高める反省と

神理の学修を重ねてきました。 
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 六月の学修会が近づく頃になって遂に殆ど魔は去っていきました。 

 これまでの十八年間の精進とは何であったのだろうか、また、昨年の

暮れから始めた七十九日間の精進努力とは、反省してみると、自分の心

を高めて一日も早く主のみ心に叶ったみ手み足になりたい、というよう

な欲望だけが先行し、全く外見にとらわれた見せかけの精進であった。

これまでの長い人生の一駒一駒に対する反省、法に帰依してからの人に

対しての思い行いが愛を根底においたものであったのか、人に対して、

悲しみ、苦しみ、恐怖をまき散らしてこなかっただろうか、ということ

について反省のやり直しをさせていただく中で、まだまだ見落としてい

たものを多く発見することができました。 

 そしてこの十八年という長い年月の間、心につかえていたものをやっ

と取り除くことができました。このために自分の心に神仏のみ光をいた

だくことができ、再びいや前よりももっと生き生きとした慈愛をいただ

くことができました。おかげさまで六月の大阪の学修会は、はじめて元

気一杯の弾んだ心で参加させていただきました。「じばしん」の会場近

くまで来たとき、何気なく空を見上げますと、天空に輝く太陽の回りに、

虹の大きな輪がかかっている現象を拝し、ただただ驚き感動いたしまし

た。主の暖かい慈悲の心が伝わってくるように感じられました。 

 その日の学修会は、一部の方々が後で述懐されたように、主がこの世

におられた時のような感動の学修会となりました。 

 その夜、反省しておりますと、十六、十七日の夜の反省は止めて、朝

の日の出に心を調和するようにとの啓示をいただきました。 

 十六日朝の太陽の昇られる様はまた素晴らしく心に強く焼きつけら

れました。ただ神仏の大いなるお計らいに対してただただ感激と感動で

身が震えるのみでありました。何故この二日間朝の日の出を拝するのか

ひとつも疑問のないまま、ただ素直に素直に生きられる自分がありまし

た。 

 人間釈迦の偉大なる悟りの中で、このようにお導きいただいておりま

す。 

 『苦しみの繰り返しは、人間にとって最大の不幸である。少なくとも

こうして人間として生まれてきたからには、苦しみをいだいて死を迎え

ることはさけたい。万人が万人、その望むところは、死を迎えるまでに、

その悩みから開放されることであろう。幸せこそ解脱である。その解脱

の道は何であるのか。万人に共通する解放への道はどんな道であろうか』 

 

 私は今日までの長い間、自分の心にこのような苦しみを持ち続けてい
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たのです。 

 『悟りという心の問題は、健康な肉体と、健全な肉体と、健全な心に

ある。病弱で意識が不明瞭な者に、どうして、神仏の心に接することが

できよう。大自然の計らいを見よ。太陽の熱光は常に健康ではないか。

わめくことも、怒ることもない、神仏の心は、あの太陽のように、健全

な心と肉体にある筈である。心をより広く、大きくひらくためには、ま

ず健全な肉体が必要であり、欠くことができない。悟りの大きな前提は

精神と肉体の調和にある』 

 

 つぎのお言葉は、かつて反省会に出させていただいたとき、主からい

ただきましたお言葉であります。 

 私はいつもこのお言葉を自分の魂に言い聞かせ、主からいただいた慈

悲と光をそのまま愛として生活に生かしたいと念じています。 

 

   ただ素直になる その想いが あなたの 心を洗う 

   そのとき心は 天上界の仲間と 同じものとなる 

 

 主に対し 大いなるお計らいをいただき心からの感謝を捧げます。 
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【母の愛】1992-10 月 

 

 このたび、正法に帰依しておられる敬虔な一人のご婦人より、二人の

お子様をお育てになられた体験による、母の愛についてお話を聞くこと

ができました。 

 

 『小学校でも中学校へいってからもいろいろな先生方から「どのよう

にお育てになられたのでしょうか。いままでの長い教員生活の中でこれ

ほど温和でしかもよく気がつき、清潔好きな子供さんを見たことがあり

ません」と、よく聞かれました。また別の先生方からは「学校にこられ

た時のお母さんのお嬢様に対するお姿を拝見したり、お話をお伺いして

いてつくづく思うことは、お母様は少し過保護ではないかと思います。

このままだと、将来自主性のない人間になり、困られるようなことにな

ると思いますよ」と言われたりもしました。またある時など、何処で見

ておられたのか、わざわざ教頭先生が走ってこられて「Ａさん、お嬢さ

んに対して少しぐらいではない、大変な過保護ですよ。もう少し本人が

自主性を出せるように気をつけてください」と言われたりしたこともあ

りました。その頃、二人の娘が通学している学校では、私の育児につい

て賛否両論に分かれての話題でにぎわっていたようでした。 

 しかし私は内心、この先生方は愛ということが分かってはおられない

なぁ、と思っていました。この先生方は、きっと自分のご両親、特にお

母様から溢れるほどの限り無い愛情をいただいてはこられなかったん

だろう、と思いました。だから愛ということを知識的にしか知ってはお

られないんだなぁと、思ってきました。 

 あれから、もうだいぶん年月も経ち、二人の娘ももうそれぞれ母親に

なっておりますが、かつて先生方が言われたような、自主性のない人間

や、感謝も愛情もないような人間にはなりませんでした。 

 母親の私が申し上げると、親馬鹿のようなおかしい話に聞こえますが、

二人ともどこにもいないくらい愛情が豊かで感謝する心の深い、そして

親孝行な女性に成長しました。そして、幼い時から仏心の熱い敬虔な心

を持ち、常に神の光に満たされており、時々、その素晴らしい光に引か

れてハッと緊張することがあります。 

 かつてこの私は、自分の母を非常に好きでした。何処へいくのにも母

の影のようについて歩き、お世話をさせていただいてきました。私は幼

い時から母が弱かったために、母よりも兄嫁さんによって育てられたよ

うなものでした。ですから、小さい時は兄嫁さんを自分の母親だと思っ
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ていた時もありました。 

 母は非常に厳しい環境で育った人でしたが、微塵もその影はなく、私

たち子供に対しては優しい愛情の深い深い方でした。叱られたりしたこ

ともなければ、また私自身、母を悲しませるようなことはしたこともあ

りませんでした。私が母を大好きなように母もまた私を大好きでした。

ですから人様から「お母さん、そのようなことでは娘さんをお嫁に出す

ことはできませんよ」とよく言われました。 

 時折母が叔父さんのところへ二三日泊まりがけで遊びにいくと、もう

寂しくて直ぐ母を呼びにいきました。すると、叔父さんは「Ａ子ちゃん、

早や呼びにきたのかね。今日来たばかりなのに、二三日ぐらい家に預か

ってもいいでしょうね。何とこの子は困った子や」と苦笑しながらよく

言われたものでした。そして当の母も心の中では待っていたのが手にと

るように分かるのです。このような母子ですから、縁談があっても母は

自分勝手に次々断わってしまうので、家の者は「お母さん、いくら可愛

いからといって、そんなにしていつまでも縛りつけておけるものでもな

いのに」と苦笑しながら半ばあきらめの状態でした。 

 母の一番の幸せな時は、仏教の本を読んでいる時でした。特に、お釈

迦様のことが書いてある本が大好きな人でした。今日もし生きておられ

て、高橋信次先生のご本にお会いできたならば、きっと涙を流しながら

夢中になって読まれただろうにと思います。お釈迦様と阿南様のことが

本当に大好きで、そのような本を毎日朝から晩まで読んでおられる人で

した。今思い出しても、立派に正法の分かる方だったと思います。 

 生来、体が弱い母でしたので、私は常に母に心配をかけてはならない、

母を悲しませてはならない、と何時もそのような心がけで生きてきまし

た。家が商家だったので忙しくて、母は私につきっきりではなく、むし

ろほうりっぱなしの状態で育ちました。しかし、私は母から溢れるほど

の愛をいっぱいいただいてきました。そのためか落ち込むとか暗いとい

ったような気持ちは分かりませんでした。 

 また、今もってよくある母と娘の不調和なことなど不思議で仕方があ

りません。私は何時も朝から晩まで一日中ニコニコと明るい人間でした。

何事でもおかしくておかしくて仕方のない人間だったのです。いまだに

変わっていない未成熟な人間なんです。今この年になって改めて両親、

特に母からいただいた深い愛が、如何に有難かったか身にしみて感謝い

たしております』 

 

 愛は両親からいただき、心の成長とともにその上に自分の愛を積み重
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ねていくものだと思います。愛は頭で考えたり、形の上で判断したりす

るものではないと思います。人間の魂の段階に限界がないように、やは

り愛もまたこれでよしという限界はないと思います。この世の人で愛を

いただき過ぎて困っている、また過保護やといわれるほど愛を与えられ

るお母さんはおられないと思います。如何なる母も、我が子を愛さない

母はおられないはずであります。どの方も溢れるほどの愛を差し上げた

いとお思いになっておられるに違いないのです。 

 しかし、思った通りに限り無く降る星のように差し上げることはでき

ないのです。なぜでしょうか。それは、お母さんにも自我という意識が

あるからです。自分という存在がしっかりと心の中に居座っているから

なのです。この幼い時からの自我というものが大きく成長し、善なる心

（良心）を押しつぶそうとするのです。子供を抱きしめたいと善なる心

が思っても、もう一方の自我という偽我の心がそれよりも私の方が疲れ

たわ、私こそ誰かに抱きしめてほしいわ、慰めてほしい、と叫ぶのです。

そしてその両方の心の衝突によって善なる心が偽我に負けてしまい、つ

いついその溢れるほどの愛を我が愛する子に差し上げたいという思い

が消え去っていくのです。その母の心が未熟で幼い限り、その子はその

愛をいただくことはできません。そしてその子は苦しい一生を過ごして

いくのです。しかしそのことは独り子供ばかりではありません。やはり

同様に愛を差し上げられなかった母もまた苦しんでいくのです。 

 特に母はあの世を出る時に、神様に今度こそ立派な母となることをお

誓いして出させていただいているからであります。自分という我を出さ

ない豊かな心の母ほど、愛する子供に溢れるばかりの愛を差し上げるこ

とができるのです。限りない愛をいただいて成長した子供は、いつもニ

コニコし、生き生きとしています。目は輝き笑っています。進んで物事

をやろうとします。自信があるからでしょう。 

 自信とは自分自身を信じられるといいましょうか、もっと心の面で申

し上げますと、自分の心が豊かなために何物にも怖れということがない

のでありましょう。自分がしなければならない自分のことはきちっとな

し遂げ、そのうえ、回りのお友達の面倒をみます。心にゆとりがあるか

らできるのですね。ゆとりは自分の心にゆとりがあるからなのでしょう

ね。だからきっと心が嬉しくて弾んでいるでしょうね。だから人のこと

までお世話ができるのでしょうね。 

 考えてみますと、人間は誰もが人のお世話をして差し上げたい、回り

の人々に愛の奉仕をしたいという心をもっているものではないでしょ

うか。私はそのように思えて仕方がありません。しかし、きっとしたく
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ても勇気が出ない人がたくさんおられるのではないでしょうか。 

 それもこれも皆、母の愛とその環境によるものではないかと思うので

す。お母様が明るく愛豊かで、ご両親が円満な家庭環境に出ている魂は、

皆明るく暖かく人のためには己を犠牲にすることもいとわない勇気と

豊かな愛情を心に秘めておられるのでしょうね。両親が円満で自分の家

庭が暖かいと、子たちは皆心が弾み嬉しいのです。このような環境に育

った子たちは、誰も構う人がいなくて一人にしておいても心身ともに健

全に成長していくものなのですね。何かと親が口やかましくしつけなく

とも立派に成長していくものですね。 

 如何に名誉、地位、財力が豊かな環境に生まれ、衣食住やお金に恵ま

れていようが、そのような心ない形では、人間の心は満たされるもので

はないのですね。例え、明日の食べ物がないような貧しい家庭環境であ

ろうとも、そこに調和された両親の暖かい愛がある限り、母の暖かい豊

かな愛がある限り、厳寒の冬であろうとも、寒いことはなく心は暖かで

希望と勇気と自信に満ち満ちた子供たちなのです。 

 如何に物に囲まれて育っていても、何時も両親の争いが絶えないと、

子供の心はしぼんでしまい暗くなり、遂には外にその満たされない心を

いやすものを求めていくようになっていきます。やがては、その子供は

一つのことに集中することのできない人間に成長していくことになり

ます。心の中で思うこと、考えることが自分中心という狭い狭い暗い心

となっていきます。当然、回りの人のことを思いやる広く暖かい愛の心

は消えていきます。正しく思う、正しく聞く、ということができない人

間になっていきます。 

 話してくださる人の言葉は聞こえるのですが、自分の心の中を占領し

ている、自分中心の思いが時々フッフッと顔を出し、飛び飛びかまるっ

きり聞いていない人間になります。また、聞いていても、心に入る瞬間、

偽我という心によってくるっと一回転して自己流の思いに切り変わっ

てしまうのです。ですから、今の今、聞いたことを再び聞き返して見る

と、相手が話された話とは全く違った言葉にすり変わってとってしまっ

ているのです。しかし、当の本人はいくらそのことを言ってもなかなか

納得しないのです。それだけに自分中心ということはなかなかに恐ろし

いものです。 

 特に、法のお話が自己流に変わってしまうと、もうその話は法ではな

く、単なる思想となってしまい法の中に生きることは難しくなりましょ

う。思想とは、一人の人間の考えだとお教えいただいております。そう

なりますと、いくら法を聞いていても、その人の魂は成長するはずがな
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いものと思います。 

 人間は誰もがこの世に初めて出てくる前から、まず母親の声を聞き、

その母親の言葉を縁として、そのうちに片言を話すようになるものです

が、その聞くということが話すことの始まりだとしますと、正しく聞け

ない人は、当然のこと、正しく話すことができないことになります。社

会人になって初めて回りの人から信頼されていない自分に気づくこと

になるでしょう。このことは、学歴や学業の成績には縁のないことであ

ります。だとしますと、如何に現代の教育が真実からかけ離れているか

ということがよく理解されましょう。人間として最も大切な愛というこ

とを教えられない教育になってしまっているのが現状であります。この

ことから考えていきますと、非行青少年少女の問題も、今日に見るよう

な施策なり、知識を中心とした方法では決して解決できないことがはっ

きりと見えてきます。愛こそ人間を正しく生かす最大のエネルギーだと

思います。 

 このように両親による愛の環境というものが子たちにとって、いや人

間にとって如何に重要なものであるかが分かります。そうして見ますと、

両親の調和の根本は愛し合うということでありますが、その愛の次元は

人によって違うものであります。すなわち夫婦各個の魂の調和度によっ

て違うということになると思います。相互に相手を好きだということは

最も大事なことでありますが、それと同時に尊敬し合うことが特に大事

なことではなかろうかと思います。 

 昔からこの世では、釣り合いのとれた夫婦、釣り合いのとれた家同志

こそ良縁という諺がありますが、正に言い得た言葉ではなかろうかと思

います。夫婦はお互いにどちらかが我慢をして妥協していては、やがて

破綻が訪れましょう。お互いに心の底から話し合える夫婦でなければな

らないと思います。寝ても覚めても何時も楽しく語り合える夫婦こそ、

素晴らしい調和された、神仏のみ心にかなった神の子といえましょう。 

 常に神仏に心を向け、感謝の生活に明け暮れた生活を楽しむことが大

切なことと思います。主が、説き明かされお導きくださいました正法を

正しく学び、実践しその悦びを回りの人々にお伝えする生き方こそ最高

に幸せな生涯ではないでしょうか。自分の足もとをしっかりと確かめ、

地に足のついた歩み方をし、自分を大事に労りながら心の精進に励むこ

とが大切なことだと思います。 

 最後に、このご婦人は、常に心ある思い、心ある行いを心がけること

が大切であり、一日も早くその心あるという正しい判断ができる自分自

身になることが大切だと締めくくってくださいました。私はこのご婦人
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がこうまで愛に対する思いが深く、豊かであられることに驚くとともに

真に心が洗われるような大きな悦びをいただきました。 

 今生、特にこの日本には、今、主のおともをして多くの偉大な魂の方々

が出ておられることを身をもってしみじみと分からせていただいたよ

うに思いました。私たちもこのお方に大いに学び、前世よりもより豊か

な魂として成長し、この世にいる今というこの時、一人でも多くの人々

に法をお伝えし、愛の実践を為し遂げたいものと思います。 

 この稿が、お一人でもいい、心燃え立つ糧となれば幸いに思います。 

 各位の平安をお祈りいたします。 

 

 偉大なる主の 大いなる慈悲によりお救いいただき心からの感謝を 

        捧げます 

 

    ある朝、愛という光をいただいて 
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【正法の実践で思うこと】1992-11 月 

 

 あるときの学習会で、一人の方の反省が縁となって悦びの話が盛り上

がっておりました。 

 ところがその最中に、ある方が「先生」と、私に声をかけてこられま

した。その瞬間、その方の思いが私に伝わってきました。それは、今盛

り上がっている話とは全く違う話をしたいと思っておられるようでし

た。折角盛り上がっている話がここで中断したら大変だと思い、直ちに

その方にお聞きしました。「いまお話なさろうと思っておられることは、

いまのこの話とは違うのではないですか」「そうです」「いまちょうど

盛り上がって良い話になっていますから、この話が終わってからにして

ください」 

 盛り上がっている悦びのお話は、益々心が高まり神の光に満たされる

ようになっていきました。そのお話に加わっておられる方はそれぞれ自

分の心を開き、自分の体験をとおしての話をされておられるので、その

調和に加えてその人達の心の英知がひもとかれ更に悦びが倍加されて

いくようでした。 

 しかし、先ほど質問をされようとされた方の他、何人かの方は聞くだ

けでその中には加わってはおられませんでした。それは、自分がその中

に参加できるほど自分の心を積み上げておられないか、もしくは、悦び

の話の中には入れず、自分の寝袋の中に入って自分の世界で考えごとを

しておられる方でした。これらの方々は、当然いま目の前に繰り広げら

れている神仏の慈悲にたいする感動と感激をいただくことはできない

のでした。如何なる人でも、神仏の慈愛に触れたときは、感動で心が震

えるはずです。それには、自分自身が自分の固い殻を打ち破る精進努力

を積み重ねないとその悦びの世界に入ることはできないのです。 

 このような光景は、常にどこの学習会でも見かけられます。かく言う

この私自身が、かつてはこのような話のどこが嬉しいのか、感激なのか、

もういやだ止めよう、と何回も思った人間だったのです。それは、ご著

書を拝読することもなく、ご講演を拝聴する努力もないままに、ただし

ょうことなしに学習会に出席していたからでした。ですから、皆さんが

話されている意味が全く分からなかったのです。ですから、面白くない

から常に心は外に向き、たまに皆の話の中に入っているようであっても、

皆さんの話の盛り上がりを自分の方向に引き付けようとするような、途

中でぶち切ることばかりをしていました。まことに心ない行為といわね

ばなりません。 
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 正法の実践生活のあり方について、「心の発見」の科学篇の中で次の

ようにお導きくださっています。 

 『心がこの現象界の諸現象を楽しめば、迷いと苦しみが生まれ、心が

正道を好めば、悟りと喜びが生まれてくる。 

 それには、八正道の実践によって己自身の本性を悟ること、慈悲と愛

によって人々に対する菩薩心の行為をすること。より心を浄化して安ら

ぎと平和な社会を造りだすこと、それらを実行することである。そのた

めには執着を持たないことが必要だ。肉体は、人生行路の乗り船にすぎ

ず、いつかは捨て去るべきものである。執着はすべて苦しみの因と悟る

べきなのだ。私達の意識、魂は、常に一定の場所にとどまることなく移

り変わっており、すべてのものは、神仏の仕組みによる因縁によって成

り立っている。転生輪廻の法に従っている。 

 心に生ずる悪の原因を摘みとり、現象化された悪の結果を良く反省し、

その原因を除かなくてはならない。 

 善根を育て、正法を信じ、正しい想念と行為を実践し、常に反省の中

から、心を正道に統一することによって、偉大な仏知の門は開かれて行

く。 

 正しい道を行くということは、人生の上での想念行為の一つ一つの積

み重ねである。そして、その中に、不動の心は造られて行く』 

 

 また、勉強会で私が話しているのに、途中から割りこんで長々と自分

の愚痴話をされる方があります。もうこのような人になりますと、いま

自分の置かれている立場自体が分かっておられないのです。そして、法

の実践もないままの、人の心を暗くするような話をおかしいとも思わな

いで話されるのです。私は、心の中で結婚式に出席してお悔みの言葉を

言っているようなものだなぁ、と思うことがあります。私達は本当に心

しなければならないと思います。 

 法の勉強だからといって何でも話せば良いというものではないと思

います。家で反省し、自分の悪を取り捨てることによって発見した心の

悦びの体験を人様に供養することが勉強会での話でなければならない

と思うのです。だからといって決して、悦びの話以外はしてはいけない

というのではありません。学習実践している中で理解できないことにつ

いての質問も大いに結構なことです。その質問によってまた回りの理解

していない人々に供養することもできるのであります。 

 法に入門するためには、常識と礼儀と報恩感謝を是非とも人並みに身

につけることが大切だということを申し上げておりますが、たしかに自
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分の足もとといいますか、自分というものをしっかりと見極めることが

大切なことと思います。良いところは益々伸ばし、悪いところは何とか

少しずつでも削り取ってゆくことが大切だと思います。そういう生活を

実践しておられれば、法に入る前から思慮分別があり、その帰依するこ

とは至難ではないように思います。昔から木に竹を接いだような、とい

うたとえがありますが、私達の心も木に竹を接いだような状態であって

は、円満で愛豊かな心には浄化することは難しいのではないかと思いま

す。 

 先ほどお話いたしました、皆さんの盛り上がりの話を途中で切ろうと

されたことなんですが、決してこの方のお心はそのような心の持ち主で

はないのです。しかし、考えごとや自分の思いの世界にとらわれている

時には、いま自分のしようとしていることは、回りの人達に対してどの

ような影響を与えることになるのか、というような判断が欠けてしまう

のです。 

 正しいという前に思慮分別に欠ける心の状態にあるのです。それは自

分中心の世界に閉じこもっていたからです。自己中心の延長の中におら

れるからなのです。こうして見ますと如何に正法でお導きくださってい

ます「正しい」ということが大事なことか身に染みて分かります。 

 次の体験も人の話を切るといいますか阻害するといったようなこと

であります。 

 

 勉強会の最中のここぞという大事な話になると、必ずといっていいほ

ど咳をされる方がいました。それによって話の勢いがそがれ、聞いてお

られる人の心もまた乱れることがありました。始めのうちは風邪でも引

かれたのだろうぐらいに思っていましたが、何カ月経っても一向に止み

そうにもありませんので、私はおかしいなあと思いました。 

 何故どうしてこのようなことが起きるのだろうか、これはただごとで

はないぞ、きっと何か原因があるに違いない、突き止めてやろうと思い

ました。この方の様子を見ていますと、咳をしている時この方自身がそ

の行為を自覚しておられないことに気付きました。こりやーおかしいぞ、

こんな馬鹿なことがあるものかと思い、ある日、勇気を出してその方に

「あなたは勉強会の最中に時々咳き込まれることを知っておられます

か」とお聞きいたしました。 

 その方は、私が思っていた通り「いや全く知りません」と言われたの

です。「それではお母さんがこのことを知っておられるか聞いてみてく

ださい」と、お願いいたしました。そのあと直ぐ「小さい時からしてい
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た」と、お母さんが言われたとのことでした。 

 その時その方に光を入れさせていただき、その方の周辺にいる者達に

対して浄霊をいたしました。その方はそれを縁として、それっきり全く

不思議といっていいほど、ぷつーんと咳をしなくなってしまいました。 

 このことは、この世に生きているくだんの人のように自分の思いで一

杯のために人様の話が耳に入らず自分中心の行為をしようとされたの

とは違い、あの世の者達がこの世の人間を通しての行為でありました。 

 その彼らの行為は、光の話が自分たちにとって都合が悪いために、肝

心の大事な話になると妨害したのではなかろうかと思いました。また一

つには、自分達が救われたい一心で、自分達の存在に気付いて欲しいと

願っての行為だったかも知れないと思いました。これも私の正法の体験

の中では変わった得がたい体験でした。 

 また、お話をさせていただいている中で、話が好調といいますか、調

和されたような状態の時に、自分でない違った人が自分の口を通して話

しているようなことがあります。自分が全然知っていないことを話きれ

るので、おやーつと思って聞かせていただくことがしばしばあります。

また、話している者と聞いてくださる方とが調和された時、電灯の光と

は全く違った、次元の違った白い光といいましょうか、夜なのに真昼の

ような明るさになることがあります。その時には、きっと天上の大天使

がお見えになっておられるのではなかろうかと、思わせていただいてい

ることがあります。会場の方々にお伝えしますと、何人かの方が気付い

ておられることがあります。 

 このような素晴らしい光景をいただくと、いつも思うことがあります。

それは、法を中心として法を心で理解している人が中心でないと、大変

だと思います。それは、私達の小グループが勉強会を何カ月も続けたこ

とがありました。その方達の心が暗くなり健全でない状態となっていっ

ていることに気付き、その原因を探りましたところ、その会を司会運営

する人の心に問題があったことが分かりました。それは、その会に臨む

に当たって平素から自分の心を磨き積み重ねの精進努力をしてきてい

るかということにありました。集まってきておられる方々は、その人の

指導がおかしいと思いつつも、勇気がないためにその人に引っ張られて

いってしまっていました。 

 また学習している法の真意が分からない時には、ああでもないこうで

もないという論議をくり返すのですが、これも心の精進をしている人と、

していない人とが混ざりあっている中で、正しい判断と指導をする者が

いないため、意識が毒されていっていました。この体験を通し、法に帰
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依した人は、すべてまず、己を知ることが大事なことを学ばせていただ

きました。自分の心の次元なり、法の実践度や学習の程度が分からない

と、つい増上慢になり易くなります。法の指導は誰でもが簡単にやって

いいものではないことを知りました。その指導している人の意識の次元

まで皆引きずり込まれ、低下してしまうものだということを分からせて

いただきました。そういった会では、必ず参加された方々が疲れ、心が

暗くなっていくことを知らねばならないと思います。 

 法の学びは、如何なる時であろうとも、如何なる場であろうとも、す

べての人に、希望と勇気と悦びとが与えられるものでなくてはならない

のであります。そこに「法を中心とした指導があるか」ということが非

常に重大なのであります。同志が集まって意見を交わすことも良いこと

でありましょう。しかし、学習はそれとは全く違い厳正なものでありま

す。 

 主には「人を頼りとするなかれ法を頼りとせよ」とお叫びになってお

られる、その真意をどれだけの人々が理解しておられるかということが、

今日非常に問題だと思うのであります。 

 この真意が理解できないと、真の正法者とは言い難いと思います。 

 『神理というものは、不偏であり、時代によって変わるものではない

のです。その神理をまことしやかに変えてしまったのは、その実行しな

い知や意によって変えてしまった永い歴史なのです。そして、多くの

人々の実行のない生活の中から難しく哲学化してしまったのです』 

 ご講演の中でこのように厳しくお諭しいただいております。 

 その神理をまことしやかに変えてしまったのは、その知や意によって

変えてしまった……、とありますが、その意味は、法を実行しない人達

の知識と偽我によって変えられてしまった、ということではないかと思

わせていただいております。 

 しかしこれは何も指導者ばかりではありません。法に帰依した人、す

べての人びとが、その法を実行しなかったために自分流の法に変えてし

まった結果、法は死んでしまい今日に見るようないくつもの思想に変え

られてしまったというのです。末法というのは法が死んでしまった時代

をいうのだと、お導きいただいております。しかし、法を自分流に変え

てしまったのは過去の人達だけでしょうか。現在法に帰依した私達の中

にも、もう既に法の意味が心で理解できずに、自己流の法に変えてしま

ってはいないでしょうか。人にその悦びをお伝えしている中で話してい

ることは、真に法にかなった体験でしょうか。自分が長年の間関係して

いた他力のそれではないでしょうか。 
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 法とは、神仏のみ心であります。そのみ心を代弁（心の精進が足りな

いためにこのような言い表ししかできないことをお許しください）され

るお方を悟られた方といいます。天上の上上段階光の大指導霊とお教え

いただきました。その方に、かつてゴーダマ・ブッダ様がおられ、また

イエス・キリスト様がおられました。今生は、その最高の責任者であら

せられる主がお出ましになられたのであります。仏教もキリスト教も皆

同じだということをお説きくださるために肉体生命を持たれたという

ことをお聞かせいただきました。 

 その悟られてお説きくださった神仏のみ心、法は、実践がないと我々

心の汚れた次元の低いものの考えにすり替わってしまうということは、

その根底にある大慈悲は消え去り、思想でしかなくなってしまうという

ことになるのであります。書店に、あるいは図書館に多数の書籍が並ん

でおりますが、それはそれぞれその書かれた人達の考えであります。そ

れはその人の思想であります。法と思想とはこのように違います。 

 法とは、人間の心に希望と勇気と悦びを与えるものであります。そし

て時代によって変わることなく、永遠に不変であります。しかし、思想

は永遠ではありません。その時代時代によって変わっていきます。 

 人間はこの永遠に変わることのない法によってのみ永遠に救われて

いくのであります。あの太陽の熱と光のように、法は永遠不滅であり、

不変であり不偏であります。法こそ私達神の子の心の太陽であります。 

 最後に、『正法と実践』について、人間釈迦第一部の中で次のように

お説きくださっています。 

 『早くから正法を学び、あれこれ知識として分かっていても、実践の

伴わぬ者は、いつになっても悟ることはできない。 

 正法は、信と行いとの車の両輪と同じように、まず信じたならば行ず

る。行ずるとさまざまな問題にぶつかり疑問が生まれ、疑問は行ずる者

には必ず解決されるように仕組まれているのである。解決されれば理解

は一層深まり、信の心は広く深くなってくる。こうして信と行いとはい

よいよその幅を広げ安らぎの悟りへと導いてくれる』 

 

 今日幸せにも法に帰依することをお許しいただいた私達は、一日も早

く心に法灯を灯し、正しい思念と行為を確立し、物を物としか見れない

誤った価値観に呻吟する人々を救済し、主の付託にお応えしていかなけ

ればならないと思います。一人一人が天上でこの地上に出た時には、最

低四百人の人々に伝道することをお誓いしているとのことであります。

今日ただいまから回りの一人でも多くの人々に、自分が法によって救わ



468 

 

れた悦びの体験をお話し、主のご著書をお勧めくださって伝導していた

だきたいものとお願いいたします。 

 私達がこの世に出させていただいた目的と使命は、心行にもお説きく

ださっていますように、自己確立であり、仏国土ユートピアの建設であ

り、前世で学ばなかった法を精一杯深く学んで帰ることだとお聞かせい

ただいております。 

 今、私達は選ばれて、神仏のみ心と対話させていただける有難い環境

の中で日々幸せをいただいているのであります。この得難い今生の一時

を、真に自分の汚れなき心を捧げられるよう生きなければならないもの

と思うものであります。 

 同志各位の平安を心よりお祈りいたします。 

 

 主に対して 法により日々お救いいただいていますことを謹んで感 

       謝いたします。 
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【法とは】1992-12 月 

 

 『私は、釈迦如来として言うのです。皆さん自身が、自分自身を悟る

ことです。自分に甘すぎる。自分に嘘を言い、自分自身を、自分自身に

権威を持ちなさい。私は、皆さんに初めてこのことを言います。 

 皆さん自身です。それは皆さん自身なのです。実行した結果、出てく

るのです。それは、甘いのです。自分に厳しさを持つことです。 

 一人でも、私は自分自身をしっかりと見つめてきました。それだけの

自信を持っている人は、この中に何人いますか。自分をしっかりと見つ

めてきている人が何人いますか。それをやって欲しいのです。 

 そうすれば、自ら、皆さん自身が自覚と責任と自信を持つことができ

るのです。誓いますか。 

 私たちは生ぬるいことをやっているのではありません。（中略） 

 私は、東京の皆さんの遅れているのを残念に思います。あまりにも膝

元にいながら甘ったれております。（中略） 

 私は、真実の一人の人間がおれば、それでいいのです。私の説いてい

るものは、私自身じゃありません。それだけのことを皆さんは知って欲

しいと思います。私はそれだけの責任を持っております。それが道では

ないでしょうか。そのために皆さんが、たとえどのような状態があろう

とも、自分がその実践体験をおいているものであるならば、正道という

ものを、しっかりとフィルターにかけて、初めてそこから出てくるもの

は真実じゃないでしょうか。それをひとつ、皆さんは実践して欲しいと

思います。（中略） 

 いずれは五年、十年経てば分かってくることです。それは勇気です。

努力です。そして自分自身が完成していく道は、今私の説いているもの

以外に無いということです。その権威を皆さんは知って、直して欲しい

と思います』 

 

 これは、昭和四十八年八月、高橋信次先生が本部の方々に対してご講

演された一節であります。 

 現在の私自身を眺めてみましても、一命を捧げて法を実践することを

お誓いしているのに、一寸一服といって休んでいます。今という時は二

度とこないことを知り、また人様にもお話しているにもかかわらず、自

分を優先して生きている事態を見るとき、何と申し訳のないことをして

いるかと慚愧にたえない思いがいたします。 

 この世で誰よりもご尊敬申し上げ、お慕いしているはずなのに、現実
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に自分が行っていることは、ご尊敬してやまないお方よりも、自分とい

うものが大きく自分の心を占めていることに気づき、報恩感謝と礼儀の

ない本性にただ申しわけのないお詫びの念で一杯であります。 

 それは、主がお導きくださっています法を深く心で理解し、日々より

素直に実践しているかということを一つ取り上げてみましても、分かる

ことであります。まだまだ無駄な時間を費やしております。思ってはな

らないはずの自分というものを中心とした思いにとらわれたりしてい

ます。また、ほんの瞬時ではありますが「もの」にとらわれます。この

時は、必ず主のみ心から我が心が離れた時であります。 

 神に対して、主に対して、法に対して、決して疑念を持ってはおりま

せんが、まだまだ自分という己心の魔が潜んでいることを知ります。こ

のこと自体が、主に対して不信の念を持っている一つの現われではない

かと自戒いたしております。真に、お慕いし、ご尊敬しているならば、

そういったことは微塵もあってはならないはずです。にもかかわらずあ

るということは、私の信というものはかくもまだ浅きおろかなものであ

ります。 

 人間はとかく一番愛している、尊敬していると言いながらも、一番裏

切っている場合が多いのではないでしょうか。法を信ずるということは、

とりもなおさず神仏を信ずることとなります。しかし、信じているつも

りでも、いつの間にかそこに安楽を見つけて、自我我欲の世界を展開し

てしまい、はるかに法の世界から離れてしまっている人の姿を見受ける

ことがあります。この人も初めはきっと神仏を信じ、法にすがらんがた

めにこの道に入信されたものと思います。しかし、そこに「実行、実践」

がないために、ただ形だけの法の信者となり果ててしまっているのでし

た。いわゆる正法評論家になってしまっているのです。 

 このような姿は今日の宗教学者にみられます。その時、イエス様は、

どのような服装をして何人のお弟子様を従えてゆかれたのか、とかまた

は、そのお弟子様は、誰と誰だろうか、といったようなことをいくら詳

細に調べてみても自分の心の浄化、進化には何の役にもたたないという

ことであります。そうして自分の心に苦しみを一杯に重ね苦しんでおら

れるお姿を見受けます。 

 今から六、七年前のことになりますが、私よりも遥かに早く法に触れ

られた方が何人か見えておられました。その方たちは、学習会にはいつ

もきちっとしてご出席されるのですが、その心は、私に向けて「後に触

れた者が何ができるかい、お手並み拝見」という思いがひしひしと伝わ

ってきました。毎月一回の勉強会なのですが、たまにはご質問をされる
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のですが、その内容は私の能力を試すといいましょうか、そういったも

のでした。自分の心を裸にしての勉強をしようとはされないのです。私

も、ご本人自身が求める心を持つまではどうしようもないと思い、心で

は祈りながらも一言も声をかけないで過ごしました。当然のこと、それ

らの方からは光は出てはいませんでした。 

 しかし、三年くらい経った頃からようやく心を開いてこられました。

私を信じてこられたのでしょうか、これまでの長い年月倣慢な態度をし

ておられたのが、可愛い幼稚園の子供のような素直なお心になってこら

れたお姿を拝見して、私は心から主に対しまして、感謝を捧げました。

そしてその方々をご立派だなぁ、さすがやはり正法を目ざしてこられて

いる魂は違うのだなぁと思い感動いたしました。法は、求める者にその

道は開かれるのだということをお教えいただいておりますが、まさにそ

の通りだということをその時学ばせていただきました。「求めよさらぱ

与えられん」であります。 

 自ら、求める努力、即ち神からいただいている自力を出して学び、実

践の積み重ねをしない限り、その目的に到達することはできないと思い

ます。その自力も同じレコード盤の上をいつも同じように回っていては

なかなか深く理解することはできないと思います。そこには常に自分に

対して、より厳しい心がないとつい怠け心が芽生え、その我欲に負けて

しまいます。その我欲に打ち勝つには、規則正しい学習と実践でありま

す。法の学習実践の上で決めたことは如何なることがあろうとも、必ず

為し遂げる不撓不屈の心がけが大事であります。 

 そして一日も早く、法を心で理解することであります。法が理解され

ないと、正しいということも分からず、どうしても自分中心といったよ

うな法から外れた思い行いで苦しみます。こんなことをいくらやっても

どうしようもないと愚痴ります。法はなんにもおかしくないのに、自分

の努力がたりないのに、やはりここにも自己中心の考え方で法から離れ

た生活に入っていきます。 

 過日も、「法の教えておられることは一般の宗教でもいくらも教えて

いる。何も違わないではないか。一般の宗教にもすばらしいところがあ

る」また「この教えは頭では分かるのだが、しかし、あの世へ誰もいっ

て見てきたものはいないのだからという疑念が生じてくる」、というよ

うなお話を耳にいたしました。 

 この方々は、法というものがお分かりになっておられないんだなぁ、

と思いました。この月刊誌の前身であります、月刊「ほくりく」の初版

発行から一貫して法の大事なこと、法とは何か、ということを、主のお
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導きいただいたことを詳しく掲載させていただいてまいりました。自分

が一人でその第一歩からすべてについて知ろう、学ぼうとしてもそれは

それは大変なことであります。自分の一生をかけても二生をかけても到

底為し遂げることは不可能なことであります。 

 主におかれましては、心血をそそがれてお悟りなされたことを私たち

は何の苦労もしないままに学べることのまことに幸せなことを、心から

感謝しなければならないと思います。このお導きを忠実に学び実践する

ことが最も大事なことであります。また、俺は何でも分かる、という過

信のもとに法は独学しようとしてもその扉は開かれないのであります。

主のお説きくださいましたみ教えは、必ずや主のお弟子様から教えてい

ただくことがまず大事なことであります。 

 主がお説きくださいました「人生の目的と使命」にはこのようにお導

きくださっております。 

 『人間はみな万物の霊長であり、地球という場で、己自身の転生輪廻

してきたところの不調和な分野を修正するとともに、自身が過去におい

て学ばなかった新しい人生航路の知恵を学習しなければならないので

す。それと同時に、神の体であるこの地球上の環境に人々の心と心の調

和のとれた平和なユートピアを造ることが本来人間に課せられた使命

なのです』 

 ここにお導きいただいていますように、自分のカルマの修正、過去の

人生において学ばなかった法の学び、ユートピアの建設、このどれをひ

とつとってみても、自分一人では到底できうることではありません。ご

指導いただかないと学ぶことはできないし、また実行することも不可能

なことではないでしょうか。すべて物事には順序というものがあるよう

に、法の学習実践にもやはり順序があります。その基本精神は、素直た

れ、ということであります。そしてその第一歩の心がけは「他を語るこ

となかれ、他は己の姿なり」「人を頼りとするなかれ、法を頼りとせよ」

ということを心から実践することから始めることが大切であります。 

 法についての学習は、主がお著しくださいましたご著書が幾多もござ

います。特に学びの原点は「心の発見」と「人間釈迦」ではないかと思

わせていただいております。このご著書の中にすべてが分かり易く説か

れてあります。このご著書を繰り返し繰り返し読むことぐらいは、せめ

て最低私たちのさせていただかねばならないことではないでしょうか。

すべてについていくら分かり易くお説きくださっていても、それぞれの

人間の過去の転生輪廻の過程における魂として、神の子としての生き様

によって、また、今生の今日まで生きてきた心のあり方、生き様が、そ



473 

 

のお説きくださっている神理を分かり易くもし、また分かりにくくもし

ているのではなかろうかと思わせていただいております。 

 ですから、いくら親切丁寧にその説明を申し上げようが、人によって

はまたその上に説明がなければならない、分からないということになろ

うかと思います。このように人間の心というものは多種多様なものであ

ります。法は、自分の自力を出し尽くして学び実践し、心で会得してい

くべきものと思います。他力ではなかなか心におとすことが難しいもの

と思います。 

 私たち法を学ぶ者は、最低法を心で理解するようにならなければ、常

に感情の中に生き、愛も謙虚さもなく、ある時は増上慢の人間になり下

がってしまいます。また、法を心で理解できないと、どうしても正しい

という前の思慮分別に欠けた人間のままとなってしまいます。 

 思慮分別ということは、法による正しいことの前段のように思われて

なりません。自分自身がいまおかれている立場、いまどのような目的の

もとにあるのか、といったようなことが正しく判断できないと、失敗し

てしまい、苦しみをつくってしまいます。これは誠に誠に極端な例えで

はありますが、結婚式に出席してお悔みの言葉を述べたとしたら、これ

はただ事では済まされないこととなります。しかしこのような極端なこ

とでなくても日常の生活において私たちは何かこのような、常識に欠け

たあるいは礼儀に欠けた思慮分別に欠けたことをやっていても気付か

ないままに過ごしていることはないでしょうか。そこから自分というも

のを見直していかないと、到底高い次元の法の世界には入信することは

不可能なことと思います。 

 いくら年月が経っても少しも変わらない、自分が成長しないというこ

との裏側にはこのような今という足もとの見られていない、まともでな

いところがあるのではないでしょうか。 

 次に、主がお説きくださいました法の中でも今、特に法を学ぶ上にお

いて改めて学習しなければならないと思いましたことを、抜粋させてい

ただきましたので、心で何十回もお読みくださり、実践していただけれ

ば幸いに存じます。 

 『苦しみや悲しみは、その原因を追求し、正しい想念と行為を自ら律

することである。それもまた幸福の段階と知って、溺れず生きてゆくべ

きである。それが人生における修行であるのだから。 

 迷いの岸から悟りの彼岸へ、苦悩は到達するための過程と考えればよ

い。忍耐と努力、極端に走る生き方を捨て、中道をゆく中に心の調和が

生まれ、正しい判断が生じてくると知るべきだ。悟りの道は、自分自身
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の心以外決めるものはない。それが神仏の子、万物の霊長たる者の厳し

い掟なのである。 

 神理を悟った師につき、法を学び実践する過程に道は開かれてゆく』 

 

 『正法者としての心がけは：たとえ他人からそしりを受けようと、打

たれようと、石でなぐられようと、刃物で切られようと、感情的になっ

て怒りの心を起こしてはいけない。忍辱の心をもって一切の諸現象にと

らわれない不動の心で正しく生活することである。たとえ肉体を引き裂

かれようとも怒りの心をもつようでは、神理の生活を守ることはできな

い。 

 心が正法の悟りを得るためには、いかなる難事でも為し遂げ、良く忍

び、施しがたいものでも良く施すこと。善行を施してもその報いを求め

ることなく、己に厳しく、他人に寛大な心を常に持ち続け、心に道を求

め、精進を続けることである。そうすれば必ず人生の目的である正しい

心を取り戻し、自我我欲の多い心と闘って真に正しい心の文明を物質文

明の上に築くことができるのである』 

 

 『教養について：心を中心とした知性ではなく、自己保存自我我欲を

満足するための触媒になっている場合が多いから、かえって自分自身の

抵抗をつくり苦しみの原因ともなっている』 

 

 『神理について：神理の実践に乏しい学問宗教は、知のみにとどまっ

て心で悟ることができないため、行為として日常生活の中に現れてこな

い。行為と神理は、不二一体であることを知るならば、人間として生ま

れてきた目的と使命、己の人生の価値を己自身で悟ることが可能になる

のだ。 

 釈迦やイエス・キリストの説いた神理は、永い年月の間に人々の知と

意によるメッキが施され、遂に末法となってしまった。その結果、衆生

の多くは自分の心を失い、不調和な生活行為をするようになり、社会混

乱の原因を造っている。だが物質経済至上主義の現世において、果たし

て人々は心の安らぎを得るであろうか。否、であろう。それが得られな

いから神仏に心のよりどころを求めて行くのではないか。そして、末法

の社会のために不自然なご利益宗教、他力本願に狂信、盲信してますま

す自分を失い、宗教指導者などの犠牲者になってゆくのだ。 

 不調和な思想で心の悩みを解決することはできない。人間の心は無限

大に広いものであり、知と意の産物によって考えられた小さな思想でそ
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れに枠を造ることはできない。心は、想像することも考えることも自由

自在であって、誰にも制約することはできないのである。制約可能なの

は、自分自身以外にないのだ。善か悪かの判断は、神理に合っているか

いないかによって定まる。己自身の正しい心に忠実に人生への思念と行

為をなしているか、自分中心ではなく他人のことも考えて中道な判断を

して生きているか否かによって、それは定まる。 

 神理は不変であって、人間の意と知で変えることはできないものだか

らである。それは神仏の知であり、心であり、意であることを私たちは

悟らなくてはならない』 

 

 『己を救う道、正法の出発点：他力信仰とはちがい正法は、自分とい

う存在を抜きにしてはありえない。それゆえに自分を発見することから

始まり、それに尽きるといっていいでしょう。自分のいない法、自分を

無視した法、自分から離れた法というものはないのです。そこで己自身

を知る、正法を知るにはどうすればよいか。それは己の正しい心を信じ、

八正道を行い、反省という光の触媒を通じて得られるものです。ところ

が人間の心、宇宙、神というものは汲めども尽きぬ深遠さに包まれてい

ます。これでよしとする極点にそうやすやすと到達することはできませ

ん。このためややもすれば、人はその困難さに打ち勝つことができず環

境に負けてしまいます。負けない自分を支えてくれるものは何か、それ

は自分自身なのです。環境に負けるのも自分自身に負けるからです。自

分を救うものは自分しかありません。 

 自分に負けそうになったら祈りなさい。祈る心で自分を立たせなさい。

己の心、そして正法は、こうしたなかから理解を深めてゆくものです』 

 

 『自力と他力について：自分が大切だから人のお世話にならない。自

分一人でやらなければというように曲解される方があるようですが、

「善き師、良き友をもつことが法を学ぶすべてである」と、釈迦が阿南

に教えられたといわれたように、どれほど懸命に勉学し、追求してみて

も、私たち凡夫が一人で自分の心の歪みを正すことは、殆ど不可能なこ

とでしょう。というより、たとえ知識を身につけることはできても、心

の歪みはむしろ大きくなるといえるのではないでしょうか。 

 私たちの肉体を構成している六十兆の細胞集団がその人間の意志と

不離一体となって個々の細胞が精一杯生きることによってその人間の

健全が保たれている』 
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 『正法の実践：早くから法を学び、あれこれ知識として分かっていて

も、実践の伴わぬ者は、いつになっても悟ることはできない。正法は信

と行いとの車の両輪と同じようにまず信じたならば行ずる。行ずるとさ

まざまな問題にぶつかり疑問が生まれる。疑問は行ずる者には必ず解決

されるように仕組まれているのである。解決されれば理解は一層深まり、

信の心は広く深くなってくる。こうして信と行いとはいよいよその幅を

ひろげ、安らぎの悟りへと導いてくれる』 

 

 『人生の価値：人間が作り出した物質文明とそれにまつわる地位、名

誉、財産ではなく、調和という中道にかなった仏国土ユートピアの人類

をめざすものが、八正道の目的であり、彼岸の悟りである。人生の価値

はその与えられた職場や環境を通して調和という神の心、人間生活をよ

り豊かにする魂の進化にどれほど貢献したかにかかっている。したがっ

て仕事や環境は、いわば魂進化のための手段に過ぎず、これに溺れては

ならない。 

 迷妄に陥った人々を救うという大事な役が負わされている。その役の

遂行に心に曇りを造ってはならないし、丸い豊かな清純な心がもっとも

必要なことである』 

 

 『神性、これは仏性ともいう。人間らしさとは、神の子としての自覚

であり、しかも自覚を持とうと持つまいと、人間の心は、本来、神性仏

性を有し、性善こそ人間の真の姿である。 

 古来から、性悪、性善説があって、いったい人間はどちらだろうと見

られてきた。これは、人間の心が、誰も束縛できない自由性を持ってい

るので、その自由性が、性悪性善の両説を生む理由になっているようだ。

しかし、自分の心に誰もウソはいえない。どんな悪党でも俗にいう良心

が内在している。その良心が、自分と相対して常に自分を見守っている。

この事実は、何人も否定できないだろう。自分にウソのいえない人間で

ある以上は、人間の性は善であり、人間の心は愛に満たされるようにで

きているといえる』 

 

 『まことの人間とは：多くの者たちは欲望のとりことなり、その欲望

が満たされないと愚痴をいい、怒りになり、そしり、ねたみの心を持つ

であろう。自らの心を動揺させ、汚し、苦悩の種をつくり出している。 

 中道を悟り、欲望に足ることを知り、愛欲に対しても純潔を守り、身

心から生ずる渇望を除き、いつも偏らない思念と行為を律し、思惟し、
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そうして常に、心が平静であれば、心に動揺がおこることがない。慈愛

を他人に施し、正道を物差しとして生活するので、心は汚されることな

く、常に清浄であり、法を実践体験しているため、知恵は豊かで、一切

を超越している。まことの人間とは、こうして悟られた方をいうのだ』 

 

 『年老いた者の心のあり方は、そして五官に惑わされている者達は、

心の本性を知ることだ。感情に溺れることなく、愛欲にふりまわされる

ことなく、知識におごることなく、常に正しい法に適った理性によって

心を調和しなければならない。思念と行為において、正道を外すことな

く、正常な生活こそが、より豊かな心をつくるために必要なのだ。 

 老衰に悩まされるならば、より法の実践を怠ることなく励み、一切の

欲望を捨て、心を清浄にすることが必要であろう。その積み重ねが、や

がてそなたを彼岸の悟りに到達させることになろう』 

 

 『サンガーの目的：法は実践の中にこそ生きており、それによって心

に法灯がともされ、永遠の生命を私たちに感得させてくれる。心に法灯

のない者は、そのまちがった思念と行為によって、苦悩の生活を送って

しまう。ブッダ・サンガーの目的は、物を物としかみれない誤った価値

観に呻吟する人々を救済することにある。多くの衆生に、心の糧を与え

ることにある。そうして、その光明は、あの太陽のように、誰彼のわけ

へだてなく与えるものでなくてはならないのだ。法灯を心に灯し、自己

満足に陥ってはならない』 

 

 『アモンの言葉：ゴーダマ、あなたの体験のすべては、そのまま神理

なのである。多くの衆生は、あなたをみならい、人生の迷いから一つ、

一つ学び、心のなかに安らぎをひろげてゆくであろう。正道に反した生

活というものは、楽しきことでも苦界に通ずる。苦は楽の種、楽は苦を

造るが、衆生は、理を知ろうとしない。心ある者は、必死になって、こ

の理を求めているが、神理の遠きを感じて、ある者は現実に妥協し、あ

るものはその大事な生命まで絶っている。わがままな心がそうさせるの

だ。この心は、人間をもっとも毒す。この心があるために、人は苦界か

ら抜け出すことができない。あなたの体験は、こうした心を持った者で

も、やがてはその神理にめざめ、内在された偉大な知恵をひもとくカギ

を与えることになろう。世はまさに暗黒である。あなたの神理は、今を

置いてほかにない。このときをはずせば、人々の心は悪魔に支配され、

人類は滅び去ってしまうだろう。頼みます。私たちはあなたの行く手に
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山があれば、その山を取り除こう。谷があれば、橋を架けよう。河があ

れば、船をつくろう。どんな協力をも惜しまない。ゴーダマお願いしま

す』 

 

 『グラリオの言葉：ゴーダマ、遠慮しないで頭を上げなさい。三十六

年もの間、直接あなたを見守ってきたが、ついぞ話もできなかった。し

かし今、こうして、あなたと自由に語ることができてうれしい。今のあ

なたは、光明にみちみちている。よく精進してくれた。よく一切の苦し

みから解脱してくれた。私は、本当にうれしい。ゴーダマ……、頭を上

げてください。私は、今この感激をなんと表現していいか分からない。

可愛いわが子が、地の果てで、やっとめぐりあえたような気持ちです。 

 クラリオは泣いていた。ここまでいうと、もうあとは声にならなかっ

た。ゴーダマは、やっと顔を上げた。クラリオ、アモンの二人の眼は、

真っ赤にはれていた。もう一人のバッフラマンはモーゼであった』 

 

 『法とは：法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその

力をもって、正法を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう』 

 

 最後に、実践することはその前に指導する方の話をしっかりと聞くこ

とから始まります。しっかりと聞いているようでも聞いていない場合が

多いのには驚きます。折角の学習の時間を無にすることなく、その与え

られた神の時をよりしっかりと生かすことから法の実践は始まると思

います。 

 明日はもうない。今日の学びでいたずらな時を費やしてはならない。

昨日よりも今日、うんと前進せねばならない。我が心の扉をひらくには、

命がけでないとひらけない。世間話や理屈の時はもう過ぎた。主のみ心

に向かって邁進するのみであります。 

 今年の最後に当たり、皆様の平安をお祈りいたします。 

 

 主に対して この一年大いなるお計らいを賜りましたことに対し、 

       心からの感謝を捧げます。 
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【1993 年分】 

【報恩感謝】1993-1 月 

 報恩感謝については、これまでに数回書かせていただきました。いま

改めて、当時の原稿を読んでみますと、未熟な自分の心の過程が手に取

るように分かり、恥ずかしい思いがいたします。 

 今回、この表題をいただきましてから、改めて、主の報恩感謝につい

てのお導きを、はじめから再学習させていただきました。 

 報恩感謝につきましては、心行・祈願文をはじめ、心の発見、人間釈

迦等のご著書の中で実に多くのご説法をいただいております。 

 何回も読み直し、じっくりと考えてみますと、ご説法のほとんどが報

恩感謝についてお教えくださっているように思えてなりません。 

 私は、法に帰依させていただきましてから今日まで、実に多くの方々

にお目にかからせていただいてきました。法に触れることなく、ああで

もない、こうでもないといった心で、毎日苦しみにほんろうされながら

生きていたら、このように多くの心ある方々との出会いはいただけなか

ったものと思います。心から感謝いたします。 

 はじめのうちは、自分と相手との関係の中で、自分の立場から相手を

見、思い、行ってきていました。 

 しかし、昭和五十年八年二十六日夜、クラリオ様からお導きをいただ

き、はじめて、人様にお会いさせていただく時の心の在り方を知りまし

た。 

 一、人には常に愛の心を忘れてはいけない 

 一、人を裁く心を持つな 

 一、人の上だと思うな 

 一、人はすべて平等である 

 一、人の足を洗う心を持て 

 このお言葉を聞かせていただくまでは、何回も主のご説法をお聞きし

ていたのですが、実践がほとんどない状態での耳学問が主体でありまし

たから、心の中では何も分かってはいなかったものと思います。 

 クラリオ様のお導きをいただきましたのは夜でしたが、その日の昼、

私と約束していた方は、主のもとで二三日前から研修を受けておられた

のでした。そういう大事な時にもかからず、その方は、特に、主に途中

で退席されることをお願い出られましたところ、主は「今晩、金沢の丸

山さんがくるんでしょう。じゃ行っていらっしゃい」と、言われたそう

です。 

 その方は、すべてお見通しのお方であることは十分知っていたつもり
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でいたけれども、今回のことはまさにびっくりしました。と改めて偉大

なお方であることを知られたご様子でありました。私もこのようなこと

が本当にあるのかと、全く驚くとともに感動いたしました。私ごとき者

の名前までを口にしてくださったことを思う時、胸が熱くこみ上げてき

ました。 

 さて、前述のクラリオ様のお言葉のところにもどりますが、常に、人

様にお目にかからせていただく時には、「愛」「愛の心」を持たねばな

らないことを厳しくお諭しいただき、「愛」という言葉の意味は、なん

となく心の中で分かったような気がしたのですが、いざ、じゃどんなこ

とか話してみなさい、といわれると言えない、そのような心の状態でし

た。 

 クラリオ様の、心の底までひびくような重々しい威厳と、また暖かい

愛の溢れたお言葉を一言一言心でかみ締めかみ締め、忘れてはならない、

しっかりと心でお聞きしなければならないと聞いている時は、「愛」と

いう言葉の意味が心に染みこんでくるように分かったように思ってい

ました。 

 意識の世界といいますか、心の世界は不思議なものです。話さなくと

も心と心が通じ合うということがありますように、この時も、かつてこ

れまでに体験したことのない感激と感動の激動の大嵐の中、涙は溢れる

ように流れる中で、お言葉の一言、一言を聞きもらしてはならないとい

う必死の思いで、手元にあったノートに走り書きしておりましたが、だ

んだん涙で目がかすみ、何もかも見えなくなってしまい、書くことを断

念いたしました。 

 読者の皆様は、ここまで一気にお読みくださって、ハテ、「報恩感謝」

と「愛」とは、何の関係があるのだろうか、と不思議に思われておられ

ることと思います。 

 今回、この表題をいただき再学習させていただくまでは、報恩感謝と

愛との関係についてはしっかりとは分かってはいませんでした。ただ法

を学習する中では、いつも注意していますことは、お導きいただいた法

について「ああー、そうか。なるほど。ふーん、分かった」といったよ

うな勉強だけはしてはならないと肝に銘じてきていました。 

 ほんのちょっぴり心が納得したようでも、また、感激したといったと

ころで、何も分かってはいないんだ。 

 出されたケーキをパーツと見て、アー、おいしそう。ワーッ、きれい、

といっているようなものではないか、そんなことばかりいくらやってい

ても、心からの悦び、感動をいただくことができないし、第一、自分の
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肉体にいただかないかぎり、栄養にはならないではないか。感謝して悦

びいっぱいの心でいただくことが大事だ、と心に言い聞かせています。 

 食べて見る。即ち、その眼で拝読し、感動したところは、そのまま通

り過ぎないで、そこのところを書き取らせていただくとか、早速実行し

てみることが大事だと思っています。 

 主には、心行の冒頭で次のようにお導きくださっています。 

 「これを理解し行うものである。正法は実践のなかにこそ生命が宿る

ことを知れ」 

 

 実践のない話、心ない話は、空しく心がさむざむとなるばかりです。 

 法は、実践しないで語ってはいけない、主には、心血をそそがれてお

悟りになられた偉大なみ教えを、私たちは実践のないままに自己流に浅

い心で解釈し、話したとしたらもうそこから法が法ではなくなり、その

話している人間の考え（思想）に変えられてしまいます。そしてその人

の心は苦しんでいきます。いくら正法に感動していてもこのような伝導

は、結果として自分が末法の時代を造り始めているのです。 

 決して、末法の時代は、これから何百年、何千年先ではありません。

現在、ただ今自分の自己中心の心から崩れつつあるのです。 

 法を思想としてしまうのは、独り指導する人間だけではありません。

正しい学習と実践をしないまま、知識の中だけで生きている人の心には、

実践した法悦はありません。正法の世界は、その中におらせていただい

ているだけでとか、法の学習の場に出させてさえおれば救われるという

ものではないのです。それは他の世界にみる他力ではないかと思います。 

 私たちは、正法の評論家になってはいけないし、哲学者にもなっては

いけません。いわゆる「正法屋」になってはならないのです。正法は自

力の世界です。自力といっても独学せよということではありません。当

然のこと、正しい師について学習することが大事であります。 

 

 常に、これでいいのか、今の自分は正しいところに身を置いて学んで

いるだろうか、振り返り点検してみることが大事であります。 

 義理や人情の中で、法を学んではいないでしょうか。義理や人情の中

には、法はありません。法は法を中心に学ぶことが大切であります。 

 主には、このことにつきまして、次のようにお諭しくださっています。 

 『人を頼りとするなかれ、法を頼りとせよ』 

 

 このお言葉の中に、私たち法を学ぶ者にとってのもっとも大事な心得
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をいただいていると思います。 

 このお言葉は、頭ではなく心でないと、その真意をいただくことはで

きません。その証拠に、今もって大多数の人々が「人を頼りとして」法

を学んでおられるように思います。 

 「法を頼りとせよ」とは、既にご承知かも知れませんが、正しい法の

学びのところに身を置き、法を中心とした生活に切替え、その中で体験

した法悦を伝導する、即ち、愛の実践の中に生きることであります。 

 さて、本題に入りましょう。 

 「報恩感謝」について、もっとも簡潔にしかも理解しやすくお導きい

ただいていますことは次の通りであります。 

 

 『八正道の目的は要約すると、大宇宙を支配する慈悲の心に自分を高

め、愛の行為ができる自分をつくりあげることである。別な言葉でいえ

ば、反省と実践は感謝と報恩の目覚めにあるわけである。 

 生かされている事実を理解し、人々に報恩の行為が心に抵抗もなく、

素直にやれることが正法の目的である』 

 

 私は、この有難いお導き、お諭しをこれまで何回となく拝読していた

のですが、心浅い愚昧な心にはひびいてはきませんでした。しかし、真

っ赤な線が何本も引いてありました。ここのところを今回読んだ時、び

っくりしてしまいました。はじめてびっくりしたのでした。本当に驚い

たのです。 

 人間をはじめ万生万物すべては、神仏の大慈悲の中にかくも幸せに生

かされております。この大慈悲に対して、報恩感謝の信（まこと）を捧

げることが、愛であります。このことは分かってはいたつもりでいまし

たが、心には堕ちてはいませんでした。 

 二、三ヵ月も前から一月号の表題は「報恩感謝」ということでいただ

いておりました。自分自身が心で思いながら、一方では、何と難しい表

題だなぁ、大丈夫かなぁ、と思っていました。今思いますと、自分がこ

の表題を思いついたように思っていたのです。もし、そうだとしたなら

ば、もっと自分に都合のいいものを選んでいたと思います。 

 人間のどこに、自分のとか自分が、というようなものがありましょう

や。すべて天のお計らいの中に、こうしてこのように今生かされている

のであります。 

 

 主のお言葉を載せさせていただきます。 
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 『ただ素直になる その想いが あなたの心を洗う そのとき心は 

天上界の仲間と 同じものとなる』 

 

 このお言葉を、今日まで十数年間拝読させていただいておりますが、

反省に反省を重ね、心を浄化することにより、心は嬰児のようになり、

神仏の大慈悲に感泣し、報恩感謝を捧げずにはおれない仏性の目覚めを

いただくことができる。人間を始めとして万生万物に対して愛の心を捧

げなさい、とお諭しいただいているように思います。 

 はじめに、クラリオ様のお言葉を書かせていただきましたが、始めと

終わりの二つのお言葉は、人に対して愛を実践せよ、というお諭しでし

た。中の三つのお言葉は、その愛の心を湧現し、育ててゆく心がけにつ

いてお諭しいただいているように思います。 

 人様に対して愛を実践せよ、というお諭しの真意は、 

 

 思いやりの心を持ちなさい 

 生かし合いの心を持ちなさい 

 助け合いの心を持ちなさい 

 補い合いの心を持ちなさい 

 許し合いの心を持ちなさい 

 

 ということではないかと思うのです。 

 この五つのお諭しをじっくり考えてみますと、私たちはこの世に生を

いただいて今日まで、神仏により、このように慈しみ育てていただいて

いることに気付きました。そのご厚恩の万分の一にも当たらないかも知

れませんが、回りの人々に対して、また万生万物、生きとし生けるもの

に対して、出来る限りの愛をこめた報恩感謝の信を捧げさせていただく、

実践をすること、即ち、愛の修行の場をいただいていることに気付かせ

ていただきました。 

 主には、次のようにお導きくださっています。 

 『すべての人々に対して自分自身ができる奉仕を行い、愛を与えてあ

げる、そしてそれに対して決して代償を求めない。こういう心の浄化と

実践を計ることが本当の大自然への感謝ということになるのです』 

 

 『人間が常に足る心を持ち、感謝して生活することが、他の生物への

いたわり、慈悲深い共存共栄への道となる。 

 生命の不変を知った植物や小さな生物は、迷うことなく平和な世界へ
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帰って行く。 

 しかし、感謝の心のない人間には、生物の霊がその意識にひょう依し

ていることも多い。 

 そんなことはないだろうと疑問を持つ人も多いだろうが、これは事実

である。 

 万物万生の相互作用があるから、私たちの肉体保存はできるものなの

である。彼らの魂の存在を思い、人間は感謝して生きるべきである』 

 

 『天は決して不公平、不平等には扱ってはおりません。心のままの世

界を、現実の生活のうえに現しております。それは地位、名誉、金とい

ったものではなく、この世も、あの世も、心が中心をなして回転してい

るからであります』 

 

 最近、ある方からかつての高橋信次先生についてのお話をお伺いいた

しました。 

 『高橋先生は、宗教を論じていながら、仏教書はもとより、バイブル

さえも読んでいないのであった。すべて霊感であった。その証拠に、高

橋先生の自宅にも八起ビルにも、宗教書の類は一冊もないのであった。 

 すべて高橋先生のもつ、驚くべき神通力というか、法力というか、超

能力というか、何とも表現しようのない力のなせるワザであった。とく

にＧＬＡは、その名称を変えてから、もう驚異的にのびていく。遂には、

日本大学の大講堂で、高橋先生の講演会が開かれるまでになっていった。 

 高橋先生は個人で話しているときは、なんの変哲もない、どこにでも

いる“おっさん”という感じが、ひとたび演壇に上がって演説を始める

と、もうまったく別人のようになっていくのであった。 

 “火の玉”と言ってもいい、激しい演説であった。火を吹きながらと

いう感じであった。ぐいぐいと聴衆を引き付けていく。それは人間とい

う感じではなかった。神か仏が、この人に乗り移っているという感じで

あった。 

 心の広いどこまで行っても、おいで、おいでをするような人であった。

その包容力は抜群であった。 

 高橋先生は、身辺のまことにきれいな人物であった。個人の生活費は、

すべて高電工業の収入でまかなっていた。宗教の方で得た金銭で生活す

るようなことは、一切しなかった』（文中失礼な表現がありましたが、

その方のお言葉の通りに書かせていただきましたのでお詫びいたしま

す） 
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 このお方だけでなく、毎日毎夜、主のご著書に接しておられる方は、

すべてこの中でお説きくださっておられる一言一句がただ人のお言葉

でない、正しく天の声であり、言魂であることを実感しておられること

と思います。 

 推測の言葉や、想像の言葉は一つもなく、こうしなさい、でなければ

人間としての永遠の幸せをいただくことはできない。というように、厳

しい中にも溢れるばかりの愛のお言葉を降りそそぐようにお与えくだ

さっている、ご講話やご著書にふれさせていただき、感動で胸がつまる

思いに引きこまれることをしばしば経験いたしております。 

 今生、この偉大なる大大天使のご説法を聞かせていただける幸せを感

謝するとともに、その悦びを回りの一人でも多くの方にお伝えしていた

だきたいと思います。お伝えしていく中で、深い学習と実践の機会をい

ただくことができます。 

 皆様の絶大なるご協力をお願いいたします。 

 

 この新しい年が平安でありますように各位のご多幸をお祈りいたし

ます。 

 

 神仏に対して 新しい年のはじめの悦びと感謝を捧げます。 
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【春を迎える悦び】1993-2 月 

 冬来たりなぱ春遠からじ、私たちの心にも、一日も早く春を迎えられ

るよう、学習と実行を努力しなければならないと思います。それは、不

断の努力に尽きると思います。 

 人間は誰しもが、自分の思い通りに事が運ぶと心が明るくなり、自分

の思いと反対の方向に事が進んでいくと、心が暗く沈みます。目先の問

題の進展如何によって、自分の心が明から暗へ、また、暗から明へと常

に動きます。このような心の動きについて、日々、卒業試験のつもりで

対処しなければならないと思いながらも、その問題の動きが自分の耳に

入ると、平常心が失われ、ついそのことにとらわれてしまい他のことが

心に入らないような動揺が起こり苦しみます。その時そこで止観するこ

とをお教えいただいておりますのに、心の動揺によってすっかり失念し

ているのでした。失念というよりも、その思いが直ちに感情に直結して

しまい、心が左右に動いてしまっているのでした。 

 主から、お教えいただいております「不動心」についての学習の機会

をいただいているものと思います。 

 主には、「一切の苦しみ」について次のようにお導きくださっていま

す。 

 

 『一切の苦しみは、自らの心と行いが作り出したもの。すなわち、自

然の掟である中道という神の意志に逆らったがために起こる苦しみな

のだった。正しく見る、正しく思う、正しく語る。その想念行為を、自

ら放棄するところにある。中道の心は、もっとも人間らしく、もっとも

自然な生活態度であるはずなのだ』 

 

 『河はインド洋に注ぎ、大海となる。大海の水はやがて雲となり、雨

となって地上に降り、ネランジャラの河となった。水はこうした輪廻を

重ねるが水の本質は少しも変わらない。ゴーダマは、今こうして、その

水につかっていると、大自然の大きな計らいのなかに己の在ることをお

ぼえるのだった。河の水は無言で流れている。その流れをさえぎる今の

ゴーダマの姿は、時間という「時」をとらえたそれであったのだった。

今のゴーダマは時をとらえ、時の中にあったのだった。過去、現在、未

来の時の流れは、流れのなかにあっては知ることも悟ることもできない。

それを悟るには反省という止観によって、はじめて可能なのだった。ゴ

ーダマは、ネランジャラ河につかりながら大声をあげて泣いた。昨夜来

の感激が、潮の如く襲った』 
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 『八正道の目的を要約すると、大宇宙を支配する慈悲の心に自分を高

め、愛の行為が出来る自分をつくり上げることである。別な言葉で言え

ば、反省と実践は感謝と報恩の目覚めにあるわけである。自分の性格、

心をこと細かに分析して、人の心はこうだ、ああだと言ったところで、

どこに意義があるのか、本末を間違えてはいけない。生かされている事

実を理解し、人々に報恩の行為が心に抵抗もなく、素直にやれることが

正法の目的である』 

 

 私はいつも原稿を書きながら思うことは、これから先どう書こうかな

ぁと、一瞬ペンを休めることがあります。しかし、その瞬間、主のご著

書の中のここを拝読したらいいと心で思います。 

 今日一日生きた中でも一つ一つの目の前の事象に対して、これはこう

すればよい。これはこのような考え方で進めばよい。これはこのように

しよう。という具合に、我が心が次々と的確に判断して導いてくれます。

また、学習会でいろいろなご質問をいただくことがありますが、そのご

質問を話されている途中、もう我が心からその答えをいただいています。 

 最近になってやっとここに深い感謝がなかったことに気付かせてい

ただきました。何と我が心、我が魂は素晴らしいのだろうか。有難いと

思いました。人によっては、今処理した問題でも、ああすればよかった、

いやこうすればよかった、とすっきりしないでまた悩み続けます。 

 三日も四日もかかって処理した問題なのに、自分の不勉強により心が

納得しないため、いつまでも引きずって悩んでいるのです。そうすれば

当然のこと、次々に発生する問題の処理もまた的確な処理はできないま

ま一日を終えます。このような日々を過ごしておりますと、やがて、そ

の苦しみ悩みは頂点に達し、病院行きとなります。 

 どんなに苦しい大きな問題にぶつかろうとも、己の心を乱さないよう

に止観して、神仏に念を向けることが大切であります。常に神仏を思い、

神仏に感謝できることは、何とも何とも有難い有難いことであります。

今こうして、このように生かしていただいていることに対して、その幸

せを感謝できる自分を讃えなければなりません。ここが人間の心の原点

であると私は思います。 

 常に、神仏を思い、神仏に感謝し、神に対しての報恩の行いとして回

りの人々をはじめ生きとし生けるものに愛を捧げさせていただくこと

が大切であります。神仏を念じ、神仏の光をいただくことができますこ

とが、法に帰依した者の最高の幸せであります。感激であります。 
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 何よりも有難いことであります。神仏におすがりして何の不安もなく

今日をいただいていますことが法に帰依させていただいたお陰様であ

ります。 

 名誉ではない。地位ではない。金ではない。財力ではない。それらは

単なる水面を流れる浮き草でしかない。永遠につながるものではない。

永遠に神仏のみ心とつながるものは己の心であります。 

 この汚濁に満ちた世界から抜け出るには今日ただ今から名誉、地位、

金、財産といった、すべての、もののとらわれを捨て、心をハダカにし

た生活を始めようではありませんか。 

 生まれたときのままのハダカの生活を始めましょう。更には、やはり

今日ただ今から、人に対して、悲しみや苦しみ、痛みを与えないように

努力しましょう。今日ただ今から、このような愚かな所業を止めるよう

に心を大事にして生きましょう。 

 私は、今人生の晩秋を迎え、心の中に常に尽きることのない苦しみと

向かい合って生きています。その苦しみの殆どが、自分が生まれてから

今日まで人様に投げつけてきた、心の痛み、苦しみ、悲しみのハネ返り

であることに気付かせていただきました。人様に与えてきた痛み、苦し

み、悲しみは、すべていやなことから自分が逃げ出し、人様に押しつけ

たことや、また、声を荒げてののしり、怒りもあらわに投げつけたもの

もありました。 

 じゅんじゅんとして心から話しているような形はとっていても、その

中身は、自分の痛みを人様にすり替えていたこともありました。怒り、

愚痴、妬み、そしり、悪口、情欲、むさぼり等々自己中心、自我我欲の

思いのつけが全部自分の心に押し寄せているのです。人間はこの世で思

ったこと、行ったことは必ずこの世にいる間にすべて清算しなければな

らないのです。この世で清算できないとあの世の厳しい環境でその処理

をしなければならないようにできているとお教えいただいております。 

 自分のなすべきこと、自分の耳に入ったこと、自分の目でみたこと、

自分の心で思ったこと、すべてはこの自分に神仏がお与えくださった心

の修行の課題であったのでした。ところが、そんなこととは露知らず、

自分の都合によっていやなものを他人に押しつけ逃げてきていたので

した。形は他人が処理したようであっても、自分の心には「未処理」と

して残っており、そのまま苦しみとなってすべて自分に返り、心の中に

正確に山積しているのでありました。その原因は、すべて自分を守ろう、

楽をしようという心にありました。心の清算をしないかぎり故郷の天上

に帰りつくことはできないのです。 
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 しかし、心の中に堆積してきた苦しみ、痛み、悲しみを、こつこつと

清算し処理していけば、心の中から今生かされている悦びが湧き出てく

ると同時に、人様のお役に立たねばならない、人様のお世話をさせてい

ただかねばならない、という神性、仏性、ボサツ心が芽生えてくるので

あります。 

 ボサツ心に目覚めた人は、人様の苦しみ、悲しみ、痛みに対して、そ

っと手を差し伸べて、神仏のいますことを教えてあげ、神仏を信ずる一

念力によっていかなることであろうとも、すべてが救われるということ

を話してあげることが最も大事なことであります。人間としてこの世に

生をいただき、この使命を果たすことこそ最高の悦びであります。 

 また、これまで苦しみ、悲しみ、痛みと思って苦しんできたことは、

それはこの世を中心とした人間の作った言葉であり、思い方であります。

それに幻惑されて苦しみを倍加してきたのでした。 

 神仏は愛するわが子、神の子に対して悲しみ苦しみ痛みを与えること

はされません。すべて救われるように善いことをお与えくださっていま

す。悪いことを与えられるはずがありません。今の苦しみ悩みは、すべ

て善いことのためにあるのです。 

 しかし、心の汚れた私たちには悪いことにしか思えなかったのです。

これらの悩み苦しみがあったればこそ、今、ただ今、初めて偉大な神仏、

唯一の神仏の存在を知ることができたではありませんか。 

 今、悩み苦しんでいることが、どんなに大きかろうとも、すべてすべ

て善いことのためにお与えくださっていることに、やがて貴方は気付く

ことができるでしょう。そして、神仏のみ心に沿える自分をどのように

して作っていったらよいかということに気付いていくのです。 

 半歩、一歩と神仏のみ心を知り、自分の来し方を振り返っていくので

あります。やがて、その精進努力によって、神仏と語り合える幸せをい

ただくのであります。 

 神仏は、遠くにおられるのではありません。私たちのごく身近におら

れるのであります。 

 神仏が遠い存在の人は、法を知らず、間違った神仏を信じているか、

それとも、法を学びながらも実行しない人たちでありましょう。 

 神仏を身近に感じられる人は、法を信じ、実生活に生かしている人で

あります。それぞれの人の心の浄化度、愛の奉仕の度合によって、その

悦びもまた異なってくるものと思います。 

 神仏を信じ、その大いなるお計らいに報恩感謝している心の深浅、豊

かさによって、その人の心にもまた、豊かな幸せがいただけるのではな
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いでしょうか。 

 神仏は、唯一なり、今生、主がお説きくださった法を学ぶことから、

幸せの門は開かれるのです。実行することによってますます大きくその

扉は開かれていくのであります。 

 諸々の人たちよ。迷える衆生よ。唯一の神仏の存在を知らねばなりま

せん。唯一の、神、仏は、名誉、地位、金、財産を与えることはしませ

ん。それらのものが満たされることをもって、人間の幸せと錯覚してい

る人たちよ、目覚めるがよい。それは、誠に誠に愚かなことといわねば

ならないのです。 

 今、自分の両の手に握っているもの、握ろうとしているものを改めて

見直すがよい。果たして、それは神仏の悦びとされるものであろうか。 

 この世だけの幻の喜びに酔いしれ、それを人々に叫び、人々を、世を

毒してはいないだろうか。 

 名誉、地位、金、財産を得ることがこの世に出てきた目的ではないし、

無上の喜びでもない。それは人間がこの世を生きるための一つの方便と

して作ったものにしか過ぎないのです。 

 それはこの世から持ち出し、魂とともに永遠の世界にまで持ち運ぶこ

とは不可能なことであります。誠に誠にこの世だけのものなのです。 

 人は、誰しもがその肉体を持ち帰ることができないように、この地上

界における修行のための一つの方便にしか過ぎないのであります。 

 迷うではない。特に、ペンや電波によって情報を流す環境にある人た

ちはすべて己の心に忠実に生きねばならないのです。それは、神仏の心

よりはずれた思いや行いであってはならないのであります。人々に害毒

を流し、人々の心を毒してはならないのです。 

 地球上のあらゆる指導者たちよ。目覚めねばならない。今、自分が成

そうとしていること、自分が考えていることが、神と主のみ心に沿うも

のであるかどうか。見直さねばならない。 

 神と主によって、今自分がその指導的立場をお与えいただいているこ

とに気付かねばならない。主が、この地にお姿をお現しになられてお説

きになられた、み教え（法）を知らねばならない。急ぎ来たり、学ばね

ばならない。すべて、すべてが、「己を生かし他を生かす」という、愛

の思いと行いでなければならない。 

 人々よ。あの永遠不滅の輝きをお与えくださっている、太陽を仰ぎ見

るがよい。そして、あのお姿のように無所得の愛を無限に捧げなければ

ならない。 

 この地に、主の光を求めるがよい。 
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 主にたいして きびしき冬日の中にも春のような法の光とぬくもり 

        とをいただき 

        この幸せを捧げ感謝いたします。 
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【法の中に生きるとは】1993-3 月 

 私はこれまで入院しておられる法友を見舞うことが度々ありました。

沢山の入院患者を眺めていると、一生懸命にテレビにかじりついている

人、雑誌か何かの本を読んでいる人、ただぼんやりと天井を眺めている

人等さまざまな光景が目に入ります。私の小さい体験ですが、この中で、

ただぼんやりと天井を眺めている人が非常に問題ではないかと思いま

す。 

 このぼんやりと天井を眺めている人は、おそらく毎日毎日同じ天井を

眺めて染みの数でも勘定しているのではないかと思います。おそらく楽

しい思いや、悲しい思いや、苦しい思いの世界をつくり、その中で苦し

み悲しみ恨みの思いをつのらせておられるのではなかろうかと思いま

す。また、中には本当に何も考える力のないままに、ぼーっと過ごして

おられる方もおられるのではないかと思います。 

 本も読まない、回りの人々とも話さない、テレビも見ないという人は、

とても危険な心の状態のように思えるのです。僅かの体験だけでこのよ

うな判断をすることは、非常に危険なことかもしれませんが、もうろく

現象の人々を観察していますと、大抵これまでから本を読まない人に多

いように思われてなりません。 

 いくら本を読むことが好きな人でも体調が悪い時などはなかなか読

めません。しかし、心身ともに調子が好調な時は、食事も睡眠も忘れて

読みふけることがあります。そしてその読もうと思った本を全部読み終

えた時の爽快感はまた格別であります。これは、その体験をしない限り

その悦びを味わうことはできません。 

 ましてや、高橋信次先生のご本であれば、その読後の悦びは、その回

数を重ねるごとに益々大きくなるとともに、法の真実がいくらかずつで

も心に染みとおってくるので、ともにその悦びは倍加、倍倍加してくる

のです。何か急に自分自身が大きく大きくなったような感情に包まれ、

見るもの聞くもの総てが大きく変わったような思いになることがあり

ます。 

 まるで急に偉大な光の天使にでもなったような自分に浸ることがあ

ります。 

 法を求めるということは、それぞれその人によって違うと思います。

では何故違うのかと考えて見ますと、法を求める思い、といいましょう

か、神仏のみ心を知りたいと思う心、そう求める心、即ち求心力の強さ、

弱さによるのではないかと思います。 

 現在、法に帰依しておられる方々でも、その求心力は一定ではありま
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せん。素晴らしいと思うんだけれど、これ以上はなかなか中には入って

いけません。といって、法の門の前で行ったり来たりしている方もおら

れれば、ぐいぐいと一心に法を学ぼうと学習会やビデオ会に通っておら

れる方もおられます。 

 何故に同じこの世に生をいただきながら、こうも大きく違うのでしょ

うか。きっとどなたもこのようなお考えをお持ちになられたことがある

と思います。 

 それは、この世に出る前のあの世の次元が大きく左右しているのかも

知れません。 

 私は、たかだか十数年しか法を学んでいないくせに生意気なことを言

うようですが、自分の回りにおられた過去偉大な天使の今生における生

き様を眺めさせていただいてきた中では、勿論魂の次元というようなも

のもあろうかと思いますが、低い次元の私にはそのようなことは分かろ

う筈もありませんが、この自分の目で体験したものでは、やはり、今生

のその一人一人の心のあり方にかかっているのではなかろうかと思い

ます。 

 やはり、人間としてこの世的に、常識、礼儀、感謝という基本姿勢が

最も大事なことではないかと思います。如何に過去大天使であろうが、

過去は過去であって、過去をいくら現在のこの世に振り回していても、

自ずと法が心に理解され、また実践できるというものではないと思いま

す。やはり、高橋信次先生から教えていただかない限り、今生、法を語

れる人はいないのではないでしょうか。 

 今生多数の法なり、高橋信次先生を語る人は非常に多いようでありま

すが、まず、高橋信次先生に師事していない限り、法については語れる

筈もありません。もし、そういう方がおられたとしたら、その人ご自身

の考え、つまり思想であって法ではありません。 

 ご承知のように、法とは、主、高橋信次先生がこの世で体験された総

てであります。そのご体験が神理なのであります。 

 そのご体験をかつてなされた方に、ゴーダマ・ブッダがおられ、イエ

ス・キリストがおられるのであります。その方々がかつて説かれた神理

は、幾千年を経た今日では悟りもしない人たちの考えが入ってしまい、

神理はもう神理でなくなってしまったのであります。故に地球には法が

なくなったために、人間一人一人がそれぞれ気ままな身勝手な考えや行

動をするようになってしまったのです。 

 このままでは、この地球上を卒業してゆく人たちすべてが自分の帰り

行く先も分からないまま、自分の信ずる世界、死ぬときに思っている世
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界に帰ってゆくのです。即ち、地獄の世界に総ての人が落ちていってい

るということであります。このままでは、人類が滅亡してしまうのであ

ります。人間はこの世に出るためには、天上の世界に帰りつかないとこ

の世に出てくることはできないのであります。 

 故に、天上の筆頭の大大光の天使、主が今生この地上にお出ましにな

られたのであります。 

 私たちはこのことをしっかりと心に明記しておかなければならない

と思います。 

 かつて、主には、このようにお話しくださいました。 

 『語る者は多い、しかし実行する者は少ない』 

 この私自身もかつてはそうでありました。実行なくして語ることばか

りやっておりました。そして、そのこと自体が法を実践していることだ

と錯覚いたしておりました。そうしているうちにだんだんと自分自身の

心が苦しくなり、心身が不調和になっていきました。そうです。私たち

はお導きいただいている通りに実行しなければならないのです。 

 その実行の仕方は、前にも述べましたように、まず、「心の発見」「人

間釈迦」を順序正しく（一九九一年二、三月参照）熟読することから始

めることが大切であります。 

 法友の中でもなかなかご本が手に取れない、なかなか読めないという

方がおられます。また、法の学習をしている中で、ご本を読んで十分に

自習していないために、自信がない方もおられます。よくそんな人とお

話しをしたことがありますが、大抵小さい時から本を読む習慣を身につ

けていなかった。本を読むことが嫌いだったという人が多いように思い

ます。そういう方は、その方ご自身の知恵で耳学問とか、テレビ学問を

通じて学んできておられるように思います。しかし、法の学習は、そう

はいかないのです。やはり、ご本を何回となく読むことが大事だとお教

えいただいております。 

 さあ、子供の時から今日までの本が好きでなかったことは一寸横に置

いて、これからどうしたら、ご本が読める自分になれるだろうか、とい

うことを一つ考えて見ましょう。 

 第一に、今の悩みや苦しみから何とか救われたい、救って欲しいとい

う強い願望があるかどうか、ということであります。次に、何も今苦悩

というものはないけれども、長年探し求めていた、人間はどうしたら正

しく生きることができるだろうか、どのような生き方をしたら幸せにな

るのだろうか、ということをぜひとも知りたい、学びたい、その聖者の

お話を聞きたいという願いを持ってきていたか、ということではないか
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と思います。 

 その求める心が、ご本を何とか読みたいという行動につながっていく

のではないかと思います。 

 かくいう私は、昭和四十八年頃に「縁生の舟」というご本を義兄より

いただいたのですが、何か恐ろしいというか、気持ちが悪いというか、

そのような気持ちでなかなか長年の間自分の手に取って拝読するまで

には至りませんでした。 

 主のお導きによりますと、ご本を読めない人は、何かついていてそれ

が邪魔をして読ませないようにしているのだとのことでした。読むこと

によって今まで支配してきた人間を今後は支配できなくなる、自分達魔

にとって重大なこととなるので読ませない、聞かせないようにしている

のだとお教えいただきました。きっと当時の私にもそのようなものがつ

いていたに違いないと思います。 

 ご本は、自分の感情によって思い付きで読むのではなく、毎日の生活

の中で如何なることがあろうとも、自分で決めたページ数は必ず読むよ

うに努力することが大切であります。読んだり読まなかったりでは、も

う自分の思いに左右されている状態であって、それではいくら読んでい

ても、心には入ってはいかないと思います。ご本を拝読することにも、

自分に厳しく厳しくといった態度が大事であります。ましてや、寝転が

っての勉強は、申し上げるまでもないことであります。自分の魂を救っ

てくださる大大光の天使に対して、少しでも失礼のないように努力し、

身も心も正して学ばせていただく心がけが大事なことと思います。 

 ご本を読ませていただく中で、一字一字に心を集中し、雑念を排除し

て読み続けられるかどうかということであります。すぐあきっぽくてな

かなか集中して読めないとか、いくら読んでもなかなか心に入らない、

または、読んでも読んでもすぐ心に残らない、覚えていなというような

方もおられるかと思いますが、こうして学習して考えて見ますと、小学

校へ入学した一年生の当時のことが思い出されます。その当時の自分と

一緒ではなかろうかと思います。ここで改めて何故心に入らないのか、

覚えていないのか、もう既に皆様にはお分かりのことと思います。そう

です。今思いつかれたことが原因なのですね。 

 こうして考えて見ますと、世の中には一人として頭が悪くて記憶力が

ないという人はいないということになりますね。そうです。世にいう記

憶とは頭ではないのです。心なのです。自分の心が調和して生きている

かどうかということが決め手になるということであります。心が常に整

理されていて直ちに何事にも集中できる心の人間であるかどうかとい
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うことが大事なことであります。それは、言わなくてもいいことでしょ

うが、生まれた環境、両親との調和度に大きく関わっているということ

であります。 

 それを取り戻す、真の自分を取り戻すことを、主には、お導きくださ

っているのです。何十年たった今日でも決して遅くはないのです。取り

返しがきくのです。有難い、嬉しいことではありませんか。この世に何

十万という教えがあると聞いておりますが、この法、神理によらなけれ

ばどのようにしても取り返しがつかないのであります。神仏の光に出会

い、本来の神の子としての自分を取り戻さなければ真の自分を発見する

ことはできないのであります。でないと自分を知らないままにこの得が

たい一生を終えていくのであります。 

 私たちは時間の許す限り、日夜、主のご本を拝読し、さらには主のご

講演のビデオを拝見して法の学習に努めることが大切なことです。そし

て漫然と聞くのではなく、聞き終わった後、整理してみて前回お聞きし

たときよりもどこがより深く学ぶことができたか、または、初めてこん

なことがわかったというようなことを細かくノートに整理し、心に落と

すように努めることが大事だと思います。また、分かりにくい難解なこ

とは、ノートに絵を書いてみて理解を深めることも大事なことと思いま

す。 

 なかなか言うは易く行うは難し、という諺のように法の実践は難しい

ものでありますが、何時も自分の心に求める心があるかどうか、また、

主のみ教えに対して感激と感動、悦びがあるかどうか、常に我が心を見

つめて生きていくことが肝要なことと思います。感激して何時も涙を流

している人だからといって、必ずしも心が素晴らしい人とはいえません。

何のご縁もない人のお葬式にお参りして、親族よりも大きな声で泣く人

と一緒の人もいるということであります。そういう人をもって感情に走

る人といいます。分別のない人といいます。人のものも自分のものも見

境のつかない人ともいいます。本当に悲しんでいる人は、人前で大声で

泣くような慎みのないようなことはしません。むしろ自分の心を引き締

め慎み深く生きておられます。 

 法を学ぶ前に常識、礼儀、感謝が特に大事なことがよく分かります。 

 主のお弟子であった人が、主がお亡くなりになられた途端、主のお弟

子でもなかった人に弟子入りして、法を学ぼうとしていたら、皆様どの

ようにお思いでしょうか。主がお亡くなりになられたことによって主が

おられなくなってしまったと、その方は思われたに違いないのです。も

しもおられたらそのような失礼な行動はとられなかったと思います。 
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 主がお亡くなりになられた、おられなくなった、ということは、肉体

がなくなったということであります。即ち、形が物が消滅したというこ

とであります。しかし、肉体が亡くなろうとも、魂は消滅することはあ

りません。ここのところを主から十分にお教えいただいていたにもかか

わらず、いくら主がご生前の時側近くお仕えした方でも、法ということ

が心に落ちていないとこういった過ちを犯してしまうものであります。 

 過ちは誰でも犯しやすいものである、お詫びすればそれで許される、

それでいいんだというものではありません。世の中には、許されること

と許されないことがあります。主のお教えをいただいた者として、こう

いった間違いは当然のこと許されるものではなく、永遠にその責めを負

って生きねばならないものと思います。 

 何故ならば、光に満ち満ちた環境をいただき心血を注いでのご指導お

計らいをいただいたにもかかわらず、その光、法ということが分からな

い愚かさのために、後においてそのいただいた主の法を魔に売ってしま

ったといっても過言ではないと思います。光の世界から魔の世界へ、そ

れは大変大変な過ちであります。そして、それは一人自分だけの責めだ

けですまされるものではなく、その行動によって多くの人々の心を毒し

てしまったことに気づかねばならないものと思います。 

 人間というものは、どうしても自分の心を法によってより正して生き

ることが甘くなりがちとなります。日々の心を正す反省の精進がおろそ

かになっていきますと、どうしても我が心は閉じていきます。心を通し

ての神仏との対話ができなくなってしまうと、暗い心の人間になってし

まいます。 

 しかし、自分の正しい心の浄化に問題があることに気づかないと、ど

うしても道を求めるがあまり、霊的な現象に走るか、形を編み出しその

方向に大衆を引っ張っていこうとします。または、外国の聖者というも

のを探し求めてそこへ走るとか、聖者の遺跡巡りに走ろうとしがちであ

ります。仲間との親睦とを兼ねた旅行というのであればそれもいいこと

でしょう。しかし、法を求めての道としては全く間違いであります。 

 法は何の苦労もなしに、学び実践するように、主には分かりやすくご

本やご講演のカセットやビデオを残していってくださっています。そし

て、かつてのインドやイエスの時代の法がなくなってしまった今日、著

書としてあるいは講演のビデオやカセットとして残しておけばいつい

つまでも残り、法が消えることはあるまいとご配慮いただいたのであり

ます。にもかかわらず、主のご昇天間もない今日、私たちは幾多の過ち

を犯してしまいました。誠に申しわけのないことであり、その責めの一
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端を担うものであります。 

 今こそ私たちは再び初心に返り、襟を正して法について再学習しなけ

ればならないと思います。その一番大事なスタートは、法とは何か、と

いうことを心で理解することであります。それには、前述しましたよう

に、ご本によって学習し、またビデオやカセットによって学習し、それ

を生活の中で実践することであります。その一日が終わった段階で、そ

の一日の中で正しく見たか、聞いたか、思ったか、話したかということ

を点検し間違いがあったら、修正しなければなりません。同時に今日ま

での過去についても反省に努めなければなりません。このような日々を

生きることによって、必ずやその人の道は開かれるものと信じます。 

 もし、今心が苦しんでいたとしたら、心に思っていることか、行って

いることに原因があることに間違いないのであります。それを八正道に

よって正し、一時も早く安らぎを取り戻しましょう。 

 そして、片時も神仏を忘れることなく、常に神仏を置いてものを思い

行うようにしましょう。どんなことであろうが、神仏のお計らいによっ

て今をいただいているのであります。もしも暗い思い行いの中にいると

したら、そこには神仏を忘れた思いと行いをしているのではないでしょ

うか。 

 今日、主、高橋信次先生を語る人が非常に多いと聞いております。誠

に有難いことであります。ただ大事なことは、いたずらに過去のことを

追いかけて生きていては、自分の心の成長とはなりません。主のお悦び

になられる道は、法を正しく実行し、その体験した悦びを回りの一人で

も多くの人に伝えることであります。 

 また、主のみ教えを語る会があっても、そこには法があるかどうかを

よく確かめてから出席することが大事なことであります。主のみ教えを

語ってさえおれば、そこには法があるとは言えません。正しく法を実行

している集まりであるかどうかということが大事なことであります。で

ないと、自分の美しい心を汚すこととなりかねないからであります。 

 法がないとしたら、そこはただ主の思い出に浸る集まりでしかありま

せん。しかも、その会を世話している人の精進努力により、場合によっ

ては自分の心を毒されることとなります。だから何べんでも言わせてい

ただきますが、いくら高橋信次先生の御名があろうが、法があるかとい

うことが非常に大事なことであります。この大事だということが分から

ない人は、もう既に法の分からない人といわねばなりません。 

 法ということ、正しいということが真に心から理解されていなくては、

法を語る資格はないものと思います。でないと法灯がどんどん消えてい
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きます。法が消えていくことは、独り指導者の責任ばかりではありませ

ん。法を学んだ一人一人の人にもその責任はあります。その一人一人が

真実正しく学び実践し、人々に語ったか、日常生活の中で真に正しい行

動をしたか、によって直接語りかけないまでもその姿によって法を崩し

ていっているのであります。その責任は重大といわねばなりません。 

 主には、尊いお命をかけられてのお悟りでありました。そうであれば、

学ぶ私たちの心の有り様もまた命がけでなかったならば、真に神に、主

に選ばれた神の子とは言えないのではないでしょうか。私はこのように

思います。 

 法が消えつつある今日、主にはどのように思われておられるかを我々

は常に考えてみることが大事であります。 

 私たち一人一人の心に法灯が消えないで光輝いてあるかどうかを確

かめましょう。そして益々巨大な光となるように精進努力しましょう。 

 最後に、一人でも多くの人々にこの偉大な法をお伝えしましょう。 

 

 神と、主に対して何としてでも法が消えていかないように努めること

をお誓いいたします。 
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【最近の学習会でいただいたこと】1993-4 月 

 ある方とちょっとした雑談をしていたときのことです。 

 「この間、いつものように月刊誌を配っていたときのことです。大抵

の人は、ご苦労様、いつもいつも有り難うございます。と、言われるの

ですが、時折、今月は遅かったね。もっと早くならんがかいね。と言わ

れる方がおられるのです。その時私は、ムッとするんです。こんなに頑

張っているのに。ひどい言い方をする人や、と心の中で思うことがある

のです」というお話を聞きました。 

 私は早速その方に次のようにお話をさせていただきました。まず、相

手の方が「今月は遅かったね」といわれた言葉を心の中で止観してみる

ことが大事です。自分中心の心、即ちいつも月刊誌の発行では苦労して

いる、という思いがあると、相手の人が善意で言っていることでもカチ

ンとくる場合があると思います。 

 そのカチンと受ける心がある間はその方の所には配達しないことで

すよ。もし、その方からどうして私の家だけ配ってもらえないの、と聞

かれたら「私はまだまだ未熟であなたの言葉を聞く度に心が揺れるので

失礼しております。一日も早くもっと立派な心を作って、どんなことで

も心が揺れないようになったら配達させていただきます。それまでは、

誠に申しわけありませんが取りにきていただけませんか。お願いします」

と、お話されたら良いと思います。それによって、その方も自分の話し

方とその時の思いについて反省され、貴方も毒を食べないし、双方が生

かされることになりますね。 

 その後、ある方がこの話を聞かれて「自分はこれまで時々、隣近所の

人に物のおすそ分けをしてきたけれど、人によっては感謝されないため、

その人に対して不平不満の心をもっておりました。しかし、このお話を

（上記）を聞いて、自分は間違っていた。これからは無所得の心で誰に

も思いやりの心をもっておすそ分けをしなければならないと思いまし

た」ということを話されました。 

 私はその方に対して、月刊誌の場合は月極めで購読しておられるのだ

が、貴方の場合は、回りの人々に対して絶対に配って回らなければなら

ないことはないのです。ですから、喜ばれる人の所だけ持っていかれれ

ばよいのですよ。人によっては、あの人は不潔だから欲しくない、と思

っている人もいるかもしれないし、また、あの人と隣近所のお付き合い

をしたくないと考えている人もいるかもしれませんからね。そこの所を

自分中心の思いではなく、正しく止観された上で行動されることが、自

分を安らぎの中におくことができるのです。と、お話をさせていただき
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ました。 

 これこそは、全く正法を学ぶ者にとって、基礎に当たる方程式ではな

いかと思います。即ち「己を生かし他を生かす」ということであります。

この方程式、つまり法が心の中で理解されていないと日常の諸問題につ

いて法によった処理ができなく一般の人と何等変わることのない苦し

みの中に生きることになるものと思います。 

 この学習課題は、その後何日間か話題をまき散らしたようであります。

いろいろな方のいろいろな理解の仕方を聞き、法を学んでいてもしっか

りと心に整理をする勉強の仕方をしていないと正しく心に定着しない

ものだなあ、と思いました。 

 

 また、ある学習会のことでした。 

 一番バッターのある方が、何時もお決まりのようにご主人様のことを

お話されました。それは、自分のことは棚に上げて、主人がもっと法の

学習をやってくれたら、また、私に頼らないでしっかりと自立してくれ

たら、といったようなことでした。 

 私はその方の心の波動を見て、その方に対して『貴方様はここのとこ

ろ体は健康ですか』と、質問をさせていただきました。「一、二ヵ月前

から右腕が調子が悪いんです」『では、ご主人様ともっと話し合いをさ

れてみたらどうでしょうか』と、申し上げました。 

 九日後の学習会には、この間よりずっとお元気なお姿が見られたので、

私はお話を聞く前から、ああーこの方はその後お悟りになられたなあ、

心身ともにお元気になられてよかったーと、思いました。順番がきて、

その方のお話になると「自分は今日まで少し早く法に触れたからといっ

て、何時も主人や友達の先生になり、自分は何も心の積み上げをしない

で、人を裁いてばかりいたので手が痛むようになったことが分かりまし

た。それからは、その貧しい心を反省していったときに自然と治ってし

まいました」という嬉しいお話を聞かせていただき、参会者一同心から

感動いたしました。 

 その後、ある若い奥様のご主人様との調和の話を聞かせていただきま

した。 

 「ある日のこと、朝起きたら主人が珍しく掃除をすませ、その上煮物

までしてくれ、起きてきた私に、ハイお茶をどうぞと差し出してくれま

した」という話をされたのです。聞いておられた多くの方々は、何とま

あーやさしいこと、とびっくりされたような様子でした。 

 私は『では、その時貴方様は、ご主人様に対してどのような感謝の言



502 

 

葉を出されたのですか』と、お尋ねいたしました。「何も言いませんで

した。むしろその煮物の味加減に対して文句を言いました」と、言われ

ました。 

 『貴方、嬉しいわ。こんなことまでしてくださって本当に嬉しいわ。

さすが、私の選んだ旦那様。といったような嬉しい言葉のありったけを

並べて悦びを相手に伝えるようにされたらいいですね。その上で、さら

にホッペにチュッとしてあげたら、もっともっと悦ばれるのではないで

しょうか。しかし、貴方様はこれまで人様に対して感謝の言葉を沢山出

してきましたかね。お母さまに対しても、如何でしょうか』 

 「感謝の言葉をあまり使ったことがありませんでした」 

 『そうしますと、いくら愛する愛する人と結婚したからといって、こ

れまでにやってこなかったことを急にやろうと思っても出来ないもの

だということがお解りになったでしょう。今出来なくても結婚したら愛

する彼のために何でもしてあげるわね、といくら思っていても実践経験

していないことは何一つできないのです』ということを話させていただ

きました。 

 ここでも考えて見ますと、これまで自分を大事にしてこなかった人が、

急に立派にやれるものではないということが分かります。ましてや、正

法の世界は、法を学び実践の積み上げがないと、単なる耳学問だけでは、

何年経とうが、前進というよりも後退の憂き目に合うことは必定のよう

であります。 

 いくら夫婦であろうとも、親子であろうとも、嬉しいことは何も言わ

なくても独りで伝わるということはありません。やはり具体的にその悦

びの言葉を出して相手に伝えることによって、相手も悦び、また、話し

ている自分自身もより感動が増してくるものではないでしょうか。正し

い言葉というものが如何に大切かということが解ります。 

 それには、日常そのような環境の中で生活していなければいざという

時、悦びの言葉、感謝の言葉を出そうと思っても、なかなか出ないので

あります。何時も何時も人を恨んだり愚痴ったり妬んだりしている思い

と行いのなかに生きている人が、急に嬉しい言葉、悦びの言葉、感謝の

言葉等々、神仏に届く言葉は出せる筈がないものと思います。 

 このようにいろいろ考えて見ますと、言葉やその前の思いというもの

によって如何にその人の心が、神仏にも通じ、また、地獄にも通ずるか

ということが納得されます。そして、その結果はその人の心は明るくい

やがうえにも明るくなりもし、また、暗く暗くこの上もないほど暗い心

となり、その容貌も恐ろしいものとなり、地獄に魂までも売り渡してし
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まうことにもなりかねないのであります。要は、日々の自分の心が明る

くて感謝の思いに満ち満ちているかということが、人間の人格というこ

とではないかとさえ思います。 

 是が否でもあのまばゆい太陽様のような心にまで自分を昇華させた

いものですね。 

 その若奥様とお話をしているうち、その奥様の周辺に動物霊が姿を見

せてきたのです。これまで二、三回お会いしてきたのですが、その時は

彼らも警戒していたのか、その姿を現さなかったのですが、今度はどん

な陽気のせいか、ひょっこり現れたのです。しかしその顔は、そんなひ

ょっこりといった漫画的なおどけたものではありません。今回の時だけ

特別なものではなく、皆すべて彼らの容貌は凄く厳しいらんらんとした

目付きをし、隙あらば支配しようと狙っています。動物園で見るような

やさしい顔つきではありません。 

 そういうオジサンが顔を出してきたのです。その様は、池を覗いてい

ても初めは魚の姿がみえなくても、やがて時間が経つとやんわり、でっ

かい大物が下のほうから浮き上がってくるようなものと似通っている

ように思います。そのようにご想像されたら良いと思います。 

 私は早速その若奥様に『貴方様はこれまで何かを信じてきましたか。

信仰というものでなくても、何か信じてこられませんでしたか』と、お

尋ねいたしました。 

 「何も信じてはいません。何もありません」と、言いながら考えてお

られたのですが、一向に思い出せないご様子でした。ところが、横に座

っておられたお母さまが「あんた中学生の時、よくコックリさんをやっ

ておったがいね」と言われ、その方もやっと思い出されたようでした。 

 信ずるということは心に焼きつくといったようなことではないかと

思います。それが正しいものであれ、正しくないものであれ心に染みと

おっていくもののように思います。それによって、正しい信念であれば、

その信念の強弱によってその力もまた強くもなれば弱くもなるが幸せ

の中に生きることが出来ます。正しくない信念は、やがてその人間を毒

し、狂わしてゆくことになるでしょう。 

 そして常に過去に対する反省というものがないと、忘れていてもその

者たちは常に同居しているのであります。そして自分たちを忘れている

と、あの頃は随分と世話になったくせにその恩を忘れている。一発やっ

つけてやるか、ということで、いろいろな不幸な目に合わされることが

多いのであります。そのような状況の中で病気になったからといって、

いくら名医に診断してもらおうが、解る筈もないことであります。です
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から、過去から今日まで自分の心を占めてきたものがその時その時なん

であったかを反省して見ることが大切なことであります。 

 信仰ばかりではありません。ある特定の人間を尊敬する余り、その言

動の総てを信じてしまった。また、自分の両親を尊敬する余り、その言

動を総てのように信じ込んでしまったというようなこともあります。 

 法とは、神仏のみ心であります。そのみ心によって、私たち神の子は

生かされているのであります。ここのところをよくよく考えてみてくだ

さい。ここの所、つまり法ということが心の中で真に理解されてきます

と、法以外に信ずることは何もないように思います。 

 これまで信じてきたものでももうとっくに忘れている場合が多いの

であります。その信じているものを反省しましょう。 

 このように心の片隅には信じていた者が巣くっているのであります。

そのままの状態でいきますと、生涯その人は何が何だか解らないけれど

も、時折心が平穏でない状態があると思います。もっと悪さを仕掛けて

くるかも知れません。この世を去ったときはきっと大変だと思います。

それだけに、私たちはこれまでの自分の信について厳しい反省を行い、

正しい信のもとに生きねばならないのであります。正しくない信のもと

に生きていますと、必ずといっていいほどその信の支配下にあり、その

者たちはその人の所に来ております。 

 このようなことを考えてゆきますと、例え自分が信じていなくとも、

勤めている会社の経営者の信仰の波動を受ける場合もあることは間違

いないことだと思います。それだけにどこにあっても我々正法者は、常

に大宇宙大神霊・仏を信じ、心に常に念じ、己を大事に大事に生きねば

ならないのであります。 

 自分を大事に生きるということは、自分の魂を大切に生きることであ

ります。自分の魂を汚さず傷つけず、ますます清らかに美しく浄化して

生きることであります。そしてまた、その間違った信は、己だけではな

く、回りの人までをも知らず知らずのうちに汚染してゆくのであります。

やがてはその人の心を縁として正しい組織さえも破壊させてしまう危

険があるのであります。 

 法に触れた悦びに対して報恩感謝があるとすれば、当然のこと、これ

までの間違った信を一日も早く追い出してしまうことが真の報恩感謝

への道であり、己にとって真に安らぎの道となるのであります。 

 最後に、前記の若奥様はその後、めでたく，女校長先生を卒業され、

ご主人様のホッペにチュッを四回もされるようになり、ご主人様はます

ます奥様に対する愛と尊敬の念を深められ、法のお話を悦んで聞かれる
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ようになられたとのことであります。やがてお二人で勉強会に来られる

日も真近いものと思います。 

 

 主よ この有り難い偉大な法をこれまでよりもさらに一段と大きく 

    叫ばせていただく覚悟でございます。何とぞ迷い多き我らを 

    お見守りお導きください。 
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【学修に当たり今特に大事なこと】1993-5 月 

 法は、太陽が東から昇り西に沈んでゆくお姿のように永遠に変わるも

のではありません。 

 世の中によくあるような、社長が代わったから会社の方針も変わった

とか、教団の責任者が代わったから教義も変わったというものではあり

ません。 

 特に、神理を伝える人が交替したからとか、年月が経ったからといっ

て、神理は変わったり、偏ったりするものではありません。永遠不滅で

あります。 

 主には、法の実践にあたっては「人を頼りとすることなく法を頼りと

せよ」と、お諭しくださっているのであります。人を頼りとして生きて

いる人は、法が理解されていない人と言わねばならないでしょう。逆に、

人を頼りとか、人を中心にという意味も解ってはおられないのではない

でしょうか。私は永年このことについて何回も訴えてきました。法に帰

依するためには、まずこのことを心に充分に落とさない限り、その正し

い実践はできません。 

 法は、お寺さんとか、教会で指導していることと、どこか共通してい

るものでは絶対にありません。 

 法とは、神仏のみ心であります。悟られた方のご体験の総てでありま

す。神仏のみ心ですから、悟っていない人には説くことはできません。

これまでに地球上で、法を説かれた方は、ゴーダマ・ブッダがインドに

出られ難行苦行の末悟られて、慈悲を説かれ、多くの衆生を救われまし

た。その後五百年後に、イスラエルの地にイエス・キリストが出られ、

愛を説いて衆生を救われました。また、モーゼは、現象によって神の道

を民衆に説かれ導かれました。 

 この三人の光の大天使が説かれた教えが、文証（慈悲）、理証（愛）、

現証（現証）の三証が一つになって、法となっていることをお教えいた

だきました。ですから、そのうちの一つの証が欠けていてもそれは法で

はないのだと、お教えいただきました。ここでも、どこにでもある教え

と違うことがお解りのことと思います。 

 心の発見が、神理篇、科学篇、現証篇から成り立っているのも上記に

よるものであります。 

 しかしながら、三人の偉大な光の大天使が説かれた教えも、年月が経

過するにつれて、その時代時代の人達の考えが入ってしまったために、

その神理は光のないものとなってしまい、人々に勇気と希望と悦びとを

与えることができなくなってしまいました。このために、主といわれる
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上上段階光の大天使が、この日本にお出ましになられ、困苦欠乏、艱難

辛苦の末、お悟りになられて、釈迦の教えもイエスの教えも皆一つのも

のであり、皆同じ神のみ心を説かれたものだと、全世界の衆生に対して

神のみ心をお説きくださったのであります。 

 正しい神理は、人間の考えたもののような時代によって変わるもので

はなく、永遠に不変不偏不滅のものであると説かれました。神理は、人

間が考えた思想のような闘争と破壊を生むようなものではなく、如何な

る人々の心にも永遠の幸せを与えてくださるものであることをお教え

くださいました。 

 読者の皆様には、何故今頃このような分かり切ったことについて、再

び書くのかと疑問を持たれた方もあるかも知れませんが、私は、各地で

お話をさせていただいている中で、法については、何回でも何百回でも

叫んでおくことが大事であると痛感しているからであります。 

 学修会に来てくださっている方の中には、法についての疑問があって

も、男気がなくてなかなか質問することができずにいる人達が多数おら

れることを知ったからであります。また、知っているつもりでいても、

いざ実践となると理解していない人がおられることに気付いたからで

あります。法の学習は、先に進むことよりも、何回でも後戻りをしなが

ら学習することが大事なことと思います。 

 それから、何故、有名でもない未熟な田舎者が厚かましくも、主の御

名を叫んでいるのかと、やはり疑問をお持ちの方もおられるようにお見

受けいたしましたので、このこともよくよくご理解していただきたいと

思いました。これらのことはこれまでに発行させていただきました百二

十六冊の月刊誌を始めから順次熟読してくだされば、殆どその疑問が解

けるものと思います。是非ともご購読くださいますようお勧めいたしま

す。 

 その上で、この丸山が何故、毎月富山を始め大阪にまで出かけて、法

の学修会を開いているのか、ということを一日も早くご理解してくださ

り、学修会にご参加、ご入会くださればまことに幸せに思います。 

 「高橋信次先生の法を学ぶ会」は、主のご意志にできるだけ添うよう

にとの願いから、まず三法に帰依された人達の集まりであることを掲げ

ました。そして会費というものは大自然のように集めないことを信条と

してまいりました。勿論、入会退会は自由であります。 

 教団というほどではありませんが、その中心のところをサンガーとし、

人の上に人を置くような組織は置いてはいません。お世話人の方は、皆

平等の立場で、集まってこられる方々の足を洗わせていただくという報
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恩感謝の誠心を捧げさせていただく精進をさせていただいております。

何はともあれ、法とは何かということを、充分に心の中にたたき込んで

いただきたいと思います。 

 法とは行なり、とお教えいただいております。法を実践することなく、

ご生前の主を追憶することだけにとらわれていたり、あるいは形だけの

実践のない学修会をどれだけやっていても、心が満たされることなく、

ただ疲れるばかりであります。法がないからであります。 

 法とは、己を生かし他を生かすものであります。法は、命がけの精進

努力により、初めて自分の心が高められ、また回りの人々の心も高めら

れてゆくものであります。 

 主が、ご講演くださいましたカセットテープを一つ取り上げて考えて

見ても、ご縁をいただいた一人一人が直接聞かせていただくことによっ

て、主の言魂に触れさせていただき、己の真我なる心に、主の言魂の波

動と光の波動とをいただくためにお作りくださったものであります。そ

の波動をいただいた心ある魂達は、感激と感動に胸が高鳴り光に向かっ

て立ち上がってゆくのであります。故に、その間に私達の私意が入って

はならないのであります。 

 また、テープを自分の都合によって、勝手にダビングしておられる向

きがあるやに聞きますが、そのことは、主の言塊を二つにも三つにも引

き裂くこととなり、法に帰依する者としてまことに恥ずべき行為と言わ

ねばならないと思います。 

 真に我が魂がお慕いし、ご尊敬申し上げているならば、当然そこのと

ころに気付かねばならない筈であります。また、心から法を求めておら

れ、この教えこそ絶対に間違いのない正しい神理だとお思いならば、当

然のことそこに気付かれる筈であります。 

 私達は、主がなされたように、命がけで法を求め、命がけで学習する

ことが大事であると思います。 

 神仏のみ心に目覚めた人の前には常に神仏はいませりであります。常

に我が心を見守ってくださっているのであります。その証（あかし）は、

夫婦、親子、法友、隣人その他如何なる人との出会いに対しても、常に

その三角形の頂点に神仏がおられ、いまのこの場をお計らいお与えくだ

さっていることを自覚したとき、無上の悦びと感謝感激がいただけるの

であります。決して、その相手との間に感情的な波動が波打たないので

あります。 

 如何なる場であろうとも、ただ今、神仏がこの方との出会いをお計ら

いくださったのだという感激と感謝の心を持つように努力をしていた
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だきたいものと思います。 

 まことにお恥ずかしい次第ですが、非常に怠惰な私は、心行・祈願文

を拝読させていただく中で、度々心が揺れることがありました。何故こ

のような不謹慎な心の状態になるのだろうかと、何年間も考え、心を見

つめ、自問自答し続けてまいりました。その間、心行の一節を一息で拝

読することを思い付きました、一呼吸はこの人間の一生に当たるのだと

考えたからでした。 

（注：心行を上げるとき、深く深呼吸し、一気に息を吐き切るまで読ま

せていただくようにする。それはなぜかというと、人間の生命とは何だ

ろうかということを考えると、それは一呼吸の間であることに気づき、

それなら生命の限り読ませていただくにはどうすればよいかと考えた

とき、深く息を吸って、それを吐ききるまで読ませていただくと良い） 

 そして心を集中して実践してみますと、心に他の思いが入ってくるこ

とはなく、波打たないようになりました。それだけではなく、続けて何

回拝読させていただいても、声が枯れることはなく、朗々と疲れもなく、

まことに短く感じられるのでした。 

 そのうちやっと、ただ今の自分の目の前に神仏がお出でくださってい

ることに気付かせていただきました。 

 ただ今神仏が、目の前にお出でくださっているとしたら、貴方様でし

たらいかがなさいますでしょうか。身も心もどのようになさろうとされ

ますでしょうか。 

 初めて緊張した礼儀正しい心で感動と感激の心で拝読させていただ

けるようになりました。 

 まことに有り難い極みであります。今後実践のご参考にしていただけ

れば幸せに思います。 

 最近各地で、神棚や仏壇等のことが問題になっているようであります

が、真実法を求められている方であれば、すべてについてご著書なりご

講演の中で、またこれまでの月刊誌の中で詳しくお教えくださっている

ことがお解りのことと思います。正しく法を学び心で理解するには、耳

学問ではなく、入門のご著書であります「心の発見」「人間釈迦」等を

何回、何十回でも熟読していただけば、自ずと心の中で理解できること

であります。法の学習と実践による理解は、その方のご精進と努力とに

相応した分だけお与えいただけるものであります。 

 特に「心の対話」ならびに一九八七年五月号の月刊誌をご覧ください。 

 正しい知識を学んだ後は、自分の永年の生活習慣と執着の問題になる

ことと思います。それらを如何に切り替えるかであります。正しくない
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信仰は、まことに恐ろしいものであります。そのことが如何に自分の心

を毒し、家庭を不調和にしているかも知らないままに生きているのであ

ります。今の苦悩が、その影響によることも知ってはいないのでありま

す。見えて聞こえてこないから楽なものです。全くの知らぬが仏とはこ

のことを指しているのではないかと思います。 

 過日、ある方とお話している時、毎号、月刊誌「ひかり」を何回ぐら

い読まれるかをお聞きしてみました。ざーっと一回読むとおっしゃいま

した。法を真に求めておられる方は、この月刊誌が、主のご著書とご講

演の補完的な役割をなしているものとして、最低五回は熟読していただ

きたいものと思います。少なくとも、ざーっと一回では解る筈もないこ

とと思います。折角法に帰依されたのでしたら、二度とない今生を精一

杯ご精進くださることが心の魂の兄弟達の本願ではなかろうかと思う

ものであります。 

 私は発行責任者として、毎号最低五回は隅々まで熟読いたします。発

行された月刊誌に、もし法がないとしたら、法を伝導することよりもむ

しろ魔の手先となり果てていることとなります。法の学習誌として、主

のお言葉を始め心のことば等を掲載させていただいているものとして、

まことに申しわけがないでは済まされないのであります。また、法がな

いために、読者の方々のお心を迷わし、毒するようなこととなるようで

は、直ちに発行を取り止めなければなりません。月刊誌の各頁に、主の

お言葉や法を載せてさえおれば、法の学習誌だとは言えません。 

 そこに掲載されている発行責任者の思い、心を始め、生活と体験、伝

導だより、編集後記等に書かれているすべてに法がなく、悟ってもいな

い人達の諺や教訓等が掲載されているとしたら、その月刊誌は、法のな

い形だけのものと言っても過言ではないでしょう。それだけに、法の月

刊誌の監修者や発行人の責任は重大といわざるを得ません。つまるとこ

ろ、月刊誌は、その指導者の心の現れでもあるのであります。その心に

法があるか、ないかということが証明されているのであります。もしも、

それすらも気付いていないとしたらまことに恐ろしいことであります。 

 私はそのことに充分配慮するために、まず自分の心のあり方を見つめ、

時には何十回も読ませていただき、書かれた原稿に法がない時は、その

方が法が解るまで何回でも書き直しをしていただくことがあります。生

活体験なり伝導だよりなり編集後記等は、書かれた方が毎月感謝と悦び

を捧げる心で書いて下さっているのでありますが、これも人様に見せる

ためだけのものではなく、第一に自分の心に法が正しく根付いているか

どうか、次にその熱き心を神仏に捧げ、法友の皆様に読んでいただき、
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未熟なところはご指導いただきたいとの思いで掲載させていただいて

いるものであります。私達お世話させていただいている者は、あらゆる

機会を神仏からいただき、そのご縁を通して人様の足を洗わせていただ

く精進をさせていただいているのでございます。 

 月刊誌を発行させていただいて、いつの間にか百二十六部を数えるよ

うになりました。これも偏に神仏のご加護とお計らいにより今日まで続

けてこられたのだと拝し、同志一同、常に常に感謝感激いたしておりま

す。 

 思い返しますと、今から十三、四年前、月刊誌を発行しようという熱

き心の人達と、何回も何十回も協議したことがありました。私は、初め

から一番反対の立場をとっておりました。 

 それは、法を生かした月刊誌が作成できるだろうか、ただ単に、主の

お言葉をあちこちに掲載した形だけのものとはならないか、それだけ自

分の心に法が落ちているだろうか、また、一度決めたら途中でやめたぁ

ー、というわけにはいかないのだ、ということなどの心配があったから

でありました。 

 一度発行されますと、人から人の手に渡ってゆき、どのような人の目

に止まるかも知れないのであります。また後世にまで残るものでありま

す。それよりも第一に、神仏がご高覧くださっているのであります。そ

れが、神仏のみ心とは全くかけ離れたものであったとしたら、主がこの

世の短い人生の中で命がけでお説きくださった法を消すこととなり、私

の罪は万死をもってしても償うことのできないものとなりましょう。そ

れだけの責任と決意と自覚とを持って発行させていただき、今日まで世

に送らせていただいている次弟であります。 

 人間には誰しもが神仏を求める思いがあります。神仏にお縋りしたい、

お願いしたい、拝みたいという心があります。それは神仏の子であるか

らです、とお教えいただいております。 

 しかし、神仏を求める心は、人によって千差万別であります。私の体

験によりますと、苦悩が大きい人ほど、その求める心もまた深く強いも

のかと思っておりましたが、現実はその反対で、苦悩の大きい人ほど、

何かと雑用に追われて、神仏が後回しとなり、その求められる心もまた

非常に弱いように思えてなりません。何か自分というものが強く働いて

おられるように思えてなりません。また、お救いいただいたのに、その

後は全くお姿を見せられない方々もおられます。 

 苦しい時の神頼みといいますが、何とか今の苦悩から救われたい、何

としてでも、今後、学修会には何をおいてでも参加し、学習したいと思
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っている、とおっしゃっていても、救われてしまうと、大抵ご主人様の

方が出てはこられません。きっと心の中では苦しんでおられるものと思

います。 

 何故なら、神仏にお誓いしたのになんということだろうかといって、

我が魂が苦しんでいるものと思います。そういうような方でしたら、神

仏にさえ約束を果たされないのですから、人に対してはどれだけの苦悩

を自らの手で作りあげているかも知れません。さすれば、その家庭なり

ご本人のお心はきっと不調和であろうと思います。まことに悲しいこと

であります。これもお手伝いさせていただいている私の心にも充分にそ

の責めはあるものと思います。 

 「主よ、私達の愚かな過ちをお許しください。この私自身の心にもき

っと愚かなところがあったが故に、このような結果となったものと思い

ます。この方々の罪をお許しください。私の精進の足りないところをお

許しください」 

 私自身、お話している中で、ついどうしてこんなことが理解できない

のだろうかとか、こんなことぐらいどうして実行できないのだろうか、

夫婦の仲でどうしてこんな話し合いのことぐらいできないのか、とつい

その方を愛するあまり強い口調になることがありますが、人間にとって

話し合いによる調和が如何に大切なことであるかをしみじみと学ばせ

ていただくことがあります。 

 人間はどんなに嫌な人であろうが、神仏が今この自分に必要であるが

故にお計らいくださっていることを思う時、必ず話し合いにより解決の

糸口が見つかり、調和への一歩を踏み出すことができるのであります。

ましてや、親子や夫婦の間での話し合いは当然のこと、解決できるので

あります。ただ不断の努力が大切だと思います。 

 話し合いから何時も逃げている家庭は、何時も不幸の連続でバラバラ

であります。特に、ご夫婦が充分に話し合うことが大切であります。常

に義務感で話し合うのではなく、悦びと思いやりの心で話し合うことが

大切なことと思います。義務感とか責任感ではなく、嬉しくて嬉しくて、

有り難くて有り難くて、楽しくて楽しくて、悦びが心に溢れているから、

話さないではおれないということが正しい夫婦、親子ではないでしょう

か。女校長先生ではなく、落語家か漫才師のような奥様になって家庭を

明るくしてゆかれれば、必ずやそのご家庭にも早い春の訪れがあるもの

と信じます。 

 そのような生き方をしておられる方であるならば、当然のこと、回り

の人達に対してもそのような熱き心で対されるのではないでしょうか。
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その根本は、相互の尊敬と信頼にあると思います。更に、そのもっと根

源は、夫婦が気が合うことであります。調和がとれなくて行き詰まって

いるご夫婦は、揃って法を学び法を中心として心を磨くことによって一

歩ずつ調和され、幸せが訪れてくることは間違いないことであります。

あきらめないで神仏によって今があることを自覚してください。苦しみ

悩みは大きいほど、その解決された時の悦びはまた格別大きくいただけ

るのであります。 

 人間は苦労することが大事であります。苦労による体験によって、人

生の有り難いこと、幸せなこと、報恩感謝の大事なこと、深淵なことが

解るものであります。特に、法の学習実践は、苦労された分だけ深く豊

かな悦びがいただけるものと思います。 

 明日がない、自分がない精進努力こそ、神仏に近づける唯一の道では

ないでしょうか。 

 

 神仏に対して、願いのままに今日のお計らいとお導きとをいただき心

からの感謝を捧げます。 
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【お導きをいただいて】1993-6 月 

 『あなたたちは、自分の使命を果たしなさい。 

 これからどのようなことがあっても、心を動かしてはいけません。 

 私が、あなたたちの心のなかに生きていることを知りなさい。 

 私の地上の生命はまもなく終わります。しかし、悲しんではいけませ

ん。自分の心の中にしっかりと法灯をともしてゆきなさい。これからあ

なたたちの本当の使命を果たすときです。 

 あなたたちは、もっと多くの人々を救ってゆかねばなりません。 

 私は、まもなく地上界を去ります。しかし、必ず天上界から働きかけ

ます。 

 たとえ、肉体はなくともあなた方といつでも通信できることを知りな

さい。 

 あなた方は、何故悲しがるのです。生命の永遠を知りなさい。 

 あなたたちは、自分の心を造りなさい。自分の心の中のさまざまの誤

りを正し真実の自分をつくり、その愛を広めてゆくのです。 

 これが私のあなた方への最後の言葉です』 

 

 このお言葉は法に帰依したものなら、誰しもが忘れようとしても忘れ

ることのできないお言葉です。 

 毎年、この年の六月が近ついてくる頃ともなると心の底からこのお言

葉が熱くよみがえってくるのです。 

 今を去ること十八年前の六月二十五日、昭和五十一年六月二十五日午

前十時二十分、主にはこのお言葉を残され十一時二十八分、ご昇天され

たのであります。 

 その二十日あまり前、東北の山形において最後のご講演をいただいた

のでありました。 

 

 『いま私たちは、マホメットやモーゼやイエスやゴーダマの説いたも

のを一つにするために私たちは肉体を持って出ているのです。皆様はそ

の選ばれた民なのです。 

 神は、己の心の中にあり、己の嘘のつけない善我なる心こそ神なので

す。神は形づくった中にあるのではないのです。皆さんの心の中にある

のです。次元の違った世界なのです。 

 本当の自分を見るように私は教えているのです。それは心です。魂で

す。 

 太陽をはじめとして、生活出来る一切の動物、植物、鉱物総て、神は、
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皆様に与えてあるのです。それを取らないだけなのです。取り方が分か

らないだけなのです。何を欲するのでしょうか。物質や経済は無常なも

のです。 

 真の人間の幸せを得ようとするならば、まず最も大事なことは、健全

な精神、心です。その次肉体です。その次に生きるための経済です。経

済は衣食住です。この五つの大調和があって始めてユートピアか出来る

のです。それが真の道です。 

 皆さんは、同じ太陽のもとで、総てが皆平等なのです。いま皆様から、

自分の地位と名誉と財産を差し引いたものを想像してください。何が残

りますか。それが、いま皆さん自分自身なのです。 

 地位や名誉や財産は永遠のものではありません。真の皆さんは、それ

を差し引いたものです。 

 この世を去るときの真の姿なのです。 

 

 地球の最終ユートピアのために私たちはいま肉体を持っているので

す。 

 そのために、自分の生活の場は自分の生活の場として、今度の光の天

使は、全部事業をやりながら出てきております。宗教でなど飯など食い

ません。それが本当です。 

 神は、一銭の金などいらないのです。太陽は、ただです。神の心です。

これが神理です。 

 真の宗教とは、宇宙の人間として生きる道を教えているのです。そし

て、人間に生きる悦びを与える道なのです。 

 神は人間の造ったものを欲しません。大事なのは、美しい一人の人間

の心が欲しいのです。 

 

 皆さんは、自らに目覚めなさい。自らの心を開きなさい。小さな自分

を捨てなさい。 

 それは愛です。それ以外にないということです』 

 

 この研修会には、お体のご都合が悪くて、お出でくださらないと聞い

ておりました。ところが、三階の会場で小グループの勉強をしていると

ころへ、最初にお出くださったのです。 

 自分の話を終えた私は、入口を背にして座って講師のお話を聞いてい

ると、受講生の視線が一斉に私の方に向くのです。私は、どうしたんだ

ろうかと思った途端、主が後ろに立っておられるお姿に気づき、一度に
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どーっと感激、感動で動転してしまいました。 

 あーやはり、お出くださったんだー。と、思うと涙が流れました。こ

の今も当時を思い出して涙がとめどもなく流れるのをどうすることも

出来ないのです。 

 主のお側に一緒に立っておられた方に、古代のサンスクリット語でお

話しをしておられました。聞くともなく聞いておりましたら、私のこと

を話しておられるご様子なので、感激ひとしおでありました。この私の

ようなもののことを、と思うとただ感激と嬉し涙が溢れてくるのでした。 

 帰り道、大宮で下車した私たち北陸の参加者達は、窓越しにお見送り

したのが最後のお別れでございました。 

 

 それよりも、さかのぼること約二十日前には、まだまだ普通とは何等

お変わりのないお元気なお姿の主にお目にかからせていただきました。

（一九八九年六月号「ほくりく」をお読みください）この時が、個人と

してお目にかからせていただきました今生の最後でした。 

 ご昇天されましたことをお聞きしましたのが、この日の十六時頃でし

た。私はなかなか信じられませんでした。こんなにも早くお帰りになる

とは、思ってもいませんでした。涙ながらに心の友たちに次々と電話い

たしました。それを聞いた人達が続々とわが家に駆けつけてこられまし

た。来る人も来る人も、信じられないという面持ちでしたが、次々に大

きくお顔が崩れ泣き伏してしまわれました。 

 私もこんなに悲しいことに遭遇したことはありませんでした。父が亡

くなった時よりも誰の死よりも、悲しい悲しい日でした。その悲しみの

日から立ち上がるのに何日も何日もかかったように覚えております。 

 天も、なにもかも総てが、悲しみに打ち沈んでいるように思われてな

りませんでした。 

 もう主の肉体にとらわれての悲しみではなくなりました。この悲しか

ったことを、一日も忘れてはならないと私は心に誓っています。怠惰な

自分を励ましてくれるのです。 

 主の、今生における命がけのご精進と、多くの迷える我ら衆生をお救

いくださいました大慈悲に報恩感謝する道は、ただ日々の精進努力ある

のみであります。 

 とかく私たちの日常生活は、「日暮れてなお道遠し」の思いが多いの

ですが、先に心を奪われることのないよう、お与えいただいた今、眼前

の一時一時を大事に大事に生きることに尽きるのであります。明日はあ

りません。あると思うのは自我の我であります。いまの自分は何一つ心
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の世界がつかめていないのに、我欲を中心とした執着の世界に生き、の

たうっているのであります。 

 私たちには明日という日はありません。今日限りでございます。明日

があるという保証は誰一人いただいてはいないのであります。今という

この一時一時を全力をあげ、全精力を集中して生きることの他は、何も

与えられてはいないことを知らねばならないのです。 

 この一時を、お習いした法によって、自分の精進努力によって、いた

だいた法によって、何ものにもとらわれないで死に物狂いで生き抜くこ

としか、お与えいただいてはいないのです。 

 主の、最後のご講話を思い出してください。そして、じーっと耳を澄

ましてください。心の耳をそばだててください。 

 主のお心が、じーんと伝わってくるでしょう。そうしていると、涙が

じんわりと溢れてくるでしょう。 

 このような時を積み重ねていると、自分の心の奥底から「こんなこと

をしてはおれない」という叫びが聞こえてくるのです。心の底深く眠っ

ていた神性仏性が目覚め、慈悲と愛の心がよみがえり、決然として立ち

上がってゆくのです。老若男女を問わず人間であったら、総てがその心

に相応した目覚めとなるのであります。 

 私たち法に帰依した者は、幸せです。本当に幸せ者であります。この

幸せを真の幸せとするためには、その悦びを一人でも多くの迷える人た

ちに伝え、救っていかなければならないのであります。これこそが、唯

一主に対し捧げられる誠心であります。 

 明日という日はありません。今日、只今という今しかないのです。こ

の今を心を尽くして生きましょう。 

 

 在りし日の主をしのび、心から感謝を捧げます。 
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【報恩感謝】1993-7 月 

 『神仏の 光求めて 幾星霜 悟れば仏 我が心なり』 

 

 このお歌は、主がご在世当時、数多くお歌いになられた中で、最も代

表的なお歌ではなかろうかと思います。 

 私は、誠にお恥ずかしい話ですが、このお歌の中の「悟れば仏 我が

心なり」という一節の意味を、誰でも悟れば自分の心は仏なんだ、とい

う自己中心の思いをいたしておりました。 

 何年も経ったある日のこと、床の間に掛けてあるこのお歌の掛け軸を

眺めていた時、「悟れば仏我が心なり」「悟れば仏我が心なり」これま

で詠ませていただいていた時、心にひびくものがこれまでと何か違うも

のを感じました。 

 ああーそうかー。ああーそうだったのかー。何とまあー愚かな思いを

していたことか。浅い愚かな心で学んでいたのだろうか。と、誠に申し

わけのない漸塊に堪えない気持ちでいっぱいになりました。 

 「悟れば仏我が心なり」神仏を求めて長い年月を重ねられた結果、悟

ってみたら仏は、我が魂が仏であった。自分自身が仏であったことを発

見した。という、お悟りになられたお悦びの心をお歌いになられたお歌

であることが、初めて解らせていただきました。 

 ご著書やご講演を見聞させていただいてきた中で、人間の心は誰でも

仏と結ばれていると、お教えいただいていたことを、自己中心の身勝手

な解釈をしていたのでした。何とまあー、誠に誠に愚かな愚かな人間だ

ったのでしょうか。 

 このお歌を拝読させていただいた瞬間、直ぐ、このお方はブッダなん

だ。仏様なんだ。ということが直感できなかったことは、かえすがえす

も残念至極なことであると思いました。 

 そしてこれからは、もっともっと根性をしっかりと入れ替えて、学習

実践しなければならないと心に誓いました。 

 ご昇天されまして、今年でもう十八年の歳月が過ぎ去ってしまいまし

た。 

 予言されました通り、地球はますます混乱の一途をたどりつつあり、

末法へと坂道を転げ落ちるような観を呈しているように思えてなりま

せん。 

 主には、命がけでお悟りになられ、昼夜の別なく迷える衆生に法をお

説きくださいました。 

 それにもかかわらず、全世界はおろか、この日本列島さえも、法を伝
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導することが遅々として進んでいない現状にあります。 

 むしろ、主がお説きくださいました法が、ご在世当時よりも人の心か

ら消えつつありますことは、誠に申しわけなく万死をもってしてもお詫

びすることのできない、我ら帰依した者の精進努力の足りない結果によ

るものであります。 

 ここに謹んで深く深くお詫び申し上げますとともに、今後は我が身命

を捧げて、地の果てまでも法を叫んでゆくことをお誓いいたします。何

とぞお見守りください。御前に出させていただいても、恥じることのな

い己をつくるように精進いたします。 

 ここで、私たち法に帰依させていただいた者として、これから先、い

かにして法を伝導していくかを考えなければならないと思います。 

 それには、先にとらわれず、現在只今この一時一時、思うこと行うこ

とについて必ず止観をすることから始めることが大切であります。 

 今目の前にいる人に対して、またこの自分がいまここにいることにつ

いて、当然と思ってはいないだろうか。親子夫婦を始め、いかなる人に

対しても今このようにしてお目にかからせていただいていることは、神

仏のお計らいお導きによるものであることを忘れてはならないのであ

ります。 

 人はとかくこれらのことに対して、自分が会うように連絡したとか、

向こうが勝手にやってきたのだとか、親子夫婦が毎日会っているのは、

同居しているから当然のことではないか、と思いがちであります。それ

は肉の目でしか見えないからではないかと思います。この世を長年生き

てきた中で、物を中心に生きてきたため、心即ち真のものが見えなくな

ってしまったからではないかと思います。自分の心の中にある神性、仏

性を忘れてしまったからではないかと思います。誰の心にもある慈悲と

愛の心が眠ってしまっているからではないでしょうか。 

 その神性仏性を眠りから呼び覚ます道は、前記のように、止観をする

ことと、一日が終わった段階で、出会った人に対して、報恩感謝の心で

接したか、お会いした人に愛の心で接しただろうか、裁く心をもたなか

ったか、上下の思いで見なかったか、思わなかったか、また、希望と勇

気と悦びを一杯差し上げたか、ということについて反省することが大切

であります。 

 その止観や反省は、当然のこと八正道により実行することであります。 

 人は人の悦ぶ様を見て、誰しもがうれしくなります。また、人を感情

的にやっつけた時は、自分の心も苦しみます。このように人の心は、自

分の思いや行いが相手に伝わり、また直ぐに自分にもハネ返ってくるも
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のであります。 

 自分の心が常に平安で明るく生きるには、慈悲と愛の心で報恩感謝の

生活をすることであります。そうであれば、出会う人、総ての人々に対

して慈悲と愛の心で接することができ、その人たちの心を明るく生き生

きとさせます。また、それらの人たちは、その明るい嬉しい心で、それ

ぞれ出会う人に対して接してゆきますから、その明るい光に満ちた環境

は大きく大きく広がってゆくのであります。 

 特に、報恩感謝は人間にとって最も大事なことではないかと思います。 

 心行の中には、報恩感謝について多くお教えいただいております。ご

著書にも、ご講演の中にも報恩感謝の心が大事なことについて、限り無

くお導きくださっています。 

 主のお教えの殆どが、報恩感謝ではないかとさえ思います。 

 学習の中でいただいたことですが、人間の肉体に走っている神経には、

脳脊髄神経と自律神経とがあるとお教えいただいております。脳脊髄神

経は脳脊髄組織に神のエネルギーを送り、精神作用を動かしています。

自律神経は肉体細胞組織に神のエネルギーを送り、昼夜の別なく、肉体

細胞の働きを生かし続けています。 

 それぞれ神経を通して送られている、神のエネルギーが停止した時が

死となるわけであります。こうして見ますと、肉体はただの物にしか過

ぎないことが判然とします。肉体はただの乗り舟にしか過ぎない事実が

解ります。 

 これを一対の車両として考えて見ますと、一方の車輪を肉体として考

えて見ると、先ほどの自律神経によっておぎゃーと生まれてから死ぬま

で全速力で回転しているのであります。 

 車軸によって繋がれている、もう一方の車輪、心は、報恩感謝を行っ

た分だけしか回転しないのであります。即ち、他力ではなく自力でしか

回転しないということであります。 

 そうしますと、この二つの車輪は、肉体の方は全速力でフル回転して

いるのに対して、心の車輪の方は、カタコトカタコトとしか回転してい

ないとしますと、その一対の車両は、その魂の思い通りに走るかといい

ますと、ノロノロ回転の心の車輪を軸として堂々巡りをしている状態と

なり、その思いの方向には一向に進まないのであります。 

 人間の心は誰しもが、前に向かって前進しよう、神仏の方に向かって

進もうとする意志がありますが、その意志とは違った自分中心の同一場

所における回転をし、当然のこと神仏の方に向かっては進まない、同じ

所を巡っている状態となるのであります。やがては、自分が自分を駄目
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にしてしまうこととなるのであります。この姿がノイローゼの状態では

ないかと思います。 

 これまで多くのノイローゼの人とお会いしましたが、その殆どの方は、

親の厳しい環境かまたは過保護のもとで成長された方々でした。そのお

心は、してもらって当たり前、もっと与えて欲しい、という心でした。

いくら与えても、まだまだ足りない、もっともっと与えよ、と求めてい

る人たちでありました。そこには報恩どころか、感謝の一片すら見れな

い状態でありました。 

 私の出会った人の中でも、特に悲しいと思った人たちのことを今でも

鮮烈に記憶いたしております。 

 その家庭は農家で、特に父親が厳しく、母親もその荒い心に押されて、

父親の前で子供達を背にして大手を広げてかばうことをされなかった

ようでありました。雉の母親は自分の子供が敵に襲われると、自分の身

を捨ててかばうと聞いておりますが、人間には自分だけが助かりたい、

という自己中心の心がありますから、可愛いい我が子でありながら、守

ることの出来ない母もいるようであります。子供を生んだからいきなり

母親になれる筈はなく、一生かかって母親にならせていただく修業の機

会をいただいているのではないでしょうか。 

 その家庭では両親が田んぼに行くときは、前庭にざるを裏返しにした

中へ、二人の子供を入れ、その上に大きな重石を置いて一日中ほうりっ

ぱなしにしてあったというのです。寒いときも雨の日も暑い日も、その

ような状態の中に置かれていたのですから、その後その子の心が健全に

成長する筈はありません。 

 男の子は、大学に進学してから、隣の部屋で俺の悪口を言っているや

つがいる。殺してやると言っている。といって、だんだんと精神状態が

悪くなり、入院する前は自分の部屋の壁をノミで大きく穴をあけようと

していたというのでした。もう一人の女の子もやはり精神不安定な状態

で先行きが心配されていました。家族はどうしてそういう状態になった

のか解らないので、病院を転々とし、一方ではいろいろな新興宗教巡り

をしていたようでした。 

 またある青年からは、忘れた頃に夜電話がかかってくることがありま

す。 

 「私は今新宿の地下で土木作業をしていますが、近くの警察が捕まえ

にくるようで困っています。何時も見張っているんです。どうしたら良

いでしょうか」 

 また、どこで誰から聞いてきたのか、あちこちから電話がかかってき
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ます。 

 「ああー苦しい苦しい、助けてー」という悲鳴が電話を取った途端に

聞こえてきたら、皆さんはどうなさいますでしょうか。昨今、特にこの

ような方々が増えつつあるように思われてなりません。何故でしょうか、

それはその人たちを生んだ親の責任が大いにあるように恩われてなり

ません。 

 主には、これらのことについて次のようにお導きくださっております。 

 

 『現象界に出ている者にとって大事なことは、己の想念行為は、これ

から生まれ出る子供の精神と肉体に対して、非常な影響を与えるという

ことです。昔から、夫婦の交わりには美しい花を見て精神を安定にして

からとか、よい音楽を聞くとか、いろいろいわれ、プラトニックな愛の

心が望まれてきましたが、こうしたことはよりよい子供を生み育てると

いう意味でも重要なことなのです。 

 現象界に出ている人達の意識が低下しますと、それに類似した魂が引

き寄せられて、この現象界はますます混乱してきます。現象界が混乱す

ると、あの世（地獄界）もさわがしくなってきます。 

 現象界の混乱はそのまま地獄の相が出ていることであり地獄に堕ち

る人が多ければ、この世もまたそれに影響を受けるという悪循環をつく

るからです。この悪循環を絶つには、現象界に出ている人達が常に善の

意識、そうして進んで慈悲と愛の想念行為を日常生活に生かしてゆくこ

とです。 

 あの世の地獄は現象界の善の姿を学ぶことによって、浄化されてゆく

からです。現象界はあの世の投影といわれますが、この意味は、現象界

にある者の意識があの世にただちにコンタクトされ、写し出されてくる

からであります。 

 したがって、要は、現象界の人達の意識の高低がいちばん問題になり

重要になってきます』 

 

 常に神仏を念じ、正しく思い、正しく行うように努めた時に神仏の光

がいただけ、願いのままの人生がいただけるのであります。特に報恩感

謝の思い行いが大事のように思います。 

 主がお説きくださいました法によって、私たちは今日救われました。

このご恩にお応えする道は、この法を一人でも多くの方にお伝えするこ

とであります。その尊い行いはやがて循環により、自分に返ってくるの

であります。一人でも多くの方の苦悩を悦びに変えるお手伝いをしてい
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ただきたいものと思います。お願いいたします。 

 

  主の御前でも恥じない心を造りお誓いした道を全ういたします。 

    過ぎし日の 主の金沢講演を偲び感謝を捧げます。 
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【正しく定に入るべし】1993-8 月 

 かつて共に法を学び合った人たちと出会うことがあります。中には声

をかけてくださる方もいますが、大抵の方は、よそよそしい態度で行き

過ぎようとされます。そんな時、こちらから声をかけますと、初めて気

付かれたような態度をされます。 

 過ぎし日、感激の涙を流しながら共に手を握りしめ、法に帰依したこ

とを悦び合ったことが思い出されます。しかし、月日が経ちそれぞれ選

んだ道に入ってしまうと、人は大抵自分が信じている道が一番正しくて、

他は皆間違っている。また、自分たちの学んでいるグループこそ、最も

正しい法のあるところだという自負というか、誇りのようなものを持っ

ているように見えます。 

 時々私はこのことを考えることがあります。何故正しい神理を学んだ

人たちがこうも悲しいお姿になるのであろうかと。 

 今地球上で起きている争い事の殆どが、宗教が原因となっているよう

に思います。それぞれが偉大なる神や仏やイエスを信じておられるのに、

どうしたことだろうかと心が痛みます。 

 その教えに真の神や仏やイエスがあるならば、人間同志がいがみ合い、

憎しみ合い、殺し合いをする筈がないのであります。 

 神は愛する神の子たちに、憎しみ合いや殺し合いを許されている筈が

ありません。 

 神は大自然の姿のように、地球上の人類は人種やその環境にとらわれ

ることなく、お互いに尊敬し合い愛し合うように教えておられるのであ

ります。 

 如何なる人間も、その心の帰一するところは、一つであります。その

帰一するところは、主であり、神であります。如何なる環境に今あろう

とも、また、如何なる人種であろうとも、すべてすべてが神の子たちで

あります。 

 全人類は今改めて考えてみなければならないことがあります。それは、

私たちは何処から生まれてきたのだろうか。何をするために生まれてき

たのだろうか。そして何処へ帰っていくのだろうか。ということであり

ます。 

 そして人間とは、この肉体が人間なんだろうか。それでは、何故この

肉体が有限の生命なんだろうか。何故人間は眠らなければならないのだ

ろうか。眠っている間、悩みも苦しみも皆忘れてしまうのは何故だろう

か。朝目覚めた時、またその悩みや、苦しみが再び襲ってくるのは何故

だろうか。 
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 その苦悩を悦びに替える道は、真に正しい神の教えに触れることであ

ります。そして、その教えに触れたならば、真の神の正しい規準によっ

て、自分が今思っていること行っていることが、その規準に沿っている

かどうかを点検しながら生きることであります。その点検を常に己に厳

しく実践するか、また実践しないかによって、その魂の成長が違ってく

るのであります。 

 正法を学び実践することの大切な点は、この己の思いと行いの反省に

あるのであります。反省するところを細かく気付くことの度合がその魂

の次元ではなかろうかと思います。今日いつも多くの法友にお目にかか

らせていただいております。その中にはこれまで全く宗教というものに

ご縁がなかった方もいます。そのような方は比較的心を汚してはおられ

ないように見受けられます。 

 また、これまで沢山宗教を遍歴してこられた方もおられます。しかし、

数多くの宗教を遍歴してこられたからといって、皆が皆心を汚している

とはいえません。いくら多数遍歴してこられていても、盲信的にのめり

込むことをしなかった人は、割合心を汚してはおられないように思いま

す。 

 しかし、一つの宗教しか知らなかった人でも、その宗教に盲信的に没

入された方は、非常にとらわれが強く心もまたそのように汚しておられ

るように思います。 

 また、もっと重大なことは、かつて正法に帰依されてこられた人で、

光がない人が多いということであります。その原因は、前述したように、

法を正しく学んでいないか、また、学んだように正しく実践しておられ

ないか、ではないかと思います。 

 正しくとは、主がお導きくださいましたように、であります。そこに

人間の私意を入れないことが大事なことであります。私意とは、自分の

考えであります。自分流の考えは、法を曲げてしまい、自分自身も苦し

くなり、また伝えた人たちもまた苦しむこととなります。 

 主が、お説きくださいました一言一句は「法」であります。その法を

規準として、自分の思うこと、行いを実践することであります。この実

践なくして法の中に生きるとは言えないと思います。ましてや、心眼が

開くことも霊聴もあり得ないのであります。不断の実践努力がない限り

神より祝福をいただくことはあり得ません。そのような霊的なことは、

その人の能力ではなく、その人間の愛の実践に対しての神の助力であり

ます。慈悲であります。 

 そこには寸秒を刻む反省の積み重ねがなければなりません。そして、
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寸秒を刻む愛の実践がなければなりません。病める人があればその人を

励まし、悩める人あらば、その人の悩みを聞き、共に涙し、また、法を

求める人あらば、その人とともに心ゆくまで共に学び合い、神仏の慈悲

に感泣する生き方の中に、初めて神仏の祝福と励ましをいただけるもの

と確信いたします。 

 主は、最後のお言葉の中で、 

 『自らに目覚めなさい。自らの心を開きなさい。小さな自分を捨てな

さい。それは愛です』と、お導きくださいました。 

 私たちの在るべき真の目標は、主がこの世に生きられたその生き様を

学び、そのように生きることではないかと思います。 

 私たちは折角法に帰依したのですから、正法屋になってはいけません。

真の正法者にならなければならないと思います。そうでなくては、神仏

に対して申しわけないばかりか、我が魂に対しても、まことに申しわけ

がないのであります。 

 真の正法者を目指すならば、先ず今までの学んだ法をもう一度整理を

してみて、そこには正しい実践があったかどうか、また、その指導者の

思想と法とを混同してはいなかったかどうかを点検してみることが大

切なことであります。 

 特に高い次元を目指すためにはどうしても通らなければならない階

段があることを忘れてはなりません。それは、法以前の常識、礼儀、報

恩感謝であります。いくら主のご著書を読んだから、あるいはご講話を

聞いたからといって、一足飛びに正法者になれる筈はありません。普通

の人間として当然心得ていなければならない筈の道を身につけなけれ

ば法の門に入ることは出来ないと思います。 

 何度も申し上げますが、法とは、主がお話しくださいました、一言一

句であります。また、書き表されましたご著書の一字一字であります。

そのお教えくださいましたように忠実に実行することが真の弟子であ

りましょう。自分流の自分勝手なことは許されないのであります。話す

ことも行うこともであります。でないと、これくらいいいや、というこ

とも何時かは大きく口を開き、大きく法を曲げていく根源となるのであ

ります。自分勝手なことは、やがて自分に苦しみとなって返ってくるこ

とを知っていただきたいと思います。なんでもいいから自分が勝手に善

いと思ったからといって自己流にやらないでいただきたいと思います。

分からない、あるいは自信がないと思われたことは、聞いていただきた

いと思います。 

 今日法が消えつつありますことは、皆様方も憂慮しておられることと
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思いますが、先ず自分自身の思いや行ってきていることに目を向け、点

検していただきたいと思うのであります。 

 法は遠くを望むためのものではありません。今、今というこの一時一

時を大切に大切に点検し、法から外れてはいないかどうかを常に点検し、

その不断の実践努力により、即応した心の安らぎをいただけるものであ

ります。そして、そのお心に応じた境地をお与えいただけるものと思い

ます。法の世界は、自分の私意のない、つまり欲望のない世界でありま

す。 

 人間釈迦の第一部の「偉大なる悟り」の中に、ブッダがお悟りになら

れる寸前、焚天の光が見えた時、もっと見たいと思った瞬間、その光が

消えてしまったことが書いてあります。欲望がその光を消してしまった

のです。 

 私は、今この稿を終えるに当たり、急に、主がお導きくださいました

次のお導きを皆様にお伝えしたくなりましたので書かせていただきま

す。 

 

 『心を裸にすることができるように精進努力しなさい。 

 自分の意に適うものは受け入れられるが、意に添わないものは全く拒

否してしまうような堅い心であってはならない。 

 清濁合わせて飲みこめる心のゆとりを持ちなさい。 

 善悪についても同様、善は善、悪は悪とはっきりさせるのもよいが、

出来れば善と悪の両方を受け入れて、それらをよく知り、よく見ること

によって、善と悪の区別を理解するようにしなさい。 

 悪を知ることによって善を理解し、善を知ることによって悪を理解す

るものだからです。 

 どんな場合にも、心にあるものは素直に話せるようになりなさい。常

に心を裸にして言うことが大切です。 

 人間というものは形だけを見てはいけない。あらゆる面から見るよう

にしなければなりません。 

 尊く美しい面も、汚くいやらしい面も、そのまま見ることの出来るよ

うな広い心になりなさい。 

 あらゆる面から見ることによって、そこに善いものを見つけ出し、自

分に取り入れるようにすることも大事なことであります。 

 あの汚い泥沼の中にも、清く美しい蓮華の花が咲くということを知ら

なくてはなりません。 

 たとえ泥沼の中にいようとも、その中にある善いものを見つけられる
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ような、そして自分のものと出来るような広い心が大切です。 

 そして自らが泥沼に咲く花となりなさい。 

 それは石部金吉まがいの石部金子のような人間であってはいけませ

ん。 

 縁生を大切にしなさい。 

 思念と行為は法によってなすべし』 

 

 大宇宙大神霊仏よ 我らに光をお与え下さい 心に安らぎをお与え 

          下さい 

          お陰様で今日をいただき有り難うございます 

          謹んで心から感謝いたします 
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【「第 17 回 高橋信次先生に対する感謝と誓いの会」に於ける丸山先

生のお言葉】1993-8 月 

 「北陸の地に私の説いた法を伝えて下さい」と私に高橋信次先生が言

われてからもう幾久しく年を経て来ました。それは昭和五十年の七月六

日だったのですが、その翌年の七月六日を迎えないままに先生はご昇天

なさいました。 

 私は高橋信次先生から正法を教えて頂いたのですが、なかなか自分の

心に落ちず、いつもモノにとらわれていましたから「こういう法によっ

てどうして救われるんだろう？ 明日会社のお金が無いのに、法によっ

て一億二億の金が天上から降って来るんだろうか」といつも思っていま

した。ですから私の心は正法の方へはなかなか向いて行きませんでした。 

 そんな時、天上からクラリオ様という如来界の偉大な光の大々天使が

お出ましになられて、「お前はこの北陸に法を説いて行くんだ、何を迷

っている」とお叱りを受けました。またある時は天上からダルマ様とい

われる菩薩界の筆頭の光の大天使がお出ましになられて、私と家内に対

して「何をやっているんだ、貴方々はかつての前の人生に於いて法を勉

強した時よりも何もやっていないではないか、どうしているんだ」とい

うお叱りを受けまして、どうにか重い腰が上がってきました。どうにか

自分自身の心に、法の中に生きねばならないと思うようになって来まし

た。 

 ある時、高橋信次先生にお目にかかりました時、私に決定的な事を言

われました。「貴方にこれまで北陸の隅々まで今日のために見させてあ

ったのです。その意味が分かりますか」、私はその意味が分からないで、

私の仕事の関係で北陸───新潟からずっと富山・福井・滋賀県・京都

府の範囲の仕事をしていたのですから、そのためにその関係の所を見て

いたんだろうと申し上げたら、『そんな事ではないよ」とおっしゃられ

ました。 

 それからその事を考えました。見させてあったと言うのは、この世の

人ではない人の言う事だなあ。私の心にはやはりこの世に生きている人

間を中心とした思いが強く根付いていまして「この世の中の人よりもも

っともっと上の立場に立っての事を言う、このお方は誰だろうか」、当

時の私の心はその様な程度だったのです。 

 よくよく考えてみますと、天上界のクラリオ様は勿論、ダルマ大師に

しても天上界の偉大な偉大な光の大天使なのですが、天上界ってどんな

形であるんだろうか、天上界の光の大天使ってどんな形の人なんだろう、

神とはどんな存在なんだろうかという事を考える程度の自分だったの
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ですが、次第にこんな事していてはいけないと自分の心を見つめるよう

になりました。また自分の心を見つめないと明日が迎えられないという

会社の状況も追い立てられるようになりました。あっちからもこっちか

らも昼も夜も起きているのか寝ているのか分からないような生活を三

年余り過ごしてまいりました。 

 そういう中で、一時一時を大事に生きる事がこの世に出てきた人間に

とって最も大事なことであると心で分からせて頂いてきました。 

 そして、いかに高橋信次先生のみ教えが偉大な教えであるかが少しず

つ少しずつ心に染みるように分かってきました。お金でない、地位でな

い、財産でない、まさにその事が分かってきました。無知蒙昧な私には、

鞭と飴とで鍛えて頂く環境でないと分からない愚かな人間だったので

す。ですから、天上界の筆頭の最も偉大な光の大々々天使がおられるの

に長い間私はそのお方のお姿、その方の魂に気付かないで過ごして参り

ました。 

 明日支払うお金がない、どうするんだ、そんな中で少しずつですが法

が分かってまいりました。 

 そして、自分にお与えいただいている役割が重大であること、自分が

とらわれている二つの会社とか家庭とかはほんの小さなものでしかな

く、もっと大きな方向に自分の心の目を向けなければならない事を教え

て頂きました。ようやく自分自身が立ち上がるようになってまいりまし

た。そうした時にいろいろな天上からの協力がある事を分からせて頂き

ました。 

 今日も皆様もお分かりのように天上から偉大な祝福を頂きました。こ

れも午前中に二回頂きました。これまでにこのような事は数限りなくい

ただいてまいりました。 

 私の心には神という事がなかなか信じられませんでした。しかしこう

いう現象によって神の実在を知らせていただきました。ある時は日本海

の海岸に立ちました。輪島の町へ行った時です。二、三人で行きました

ところ、私と同行していたある方に天上の光の大天使の意識が突然入ら

れました。そして『ここにおられる人は神を信じていません。只今から

神の実在を示します。日本海の海原を眺めて下さい。今から見渡す限り

の大海原を七色の虹の色に変えて神の実在を教えてあげましょう』と、

見ているうちに、日本海の水平線ぎりぎりまでが、みるみる赤色、青色

と七色の虹の色に変わっていったのです。 

 またある時は『貴方はヨルダン川を思い出しなさい。ヨルダン川のほ

とりにたたずんでいたあの頃の事を思い出しなさい。今から貴方が立っ
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ていたヨルダン川の夕焼けの姿をお見せしましょう』、すると昼の真っ

盛りなのに日本海の海原が川の流れのように変わっていくのです。夕闇

迫った情景に変わって行くのです。 

 今から思いますと、いろいろな天上のご協力を頂いてきましたが、こ

の愚かな人間の心を一日も早く開き本来の使命に目覚めさせるために

天上からご協力をいただき、お導き頂いてまいりました。 

 今日はどうかといいますと、皆様にはご覧の様にまだまだ立派なもの

ではございません。しかし毎日毎日高橋信次先生のお心を思い、神仏の

心を思い、自分の心を高めなければいけない、自己確立をしなくてはい

けない、主にお応えしなくてはいけない、一時も早く主にお応えしなく

てはいけないという思いは、寝ても覚めても忘れたことはありません。

しかし欲望があります。自分というものがあります。自分を飾ろうとは

思ってはいませんけれど、なかなか自分というものが残っているが故に

自分を高めることが出来ません。 

 主はそのために私に多くの心の友をお与え下さいました。それが皆さ

んだと思います。そして、私の至らない所、私の持っていない素晴らし

い所を皆さんを通して学びなさい、もっともっと皆さんの素晴らしい所

を自分の心にいただきなさい、とお教え頂いております。金沢だけでは

足りなくて、富山や大阪まで行って勉強して来い、という事で、毎日決

められたスケジュールの中で動かされております。 

 いろんな事をやっておりますから、いろいろと用事があります。どん

なに忙しい時でもその用事がちゃんと片付いてその日には必ず行ける

という事なんです。誠に不思議な事だと思います。昭和五十年から今日

まで北陸を始め関西、高山に法を叫んでまいりましたが、自分の用事で

行けなかったというのはただの一回もありません。これがまた誠に不思

議な、有り難い事だと思います。 

 かつて光の大々天使クラリオ様がこのようにお導きくださいました。

『この北陸に法を伝えるというのは日本列島の中で最も厳しい事なの

です。ここは宗教のメッカです。そのために貴方の法を伝えようとする

前に魔が立ちはだかるでしょう。その魔を私達天上界の者はあらゆる角

度から守ってゆきます。心配はいりません。また法を伝えるために山を

崩さなければいけない時は山を崩しましょう。海に橋を架けなければな

らない時には橋も架けましょう。あらゆる協力をしてゆきます』と、人

間ではとても信じられないような素晴らしいお導きと励ましをいただ

きました。 

 しかし自分自身を見つめることや高めることはなかなか難しいこと
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です。それを究めてゆくことは、一時一時を大事に生きることでありま

す。一時一時を大事に生きるとは、八正道という物差しによって、常に

思うこと、行うことを正して生きることなのです。そうすることによっ

て、自分の心が高められるのであります。本来の自分の魂の次元を発揮

するということなのです。 

 自分を高める道は、一時一時、自分を大事に生きる、その中に於いて

自分を高める努力をしなければ、自分の心は高められないと思います。

私達が法の中に生きる道は日々一秒一秒の生活の中で慈悲として自分

を高める機会を沢山いただいております。自分の目の前に煙草の吸い殻

が落ちていたり、たんつばが吐いてあったり、いろんな目の前に自分自

身の心を見つめる、心を高める機会が沢山与えられております。自分の

心に素直に自分が向かうことが出来るかどうかが課題ではないかと思

います。 

 また回りからは色々な言葉が耳に入ってきます。良い言葉ばかりでな

く自分の耳には苦しい言葉も入ってきます。そういう言葉に心が動かな

いかどうかという課題もあります。この一時一時を大切に生きることが、

私達が本来の魂を光によって満たす良い機会ではないかと思います。残

された人生を皆様と共に手に手を取り合って、この有意義な光ある地上

界を全うしたいと思います。 

 こうして高橋信次先生の感謝の会にあたり、皆様のご協力によりまし

てこのように盛大な会が催されます事を非常に嬉しく思います。 

 ありがとうございました。 
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【正しく思うということ】1993-9 月 

 人は誰でも自分の思うこと、考えることは誰からも制約を受けない自

由な世界だと考えています。 

 私もかつてはその一人でした。学校の授業中や会議中面白くないと自

分の空想の世界に遊んでいることが大好き人間でした。逢いたいと思っ

ている人のことを一生懸命に考えていると、正夢のようにぴったりと逢

うことができると、益々空想というか自分だけの思いの世界に遊ぶこと

が大好きになっていきました。 

 主のご講演やご著書に触れて初めて、人間は四六時中ものを思ってい

るものだということを初めて認識いたしました。自分がそういう世界に

長年生きていながらも、何時も何かを考えているとは思ってもいなかっ

たというか、思っているとか考えているということが分かってはいませ

んでした。何か特別の問題を考えることだけを考えるとか思うというよ

うにしか思っていなかったのでした。 

 現在小学校二年生の孫が三才の時遊びに来たので「よく来たね」と言

ったら「おじいさんは心の中では嫌がっている癖に」と言ったのには驚

きました。事実、ああーまたうるさいのが来た、と思っていたからです。

私はこのまだ小さな女の子の顔をしげしげと覗き込んで「あんたは人の

思っていることがよく分かる子だね」と言い、子供だからといって侮れ

ないという思いをいたしました。人間は目に写るものや耳に入る音によ

っていろいろなことを思います。 

 誰々さんと聞いただけで、その人について自分の思いによってとらえ

ていたことをいろいろと思いだすことが出来ます。 

 その思いも人によって整理をしている人と、そうでない人とがいます。

常に心を整理している人は一つのことについても整然とした考えとい

いますか、思いを持っており、そういう人はその思いを整然と話されま

す。 

 思っていること考えていることも、寸秒刻みで心に記録していること

が分かります。その今まで思ってきたことを一つノートに書いてみると、

自分の思い方や考え方の癖が分かります。明るいタイプかそれとも暗い

タイプかということが判然といたします。 

 そしてその思い方の癖がどういう時に造られたかということも思い

出すことが出来ます。両親の影響、尊敬する学校の先生の影響、または

本を読んでいてその著者の影響を受けたとか、またはその本の中に出て

くる人物を尊敬する余りその人の影響を受けたといったようなことが

多数思い出されます。 
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 私など心が単純なせいか、テレビに出てくる劇中の人物に感動する余

り、その時間が終わってもなおその劇中の感激した人物になっているよ

うな錯覚というかその人物になりすましているような時があって、その

言葉までその人がしゃべったと同じ言葉を話して家族に大笑いされる

ことが間々あります。そういう人間ですから、これまでの人生の中でも

沢山人から影響を受けています。良いにつけ悪いにつけです。そういっ

たことを過去に遡って整理してみることも面白いことであり、また大切

なことかと思います。 

 今日折角こうして正法に帰依したのですが、正しい勉強をしているつ

もりでも折に触れて昔からの癖が残っていて、どうしても自分流という

か、自分中心の思いで物事を判断していることが多いようであります。

心の底からすべて法によった思い方をすることは至難のことかもしれ

ません。 

 しかしそのような失敗から救うために、主には、止観ということをお

教え下さっています。今、思っていることはどんなことを思っているか

な。またどのような思い方をしているかな、法に沿った思い方をしてい

るかな、という点検を細かく見ることをお導きいただいております。そ

うすれば。瞬間、法から外れた思いをしていたとしても、すぐさまその

点検によって直ちに修正される訳です。 

 そしてそのような点検を常にするように心がけていますと、次第に思

い方が法に則った思い方に変わっていくようになります。要は一秒刻み

に思っていることを点検する人間になることであります。いわゆる止観

人間になることが大切なことだと思います。 

 そして心の根底からこれまで長年生きてきた思い方の癖を法によっ

た思い方に替えるように精進努力することが大切であります。 

 でないと、何時まで経っても思いは正法に帰依しているつもりでも、

実際は「つもり人間」であって、本当はいままでと一つも変わっていな

い思い方をしている人間であります。そうしますとその人のお話はどう

しても一般の人と何等変わらない話であって、どうしても法の勉強の場

にあっても、世間話の域を出ない話となり、その心は苦しみます。 

 ある学習会の時でした。あるご婦人からの質問がありました。 

 「これまで娘の孫の面倒を見ていたが、もう年のためにえらくなった

ので止めようかどうしょうか迷っているんです。止めれば娘が可哀相だ

し、どうしたら良いでしょうか」 

 『はっきりと断わってえらい目にあわんことです』 

 一カ月経った学習会の時、この方からまたお孫さんの世話についての
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お話がありました。 

 「この前ご相談したけれども、やはりやりくりして面倒をみることに

いたしました」 

 私は『どうぞ貴方の好きなようにやられれば、そして頭を何回もぶつ

けたらお分かりになるでしょうね。今の段階ではやむを得ませんね。 

 貴方はこの前、私にご相談された時、何か自分なりのお考えを持って

おられたのと違いますか。それは、年寄りは孫の面倒を見なければなら

ないものだ、という道徳的な観念のようなものを持っておられるのと違

いますか。それでは有り難い法によったお答えを差し上げても、今まで

持ち続けてきている考えと比較されるだけで、きっと自分の考えの通り

に生きられるでしょうね。 

 法の素晴らしさ、有り難さがお分かりになってはおられないから、こ

の問題を解決する道は幾つもある、と思っておられるんですよ。しかし、

そうではなく法によった思い方行い方でなければ正しい解決とはなら

ないんですよ。解決する道は一つしかないのですよ。それが正法を実践

した行い方なのです。 

 貴方様がお孫さんを面倒みていては、お孫さんはお母さんから愛情を

いただくことができないし、また、お母さんも自分が生んだ子供をおば

あちゃんだといっても他人に預けたようなもので、その方からは、お子

さんは愛情をいただくことはできないのです。また、お母さんも自分が

生んだ子供を他人に預けていては、子供を育てる愛情を与える、つまり

母親にならせていただく修行の機会を放棄しているようなものです。 

 お母さんが自分の子供の世話をするということは、子供も母親も生か

され、またおばあちゃんもまた老後を楽しむことができるという皆が生

かされる良い結果となるのです。反対におばあちゃんがお孫さんの面倒

をみていたら、みんなが殺し合う結果となるのです』 

 という話をさせていただきました。 

 私はこれまで多数の方からのご相談をいただいてきました。経営のこ

と、あるいは親子のこと、夫婦のこと、子供のこと、病気のこと等々で

した。その時は未熟な私は私なりに心を正し、神仏より光をいただき知

恵を絞って心からのご返事をさせていただいてきました。しかし、その

方たちのその後の行動を拝見いたしておりますと、お話したとおりに実

行している方と、していない方とがあります。していない人はその後何

回も同じことについて相談をしてこられました。その方々はやはり先ほ

どのご婦人と一緒で、自分なりの考えをしっかりと持っておられるので、

なかなか私の知恵を素直に実践することができないでいるのでした。 
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 心からの知恵とか法に則った思い方行い方が如何に素晴らしいか、如

何に幸せの道かということが理解できておられなかったのでした。どう

してもこの肉を持った人間の言うことが信じられない、肉を持った人間

を中心としてその人を見てしまうのでした。 

 

 主には、何時か私にこのようなお話をしてくださったことがありまし

た。 

 「国内における法の伝導は、長野県が一番遅くなるでしょうね。それ

は、私の小さい時からのことを回りの人が知っているからどうしてもそ

ういう立場で思うからです」 

 私はそのお話をお伺いして何とかこの地域の人たちにこの地から偉

大な偉大な光の大天使がお出ましになられたことを知っていただきた

いと思い、その後長野県の佐久市を始め主要都市の図書館にご著書を寄

贈したり、また、信州大学の経済学部で一般から講師を募集したことが

あったとき、是非ともこの法を主のご生誕の地の若者に伝えておかなけ

ればならないと思い、そのことを論文として書き訴えましたが、見事に

選から洩れてしまいました。後から聞くところによりますと、ある有名

タレントが採用されたとのことでした。選考委員に心ある方がおられな

かったのでしょうね。誠に残念なことと思いました。 

 このように法の伝導も思いというものが影響し、なかなか難しいこと

が分かりました。人間はどうしても今世だけの肉の目でしか物を見ませ

んから、今目の前に、永遠の魂の転生の過程では絶対にお会いすること

の出来ない偉大な偉大な主がお見えになっていても、分からないのです

から。それはどうしても自分の今生だけの小さな知識や体験や考えに思

いを置いての基準でしかみることができないからでしょうね。誠に誠に

悲しいことと言わねばなりません。私はこのような時、何時も思い出す

ことがあります。それは、主のご著書、人間釈迦の第三章（第二部）の

中で次のようにお導きくださっていることです。 

 

 『人間は自然から生まれて自然に帰るのであり、幼い魂といえどもそ

れは知っていることである。ただ肉体という衣を着ると、肉体に心がふ

さがれてしまい、物事の是非が不明になってしまうのである。肉体の経

験を重ねることによって、肉体のむなしさが次第に鮮明となり、肉体を

持ったままで心の偉大さが理解されてくるのである。そうして、心と肉

体の関係がより鮮明になると、心と肉体の調和の素晴らしさがわかり、

色心不二であることに魂が到達するわけである。 



537 

 

 人は誰しも転生輪廻の体験をつみ、永遠の生命だということを知るが

よかろう。 

 実在の意識界と物質的現象界を転生し、今、人びとはここに在る。心

を失った現象界の中で、人々は自ら選んだその環境で自らの魂の新しい

体験を学んでいる。人は皆盲目の人生を送りながらも、その体験を通し

て、豊かな心と調和された社会をつくる内在された目的を持って毎日を

過ごしているが、ブッダは、その内在された目的をひき出すべく、盲目

の衆生に光明を与えるために生まれて来たのだ。 

 サロモン達よ、 

 そなた達は、小さな気持ちで、早くから弟子入りした者もあるであろ

う。 

 しかし転生の過程において、既に広く大きく、豊かな心を持っている

サロモン達も生まれているのだ。 

 過去世を通して、ブッダの縁にふれ、道を学び、今世では他の弟子達

よりも遅れて、ブッダの下にたどりつく者もあろう。しかし今世のそう

した早い遅いによって、その人達の魂の大きさを推し量ることは出来な

いのだ。 

 ウパテッサ、コリータの両人は、ブッダの前世において、肉体を持っ

た時、すでにボサッターとしての悟りを得た弟子達である。 

 サロモン達よ、 

 今世において、早くからブッダの縁にふれた者は、法を、心と行いの

物差しとして日々の修行に精進したならば、その事実を自ら悟ることが

出来るのだ。 

 そなた達は心の内に、過去世の転生の体験を記憶し、偉大なる知恵の

宝庫を持っている。 

 その扉は誰が開くか。ほかならぬそなた達自身だ。宝庫の扉は法の実

践によって開くことが出来る。 

 そなた達の心の王国の主人公は他人ではなく、そなた達自身である。 

 マーハー・パニャー・パラー・ミター（偉大なる内在された知恵に到

達する）の境地になるには、一切の執着を断って、調和された安らぎの

境地、彼岸に到達することを目標としなくてはならない。 

 サロモン達よ、 

 ブッダの弟子として、今世だけの縁生をもって、先輩、後輩の不平不

満をいだいてはならない。不平や不満は、自己の欲望が満たされないた

めに起こるのである。 

 欲望は心に歪みをつくり、人びとに毒を与え、自らをして苦悩の種を
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蒔くことになる。ブッダの弟子は、このような小さな心をもってはなら

ない。今世において、弟子として縁生に早くめぐり合えた者達は、後輩

に対してより謙虚な心と行為を持って当たり、自己の確立を図らねばな

らない。 

 諸々のサロモン達よ、 

 ブッダは過去六仏の転生を通して、その法灯を、諸々の衆生の心に灯

し、救済して来た。そなた達は、ブッダの過去六仏の何れかの縁によっ

て、現世の弟子となったのだ。 

 ウパテッサ、コリータは、ブッダの過去六仏の縁生をことごとく体験

した。今世ではあらゆる師を求めてようやく現在のブッダの縁にたどり

ついたのだ。 

 そのため、ウパテッサからも、コリータからも、五体から出ている光

明は、恰かもヒマラヤの山頂から転がって来た雪の塊のように、大きな

後光となって満たされている。 

 そなた達も、法をよりどころとして生活するならば、自ら、その光明

を見ることが出来るだろう』 

 

 最後に「心の発見」の神理篇Ｐ一四七に掲載されています「正思」を

もう一度拝読していただきたいと思い、転載させていただきました。 

 

 【正思】 

 『思うということは、考えるということである。見る、聞く、語る、

という行為に対しても、まず正しい中道の神理をもとにして、考えなく

てはならない。自己本位の考え方は、身を亡ぼす結果を生じるからであ

る。神理である大調和の法則に反するからである。 

 思うことは行為につながる。心の動作である。だから不調和な思考は、

想念のフィルムに抵抗を造ってしまい、その抵抗は、自分の意識や脳細

胞までも狂わしてしまう場合がある。 

 私達は毎日の生活の中で、自分だけ良く思われようとする心を動かし

たり、楽をしようと思い他人のことを考えなかったりする。しかし、真

実でない考え方はすべて自己保存の我欲につながって行くことを知る

べきである。 

 自己主張は、自己にもどる。競争相手を蹴落とそうなどという思いは、

あの山彦に似て、己に帰ってくるものだ。「馬鹿野郎」といえば、山彦

もまた「馬鹿野郎」と自分の声が帰って来るようなものである。 

 このような不調和な思いを持てば、黒い想念の抵抗を自ら強くして、
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己自身の苦しみを多くして行くだけのことにすぎなくなる。相手を陥れ

て不幸にしようと思う心は、自身の落ち込む穴を掘っているようなもの

だ。「策士策におぼれる」の類であり、人を呪わば穴二つ、である。 

 またみだりに情欲について連想することは、心の中では行為につなが

ることになるものである。正しい自分の心に忠実な考えを持つことが必

要だ。 

 常に他人の幸福を思う心は、行為につながって行けば己にまた帰って

くるものである。悪い考えが己に帰って来るように、良い原因も循環し

てくる。 

 多くの人々への救いの心がやがて行為につながって行けば、常に善な

る思いに満ち満ちている生活は、自分自身をより次元の高い姿に磨いて

行く。 

 正しい神理に適う思いが、行為と結びつくような生活、それを実践す

ることが必要である。 

 家庭内でも姑と嫁の争いを良く耳にするが、姑が嫁に対してきびしい

ことをいうと、嫁はたび重なる叱言に、心から嫌な姑だ、早く死んでし

まえば良いと思うようになってくる。そうなってくると心の黒い想念は

現象化され、たとえ口でうまいことをいっても姑の心にひびくものでは

ない。それは心から思っての行為ではないからである。その原因は互い

に自分の子ではない自分の親ではない、という自己保存の思いがこのよ

うな結果を引き起こすのである。 

 互いに、神理に適った正しい考えを正しく語り合うことによって誠意

をつくすことである。 

 解決はそこにある。 

 決して人に対して恨んだり、妬んだり、そしったりするような考えを

もってはならない。 

 通じない人々に対しては「哀れな人だ、どうか神よ、救ってやってく

ださい。あの人に安らぎを与えてください」と祈ってやる心が必要であ

る。心から正しく思うことは、さらに自分に安らぎを生み、神仏の愛に

満ちた光を受けることができるというこれは神理である』 

 

 大宇宙大神霊仏よ、我ら迷える者に光をお与えください。心に安らぎ 

          をお与えください。 

          お陰様で今日をお与えいただき心から感謝いた 

          します。 

          今日只今よりこの一時一時を法により大事に大 
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          事にいたします。 

          これまでの愚かな思い行いをお許しください。 
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【魔について】1993-10 月 

 魔といいますと、とかく魔王や夜叉のような地獄霊とか狐や蛇等の動

物霊を想像しがちです。 

 そして、魔は怖いものだとか、魔を呼び込まない心づくりをしなけれ

ばならないと思っております。しかし、魔の本当の恐ろしさについて、

体験した人は少ないように思いがちですが、その実態は相当数おられる

ように思います。 

 かつて、私が法に触れて間もないある日のこと、一人の青年が法を求

めて訪ねてこられました。 

 その頃は、来る日も来る日も朝から夜まで、会社にも家にも多数の方

が続々と法を求めて訪ねてこられました。当然、私は仕事どころではあ

りませんでした。そのうえ法については何一つ分かっていない人間でし

たから、なおさら大変な日々でした。 

 ところが、当の私は「盲、蛇におじず」の諺の通り、一向苦にならず、

むしろ主のご指示によりお話をさせていただけることで、大変感激と感

動の日々でありました。 

 特に、北陸の各地から多数法を求めて来られ、法に会い得た悦びに涙

を流して感動されるお姿は、主がご高覧なさるべきものであるのに、不

肖この私が代わってその悦びを聞かせていただくという、身に余る光栄

をいただいたことであります。それは今日もなお引き続いて大きな悦び

の中に生かしていただいております。 

 その青年に椅子を勧め、少し待つように申し上げました。私は今まで

していた急いでいる仕事の処理をしてからと思って、一寸椅子から立ち

上がった途端、急に息が出来なくなり、うぅーっとうなりながらその場

に座り込んでしまいました。 

 これまで経験したこともないこんなことに何故なったんだろうか、と

思う間もなく、だんだん首が締めつけられ愈々呼吸困難になってきまし

た。こりゃー只事ではないぞ、どうなったんだろうか、と懸命に考えま

した。 

 傍らでおろおろしている女子事務員に、心行を出して読むように頼み

ました。私も苦しい中から必死になって心行を唱えました。そうしてい

るうちに少しずつ首の締めつけが緩くなり、いくらか呼吸もしやすくな

ってきました。 

 頭を持ち上げて、ふと前の壁面を見ますと、大きな大きな蛇の体の真

ん中の一部が動いているのが見えたのです。おかしいなあ、と思いなが

ら何度も目をこすって見ても蛇の体に間違いないのです。 
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 どうしてこんなものがこの私に見えるのだろうか、おかしいぞ、何故、

と考え続けていますと、心の中で、ハハーン、今来た青年に憑依してい

るものが私の心の隙をねらって襲ったのだということが読めてきまし

た。私は蛇は大嫌いな人間なのですが、このときばかりは何も怖いと思

いませんでした。 

 何しろ魔としての霊を初めて見たのですから、その驚きといいますか、

感激といったらおかしいかもしれませんが、一つの体験をしたことが何

かしら得がたい自信をいただいたように思いました。 

 あの世の蛇といっても、相当大物でした。その後、このものよりもも

っと大物に出会ったことがありますが、それは胴回りが大人三人が手を

広げてやっと抱えられるような大きいものでした。しかし締め付けてき

たものは一抱えくらいのものでした。でもやはり相当な大物ではなかっ

たかと思います。 

 くだんの青年は、こちらの顔を見ないで、下を向いたまま話しをされ

るのです。こちらの目を見ないのです。しかも相当苦しそうなのです。

よく見ると顔から汗が一杯吹き出ているようでした。そして左の手首に

怪我をしたときのように、ハンカチを巻いておられました。お顔は暗く

厳しい目つきをしておられる方でした。 

 私はやっと人心地に帰ることが出来、心の中でどのような人に対して

も、正しく対することが大事なことを学ばせていただいたように思いま

した。 

 正しく対するとは、どのような人もすべて正しいのだという自己中心

の思いで、自分の心を不用意に開け放ってはいけないということであり

ます。常に、正しい法によって相手を止観することが大切なことであり

ます。 

 如何なる人であろうと、感情的に抱きかかえる心を持ってはいけない

ことを、この事件を通して学ばせていただきました。 

 首に蛇が巻きついて締めつけてきた時には、本当にこのままお陀仏に

なるのではないだろうか、と心細い気持ちになりました。そして、心行

を唱えた後、目茶苦茶に大宇宙大神霊仏をはじめ、知っている限りの諸

如来諸菩薩ならびに諸天善神に救いを求めましたが、蛇の姿が見えてか

らは一つの体験なんだ、大丈夫だというひらめきのような思いが持てる

ようになっていきました。 

 このことがあってから大分経ってからのことでした。 

 

 何処からともなく、研修会に参加する人選は丸山の好きな人を優先さ
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せている、という風評が立っておりました。しかし私の耳に入ってきて

いなかったので当初は知りませんでした。 

 そのうち私の耳にも入ってくるようになり、何故このような出まかせ

のことが伝わったのか、何処が発信源なのか、と調べていきました。 

 やがてその犯人が分かってきました。その男は、その人のお父上から

息子を預かってもらえないか、どんな雑用でもいいから側において欲し

い。ここにいることによって、この子の、心の病が治るのではないかと

いう親心故の頼みでしたから私は快く引き受けて学習会の事務所の雑

用をしていただいていました。 

 ところがこの人は、昼間はいつも机の上に顔を伏せて、グウグウいび

きをかいて寝てばかりいるのです。とても私のことを悪宣伝する人とは

思えない、おとなしい人なのです。ちょうどその頃、主にお目にかから

せていただく機会がありました。その時、主には、お目にかかるなり「サ

ンガーの中心に魔をおいてはいけない。混乱の原因になるよ」とお諭し

くださいました。 

 何もこの出来事についてご報告をしてはいないのに、どうしてご存じ

なのだろうか、と非常に不思議に思えてなりませんでした。 

 その後、富山地方においても一寸した人間関係の混乱がありました。

この時も、主には、私の事務所に突然お電話をくださいました。会社の

人はまさか、主御自らお電話をくださるとは思いませんから、いつもの

調子で「ハイ、ハイ、高橋さんですか、どちらの高橋さんですか」と言

っていたのが急にシドロモドロになって「エェーッ、高、高橋先生でい

らっしゃいますか」と、びっくりするやら慌てるやらで大変冷汗をかい

たことかありました。その滑稽だったことは後々までの語り草になって

いました。 

 その時のお電話の内容は『今、富山で何か起きているでしょう』と、

おっしゃられたのには、また、心が動転するほど驚き入りました。 

 法を勉強していない私は、観自在という意味がよく分かっていません

でしたから、何故どうしてこんなにも此方のことが筒抜けに分かってし

まうのだろうか、とその不思議というか、偉大な光の大大天使のお心に

恐れおののき感動いたしました。いかに遠方であろうが、見ることも聞

くことも自由自在の方とはお聞きしていたのですが、まことにもって現

実に二度もこのようなお見通しにお会いしたため、ただただ深く恐れ多

い気持ちで一杯になりました。 

 

 魔についての第三話は、主には、ご昇天された後のことでした。 
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 それは、青年部の人たちと一緒に立山山麓で研修会を開いた時のこと

でした。 

 終わりの日が近づいた頃のことでした。一緒に参加しておられた講師

の一人の方が、ある夜、一人で温泉にいかれたのですが、間もなく息せ

ききって帰ってこられて、今風呂場へ行ったら大入道がいた。びっくり

して飛んで帰ってきたというのです。 

 どうしてかこの方は始めから一人自分の部屋で休むのが怖くて、いつ

も青年部の人を一人自室に同居させて寝ておられました。私はおかしい

ことをなさる方だなあ、心を指導しておられる方が夜が恐ろしくて一人

では眠れないとは、おかしいなあ、と思っていました。 

 しかし自分のような未熟な者には分からない世界があるのだろう、き

っと恐ろしいというよりも熟睡することができないのだろう、霊能者と

は大変複雑なものだなあ、ぐらいに考えておりました。その方の生き様

を法によって見てはいませんでした。 

 研修会が終わる前日、この土地の青年の一人に、どこか近くに昔の落

城の遺跡がある筈だから、それが何処にあるか捜してきて欲しいと頼ま

れたのです。しかし、その青年はその土地の人間であるのに、そのよう

な所は知っていない、また聞いてもいない、と言っていましたが、その

うち家にいって聞いてくるといって自宅へ帰っていきました。 

 ところが、たしかにその場所があったのです。土地の青年が知らない

ことをちゃーんと見通して知っておられるとは、と我々一同驚きました。

霊能者とは凄いものだとびっくりいたしました。 

 翌日、研修会を終えたその足で、その遺跡を見て帰ろうということに

なり、何台かの車を連ねてその場所へ向かって山道を急ぎました。車が

やっと通れるような農道が途中で行き止まりになっているので、車を捨

てて歩くことになりました。その講師と青年部の参加者、それに私の家

内も参加させていただいておりましたが、それらの人たちが先に歩いて

いかれ、私は自分の車のトランクを開けて用を足していました。 

 遠くの方から青年の「先生、先生」という声がかすかに聞こえてきま

したので、何事だろうかと思い、声の方角を見ますと一人の青年が息せ

ききって走ってくるのが見えました。来るなり「講師の方がおかしいん

です。早く来てください。急に倒れられたんです」私は、事情が十分に

飲みこめないまま、直ぐ走り出していました。 

 駆けつけて見ますと、その講師の方は、細い田んぼ道の真ん中で、私

の家内の膝に抱き抱えられるようにして倒れているのでした。その回り

を青年部の人たちと数人のお世話人の方が取り巻いているのでした。で
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もどうしてこうなったのか、誰にも分かる筈もなく、ただおろおろして

いるような状態でした。 

 私は余りの状態に驚き、どうしてこうなったんや、と家内に聞きまし

た。家内は、先生が車から降りられるなり先頭を歩いている青年達の方

に向かって、危ない、と叫びながら走り出されたというのです。そして、

次の瞬間突然ふらふらっと崩れるように倒れようとされたので、飛んで

いって抱き抱えたというのです。 

 私は即座に、こりゃー、魔にやられたなあ、と直感いたしました。 

 早速、そのついている地獄霊に対して「お前は誰だ」と聞きました。

そうするとその講師の方の声帯を通して「わしはこの近くの落城にいる

落ち武者だぁー。わしはこの間からこの男が憎くてならなかったんだぁ

ー、それで呼び寄せたんだぁー」と言うのです。それは深い地獄で何百

年もの長い間落ちて呻吟している地獄霊のようでした。誠に暗い暗い叫

びが、地獄の叫びが聞こえてくるようでした。完全にこの悪霊にとりつ

かれ、首を絞められている状態でした。絞められている本人のお顔は次

第次第に血の気が引いて土気色の顔になっていくのです。 

 こりゃぁー、大変、大変なことになったぞ。しかし、この私は、この

ような悪霊とは一度も対決したことがないのに、妙に自信たっぷりの心

でした。それから早速全員で心行、祈願文を唱え、その悪霊の退散を念

じました。しかし、一向にというよりも、ビクともしないのです。 

 一方その講師の方の顔色は正に死人のような状態になっていき、どう

しようもない状態に追い込まれてしまいました。そこで私は万策尽きた。

この方法しかない。と思い、主にお救いを念じました。何度念じても、

魔は離れません。その時でした。瞬間、私の心にひらめいたものがあり

ました。そうだぁー、これやったー。これを忘れておったー。これで大

丈夫だー。と思い、早速、その悪霊(魔)に対して話しかけました。 

 「おまえは人を苦しめて喜んでいるけれども、それは許されないこと

だ。この現象界にいる神の子に憑いて、人を苦しめることは、その罪は

ますます重く、また、おまえの苦しみも更に苦しくなるのだ。おまえは

この場で、この多数の弟子達が、この師を思いやって涙を流して、何と

か救われて欲しいと一心に神仏に念じている姿をどう思うか。おまえに

そのような心があるか。おまえにそのような温かい思いやり、許し合い

の心があるか。だから地獄に堕ちているのだ」 

 その後は何をしゃべりまくったか、覚えていないほど知っている限り

の知識を並べ立てて、その魔に対して説教いたしました。ところが初め

のうちは、「何を言うかぁー」と、全く相手にもしてくれなかったその
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魔が、途中で「わしはおまえに負けたぁー。離れるー」と言って、離れ

ていきました。 

 その離れる瞬間、私はこの方の心臓に力あふれるほど一杯の光を吹き

込むように入れさせていただいたのでした。でないと、この魔が離れて

いくとき、一緒にその人間の意識を持っていってしまうのです。 

 このように文章になおしてみると短時間の出来事のようにみえます

が、後で私は随分と長い時間であったように思いました。がしかし、今

から思い出してみてもこの時間がどれだけのことだったか、一時間だっ

たか、それとも二時間もの長い時間であったか、覚えていないのです。 

 しかし、私にとっては人一人の命に関わる大事ですから、それはそれ

は真剣勝負でした。何一つ体験したことがないことを始めるのですから、

それはそれはどれだけ言ってもきりがない程、大変な大変なことでした。 

 その方は、次第に顔に赤みが差し始め、この世に戻りつつあるお姿と

なられ、一同感激と感動で全員抱き合い、神仏のご加護に対して感謝い

たしました。 

 後に、私の家内は、田んぼ道のこのような草深い所でこの偉大な魂が

なくなっていくのかと思うと、情けなく何とかお救いくださるようにと

必死になって心から祈ったことを話しておりました。 

 また、この講師の方は、自分が自分でどうすることも出来ない状態の

中で、ああーこんな所で死んでいくのかなぁー、せめて家に帰って死に

たい、是が非でも家に帰りたいと思ったと、言っておられました。 

 一件落着し、休憩するために近くの喫茶店に入りました。 

 そこで、その講師の方が、みんなに向かって、今日のことは一切オフ

レコにするよう言い渡されました。私は、この言葉を聞きながら、おか

しいぞ、この方は自分を守ろうとしている、そのような心があるために

このような魔に呼び寄せられたのだ、と思いました。光が強ければ強い

程、一旦間違ってしまうとそこに忍び寄る魔もまた強いものであること

をお教えいただいております。そして魔は光が大嫌いな存在であります。 

 

 前文の中で、魔と対決している最後の場で、あぁーそうだったー、と

思い出し、これで大丈夫だあーと思ったことについて申し上げねばなり

ません。 

 昭和五十年九月二十一日、主のご生誕の日のことでした。群馬県草津

温泉での研修会に出させていただいておりました。その学習の場に、か

つてインドの地においてゴーダマ・ブッダに向かってきたパピアス・マ

ーラーというのがいましたが、この悪霊がある参加者の不調和な心を縁
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として出てきたのです。その時、主には、こんこんと愛の説法をなさい

ました。 

 そして私たち研修生に、魔に勝つことの出来る者は、力ではなくて愛

であることを切々とお導きくださいました。私は、この時のことが突然

心の中から湧き出してきたのでした。今から振り返ってみましても、こ

れはこの未熟な私如き者が一人で為し得たことではない、偉大な主のお

導きをいただいたものと確信するものであります。にもかかわらず、こ

の愚か者は、己の心を棚に上げていくら念じても、効果が出ない等と思

ったことは、誠に天をも恐れぬ貧しい心の状態であったと、深く恥じ入

っております。 

 その後今日に至るまで幾多の体験をいただき感謝いたしております。

体験こそ何にも代えがたい宝ではなかろうかと思います。 

 正法は、実践体験によるのみであります。実践体験に向かって勇気を

持って邁進していただきたいものと思います。 

 最後に、魔に犯されている人に対して、今こそ実践の場とばかり対決

するようなことは絶対になさらないようにしていただきたいと思いま

す。下手をすると人の命に関わることとなりかねませんから十分ご注意

くださるようお願いいたします。 

 各位の平安をお祈りいたします。 

 

 主に対して、この地にお出でくださいました時、ご著書『悪霊』の第 

       一部と第二部の発刊第一号とをお贈りいただきました 

       ことを改めて心より感謝いたします。 

       今日このようにお救いいただいておりますことを深く 

       感謝いたします。 
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【調和】1993-11 月 

 前月号の「魔について」の中で、主のご生誕の日に「愛」について学

ばせていただいたことを書かせていただきましたが、今年もまたこの記

念すべき日が巡ってきました。 

 その日の金沢は、朝のうちは曇っていました。外へ出た時、何かに引

っ張られたように意識が天空へと引き寄せられました。その曇っている

天空に太陽が雲を通して輝いているのが見えました。その美しさという

か、不思議さといいますか、ぼぉーつと輝いているのです。ちょうど夢

幻の世界の光のような感じでした。 

 私は、直ぐ様「大宇宙大神霊仏よ、我が心に光をお与えください。心

に安らぎをお与えください。お陰様で今日をいただき有り難うございま

す。お見守りいただき有り難うございます。愚かな私をお許しください」

と、祈りました。 

 その祈りが終わるのを待っていたようにして、太陽は雲間に隠れてし

まわれました。 

 ちょうどお昼の時間にサンガーの方とお会いして玄関まで送って出

た時、強烈な光に空を見上げました。何となく太陽の回りに虹の輪が出

ているような気がしたのですが、はっきりしないままその方をお見送り

した後、じっくりと眺め直しましたところ、現象化しておりました。 

 今年は六月二十五日の感謝と誓いの会（ご昇天された日）に続いて、

七月六日（お悟りになられた日）、またこのご生誕の日（九月二十一日）

にも天からの励ましをいただいたのでした。誠に有難く、唯々感激のほ

かありませんでした。 

 

 私は、何時も学修会で、駄目な子がいきなり優等生になることは出来

ない。駄目な子は普通の子になって、初めて優等生になれるのです、と

お話させていただいております。 

 心の世界では、私たちの殆どは、一階に住んでいると思ってください。

その一階の人がある日突然、魔術にかかって二階に上がるということは

出来ないのです。心の世界には、エレベーターはないのです。一段一段

階段を上らない限り、二階には上がれません。その階段に当たるものが

「常識、礼儀、報恩感謝」なのです。つまり、一階は、普通の人が住ん

でいる世界で、二階が法の世界に例えて申し上げているのです。 

 この何でもないような人間として当然身につけていなければならな

いことを知ってはおられないか、または、知っていても実践はしておら

れない方が多いのであります。 
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 この当然のこと身につけていなければならない「常識、礼儀、報恩感

謝」が出来ていない限り、二階に当たる法を学ぶ世界に入ることはとて

も無理なことであります。 

 かつて、ゴーダマ・ブッダ様におかれましても、人間釈迦第二部の二

十六頁から二十八頁にかけてお教えくださっていますように、三宝帰依

という三つの入門の条件を決めておられることを見てもお分かりいた

だける筈であります。この三宝帰依の条件はご存じの通り、先ほどの常

識その他よりももっと高度な心の浄化についてお導きくださったよう

に思います。 

 今生は、主におかれましても、やはりこの三宝帰依の誓約をした人だ

けに入門を許されたのでした。 

 この私も、そのお誓いをさせていただいた上で、入門させていただき

ました。 

 現在、私たちの「高橋信次先生の法を学ぶ会」におきましても、この

月刊誌に明確に掲げてありますように、この誓約をいただいた方に限り、

入会を認めているのであります。 

 未熟な私は、法の何たるかも分からないままに、もう十九年も経過し

てしまいました。そしてその間において、多数の方々にお目にかからせ

ていただきました結果、人の顔形だけを見ていてはその人の心は分から

ないが、心ということが少し分かりかけてくるにつれ、人の顔形が違う

よりも、もっと複雑に心に違いがあることを知るようになりました。そ

の状態が悪い程、肉体にまで現象化しているのには全く驚きました。そ

して、何とか幾らかでもこれらの人々の心の浄化や愛豊かな心づくりに

協力させていただきたいものと思い、努力している間にいつのまにか今

日に至ってしまいました。そして、何よりも大事なことは他人よりもま

ず己の自己確立が優先されなければならないことを思います。 

 私は、心を学ぶようになって痛切に思いますことは、小学校の時から

学校の校医の先生方が、何時も健康診断をされているのに、どうしてこ

の子は、呼吸が早いとか、呼吸の吸い方が弱いとか、鼻が悪いとか、心

臓が悪いとか、目が悪いとか、集中力がないとか、両親の愛情が少ない

ための現象が出ているとか、親が厳しいために起きている心の状態とか、

聞くことが弱いとかいったような、ほんの初期の子供の病状が分からな

いのだろうか、もっと早く分かっておれば適切な処置が出来、苦しまな

くても良かったのに、と思うことがあります。 

 これは言い過ぎてお叱りを受けるかも知れませんが、現代医学は、肉

体にでき物が出来たとか、穴が開いたというような病状に対して、その
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原因をつかみその根っ子を除去するのではなく、ただそのものの切除と

か縫合といったような治療方法でしかないように思えてなりません。そ

の面から見ましても、主が、お導きくださいました法は、医学をはじめ

あらゆる部門につきましても、二百年から数百年先の成熟したものでは

なかっただろうかと思わせていただいている今日であります。如何なる

学問であろうが、芸術であろうが、経済であろうが、法によってのみ正

しく解決が出来るのであります。人間の心が癒されるのであります。 

 それは、何故か。それは、法とは、神仏のみ心であるからであります。

神仏は、この大宇宙の意識であり、その大宇宙の中に一点の存在として

私たちが生かされているからであります。その中で私たちは暗中模索の

状態、手探りの状態で生かされているのであります。 

 真の人間、魂のことは医学の世界ではないというようなことを耳にし

たことがあります。これでは当然のこと、現代医学の壁は破れないよう

に思います。人間の肉体は、魂、真のその人を乗せている車のようなも

のなのです。肉体は真の自分ではないのであります。 

 医学を学んだこともない、この私のような者でさえも、人にお目にか

かった瞬間、この方はここがお悪い方だなあ、と次々心で分からせてい

ただいております。我々医学者でない者が、他人の体に触ることは法律

によって禁じられておりますが、肉体の外部は勿論のこと、内部におい

ても悪い所とか、手術された部分はすべて不調和のままの状態にあるた

め、そこの肉体は固い状態となっております。手術をしていない方でも、

常に心が緊張状態で生きておられる人は、その肉体全体が固い状態にあ

ります。 

 しかし、心ある生き方をしておられる方は、心と肉体が調和されてい

るため、肉体は、つきたてのお餅のように柔らかい状態であります。特

に、法に素直に生きておられる方は、その素直さに応じた部分だけ、心

身が調和されておられ、安らぎの中に生きることをお与えいただいてい

るのであります。 

 私たちは今生、主にお願いをして、心が豊かなものとなれるような環

境を願い、今の環境に出させていただいたのでありますが、そのご慈悲

に対して、果たしてお応えしている日々でありましょうか。明日という

日はありません。只今という今日しかありません。しかし、その今日と

いう日も後数分でお別れかも知れません。 

 今というこの只今を法による精進努力の実践をしているでしょうか。 

 悔いのない生活をしておりますでしょうか。問い正してみなければな

らないと思います。 
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 じっくりとした時間をいただいての反省の時を持ちましょう。そのじ

っくりとした己の心を熟成しようという想念は、やがて循環の法によっ

て、己の周辺の総てが豊かに熟成した環境となっていくことでありまし

ょう。 

 一日一日、倦むことなく、飽くことなく心の中で一つ一つの問題につ

いて熟成をしていきましょう。 

 葡萄の房も、まだ青いものを人様に差し上げることはしないでしょう。

やはり、じっくりと心を配り、時を重ね、天からのご協力をいただいた

ものを摘み取って、回りの人たちに差し上げるでしょう。 

 そしてその葡萄を口にして悦んでくださっている人達を見たり聞い

たりすることによって、自分の心もまた大きな悦びに満たされ、豊かな

ものとなっていくのであります。心の中の葡萄の一粒一粒は、次々に熟

し、愛となって回りの人々に差し上げていかれるのであります。 

 この与える悦びこそ、神仏のご慈悲に叶った愛でありましょう。その

愛こそ、己の心を豊かなものとし、また回りの人達の心をも温かく豊か

なものとしていくのであります。 

 主には、次のようにお導きくださっています。 

 『あの太陽をご覧なさい。太陽は、身心ともに全く健康なお姿で、我々

にその光と熱を無所得でお与えくださっているのです』 

 この無所得で差し上げさせていただく悦びこそ、私たちが願ってこの

世に出させていただいた修行の第一目的ではないでしょうか。 

 法を実践するに当たり、自分の心は、果たして、主を真に信じている

かどうか、自分の心の中には、主以外の神や仏が存在していませんでし

ょうか。どこかの教祖と同じ次元で見ている思いがないでしょうか。更

に厳しく点検をしてみてください。もう一度そこから始めてみることも

大事なことと思います。 

 各位の平安をお祈りいたします。 

 

  主に対して、今日の安らぎをいただき心からの感謝を棒げます。 

        法友と手に手を携え一人でも多くの人に偉大なる法 

        をお伝えすることをお誓いいたします。 
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【法を依りどころとした思い行い】1993-12 月 

 『ブッダ様がお亡くなりになります時に、私たち始め皆の者にこのよ

うに申されました。 

 皆の者よ。お前たちは私が亡くなったとて、私たち自身の心の中にブ

ッダは生き続けているんだよ。そしてブッダ即ち法であるぞ。そしてア

ナンよ、お前はどうしてそのように泣くのか。お前の泣く涙は、それは

お前自身よく考えてごらん。お前はブッダそのものを慕い、そのように

流す涙は、それはブッダ自身の肉体ではないのか。肉体を通して、お前

はどうして私の法そのものを、心の法則というものはいつもお前の心の

中に燦然と輝き生き続けているということを、お前は忘れるでないぞ。

そして肉体即ちそれは本当のものではない。心だよ。そしてそのように

何時までも泣き続けているお前は、即ち肉体に対してお前自身の心の中

にある執着が、そのように苦しみ、そのようにしてお前を悲しませるの

であるぞ。 

 肉体に対するもの、それは真実ではないということ、そしてその心の

奥にあるブッダ自身がお前の心の中に燦然と輝く。そしてお前自身がブ

ッダを、そのように思うならば、カピラバーストを思い出せ。そしてお

前自身の心の中にブッダは生き続けているということ即ち、法そのもの

である。光である。迷うでないぞ。それがお前に与えられた今一つの悟

りではないのか』 

 

 これは一九七五年六月二十～二十二日に、京都中心山荘において、主

のご指導のもとに、アナンがお釈迦様がお亡くなりになられる時のこと

を思い出して語られた、言葉の一節であります。 

 以前にも、このお言葉について、この月刊誌に書かせていただいたこ

とがありますが、私は、法を学ぶ上において最も大事なことを、比較的

分かりやすく教えられているように思われ、何回でも何十回でも、ここ

のところを十分に心で汲み取れるように学修しなければならないと思

い、今回もまた書かせていただきました。 

 『そのように流す涙は、それはブッダ自身の肉体ではないのか。肉体

即ちそれは本当のものではない。心だよ。何時までも泣き続けているお

前は、即ち肉体に対してお前自身の心の中にある執着が、そのように苦

しみ、そのようにしてお前を悲しませるのであるぞ』 

 これまで、何回もお話してきましたが、悲しい時に泣く涙にも、いろ

いろな種類があるということを学ばせていただきました。近親者でもな

んでもない人が、おいおいと泣き崩れる人がありますが、泣きさえすれ
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ば良いというものではありません。真に心ある人は、そう人前では慎み

もなく乱れた姿を見せません。泣くようなことも、自分の心に厳しく処

しておれば泣くことはありません。本当に悲しい人ほど、そのようなお

姿ではなかろうかと思います。 

 誰の葬儀に行ってもおいおいと泣く人は、それは泣き男的な人で、感

情が肥大している人ではなかろうかと思います。 

 さて、アナン様の場合は、悲しいと思って流している涙は、ブッダと

いうお姿を肉の目で眺め、知っているブッダ、即ち肉体ではないか。そ

の肉体が、今消えようとしていることにとらわれ、その心は苦しみ、悲

しませているのである。 

 このアナン様のお姿は、ブッダ様という肉体を基準とした思い行いで

あり、法を基準として見た時、肉体はどんな人も老いて後、消滅してい

くものであります。しかし、魂は消滅することはありません。永遠に生

き通しのものであります。中空にかかって輝いている月も、やがては山

陰にかくれることもあります。かといって、その月は無くなってしまっ

たわけではありません。ただ、一時私たちの肉眼からは消えてしまった

に過ぎないのであります。山の裏側にいって見れば、そこで輝いている

のです。 

 それと同じように、人間の肉体はこの世の乗り舟に過ぎないため、消

滅してしまいますが、本当のその人間、即ち、魂は、死ぬことがないの

であります。しかし、これらのことは、頭で分かってはいても、やはり

突然親しい人や、肉親が亡くなりますと、悲しいものです。涙がとめど

なく流れるのを、誰もが経験しているところであります。心は学んでい

ても、その場に直面するとどうしても肉にとらわれてしまいがちであり

ます。しかし、その肉にとらわれること自体が苦しみであることを学ば

せていただいたのです。 

 如何なる人も、丸山という人間は、顔が長くて髪の毛は白髪でといっ

たような、いわゆる肉体としてのその人しか知らないのであります。肉

体の形を心にインプットしているに過ぎないのであります。本当の誰々

さんは知ってはいないのであります。ですから、どうしても肉体にとら

われた思いや行いになりがちなのでありましょう。 

 主のお導きにもありますが、肉親が亡くなったからといって、直ぐ様

財産の分与等をすると思わない事故にあったという話を聞くことがあ

りますが、亡くなったといっても、その人がまだそこにいるのでそのよ

うな作用が起こるのだ、ということでも肉体と魂の関係が良く分かりま

す。 
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 このように法の学習は、ご本を拝読するにしても、心の意味を汲み取

るようにしながら行うことが大事であります。 

 でないと、なかなか心で理解することが成長いたしません。霊性を高

めるためにも、やはり同様なことが言えるのではないかと思います。誰

の心にも霊的な能力があります。それを気づくように精進するのとしな

いのでは、大分違ってくるように思います。素晴らしい心の調和された

霊能力の高い師の側近くに仕え、霊性を磨くことによってその人の本来

の霊的能力が開かれるもののように思います。 

 しかし、霊能力を得たいがために、常にそういった欲望を持っている

と、悪霊にとりつかれてしまいます。霊的なことは人間の欲望によって

与えられるものではなく、その人間の思い行いが、法を実践した愛その

ものであるとき、必要な時に必要なものが天から与えられるものであろ

うと思います。 

 法の世界に生き、精進している者にとって、その正しい道は、「無私」

であります。私が無い、つまり自分というものを捨て去るという心にな

ることであります。自分が、自分は、自分を、自分こそは、自分だけは、

それぞれこの自分という言葉の後に、何かその時に応じた言葉を続けて

出しがちでありますが、その自分ということを、全面的に無くしてしま

うことが無私であります。自分が無くなれば当然のこと、自分を主張し

なくなります。また、自分を中心とした思いや、行いもなくするように

努力しなければなりません。お教えいただきましたように、あの天空に

輝く太陽のような存在が、私たち神の子の目標であります。 

 自分中心の欲望がなくなれば、人間関係による相克のような苦しみは

一切なくなり、心は平安そのものとなって、それこそ真の安らぎという

幸せがいただけるのであります。 

 それには己を愛することが大事であります。そして人をも愛すること

が大事なことは言うまでもありません。総てにおいて、愛が大事なこと

はご存じの通りであります。 

 今日、政治にも、学校教育にも、家庭にも愛がなくなっているから、

混乱が起きているのであります。その混乱としての現象は、天候異変や

米を始めとした農作物の不作、あるいは地震等の天変地異等の発生、ま

た、経済の混乱等々であります。そこには、大自然の調和を心とした愛

がないからであります。正しい思いと行いがなくなっているからであり

ます。自分中心となっているからであります。大自然には自分というも

のがありません。 

 遠くに見える山々は、何故美しいのでしょうか。それは、そこに生え
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ている草木、どれ一つとってみても、ここは自分の場所だから誰も入る

な、誰も枝を出したり、根を伸ばしたりするな、したら法律によって訴

えるぞ、とこのような思いや行いはしていないのです。どんな小さい名

もない草花に対しても、また天を圧するような大木に対しても皆が仲よ

く相互に生かしあって生きているからであります。つまりそれぞれが我

欲というものをもってはいないからです。ですから、人間は山へゆきた

いと思うのです。海へゆきたいと思うのです。海や山は神のみ心そのも

のだからです。これから紅葉がはじまりますが、だから、紅葉も新緑も

美しいのです。人の心を癒してくれるのです。和ませてくれるのです。

安らぎをくださるのです。 

 神のみ心を心として生きている人は、美しく調和された海へ行こうが、

山へ行こうが事故に会いません。しかし、時々遭難とか事故に遭遇した

ことを耳にしますが、それにはそれだけの原因があるということであり

ます。大自然の美しく清らかな環境には当然そのような心でいかないと、

そこに生きている悪霊に引きずり込まれ、遭難や事故に会うこともあり

ます。 

 山や海にいった時は、常に危険だと思うような行動は慎むことが大切

であります。心に油断があると、悪霊は狙い撃ちします。こういった時

にも、常に止観しての思い行いが大切なことであります。 

 このことは、物にとらわれて生きている私達神の子に対して、天候を

通し、天上界を想い起こさせるお計いではなかろうかと思わせていただ

きました。そうしますと、如何なることも天上の大いなる慈悲であるこ

とがわかり、人間中心の思いだけで見ると、真実のものが見えなくなる

ように思います。 

 今年は長雨続きの日が多く、そのために冷夏となり、そのうえ、台風

が次々に襲ってきました。この台風も、かつての大戦の時、南方で不幸

にして戦病死された魂が、故郷に帰りたいという強い想念を持って亡く

なっているため、その想念が現象化し、台風となって襲来していること

をお教えいただきました。 

 私の知人で、無実の罪によって南方の獄舎に繋がれ、やがて刑死され

た方がおられました。いつもその方が送ってこられる手紙には、獄舎の

小さい窓から見える小さな空に、鳥の飛び交う姿が見えた時、あー、あ

の鳥になってでもいいから、我が家に帰りたい。と、書いてきておられ

たことをお聞きしましたが、きっとそうだったろうな、とその方の苦し

い心が分かるような気がしたことがありました。 

 しかし、人間の正しい一念もまた素晴らしいものであります。この一
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念を持って正しい精進を積み上げていった時、その念とすることはその

努力に相応して与えられるのであります。しかし、人はそのことを信じ

ようとはしません。悩みや苦しみが大きい人ほど、法を信じようとはさ

れません。どうしてだろうか、と私は考え込むことがあります。 

 それだけその人達は愚昧なのでしょうか。もっと救われたいと、必死

になって主にお縋りすれば良いのにと思います。実に歯がゆい思いをす

ることがあります。そのような悲しい人に出会ったときは、静かに主に

お救い下さるようにお祈りさせていただくのです。この私にもやはりこ

のような時期がありました。その時の自分の姿を見るようで、切なく悲

しくなります。ここにすべてが癒される素晴らしい道が用意しお与え下

さっているのに、どうして……と思うと、人間の業を思わずにはおれま

せん。 

 今の苦悩から救われるためには、どんなことをしてでも救われたいと

いう一念を持たれることと思いますが、いざ神様となると疑念が生じて

くるようであります。今日余りにも世にいう神様が多いからでしょうか。

それともその人ご自身がなかなか人を信じられないのかもしれません。

また、神仏そのものも信じられない人かもしれません。 

 人間には、誰にもその信仰が正しいものか否かの判別がつくように知

慧が与えられております。これも一心になってその教えを見たとき、そ

れが正しいかどうかが分かってくるものであります。 

 かつて偉大なお方から、イエス様の次のようなお話をお聞きしたこと

があります。 

 『神の子は強いんです。どんな困難にも負けないものをチャンと皆に

教えてある筈ですよ。神の子は、私が貴方に教えたように、貴方もまた

人々に教えてあげなさい。子供を育てたように、その愛を人々に施しな

さい。その道は尽きることなく、いつまでも素晴らしい泉のようにコン

コンと湧き出るのですよ。その泉を枯らしてしまうのは、貴方の行為で

すよ。貴方の心の貧しさが、相手の貧しさを引き出し、貴方の悦びの言

葉が相手の悦びを引き出すのですよ。 

 執着の荷物を下ろして、残り少ない日々を本当に幸福に送ってくださ

い。皆様の幸福の心が、一人でも二人でもどんどん暖かい家庭を作って

いったら、その姿を見て、孫たちが幸せな家庭を作っていくのです。こ

れこそ皆様が本当にあの世にいって威張って言えることです。それは子

孫が本当に健康で、繁栄できる道です。この次を当てにすることなく、

今をやり抜くことです。 

 この世は修行所であるがために、苦しみもあります。この苦しみがあ
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るがために、悦びも見出すことができるのです。そして、人間としての、

素晴らしさを見出すことができるのです。また、心がけて「ありがとう」

という言葉を使いましょう。 

 自分中心という増上慢になると、正しい道を失う結果になります。常

に初心に戻る心構えが必要であります。欲望を起こすと、長年の努力を

棒にふる恐れがあります。心の原点に帰ることが大切であります。増上

慢は、ねたみやひがみの原因となり、愚痴につながるので心せねばなり

ません。人の言行に迷い、毒を食べやすい女性に、最も必要なのは、法

をよりどころとし、惑わされない自分、不退転の己、不動心を養うこと

であります。 

 道路には道路交通法があり、標識があります。これを無視したとき、

事故を起こすのは必然であります。法は守り、行ぜねばなりません。人

は法に従って行じたとき、調和し、光明に満たされるのです。信じると

いうことは、言葉から始まり、その言葉が正しくないと、信じることが

難しくなります。また、言葉は正しく聞かなけれぱなりません。心にと

らわれがあるときは、正しく語ることも聞くこともできません。 

 色心は一体であるから、感謝していますという謝の字は、言葉と身体

を使って有り難うということになります。また、心にない言葉、心以上

の言葉は、中道ではありません。言葉に飾りや形をつけると、自分とい

うものが把握できなくなります。余分な言葉は取り除くことです。人に

施しても仕方のない言葉は処理してしまうことです。 

 人は人々を互いに愛します。愛すれば人のことは言いません。真実の

みを相手方に伝えます。これが愛です。その時こそ、人は前進するので

す。また、人の足を引っ張るということは、下の下の人です。引っ張ら

れた人はまだ上の人です。同じ引っ張るなら、下の人に手を差し伸べて

あげる手を持ってください。自分自身が生活の中でどれだけ前進したで

あろうか、心の向上をもたらす話、話し方にしてください』 

 

 今年もあと読める程の日々になりましたが、一日一日をお大切になさ

り、良い年をお迎えになられますようお祈りいたします。 

 

 主に対して 私達の未熟な心を常に天上に向けるよう気象を通しお 

       計らいくださいました尊いお導きに対しまして心から 

       の感謝を捧げます。 

       そのお心を忘れることなくこの一時を大切に精進いた 

       します。 
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【偉大な主・高橋信次先生の「慈悲と愛」について】・・・バス研修旅

行でのお話 1993-12 月 

 人間は一人で生きる事は出来ません。お互いに生かし合うことによっ

て生きているのでございます。一人で生きているという思い上がった心

があるとすれば、それは全く間違いであります。自分自身が人の為にな

るような奉仕をすることによって人々も生かされるのであります。 

 今回のバス研修旅行のテーマは「愛」でありますが、一人一人のお客

様も、お世話をされる方も愛の実践が大切であります。 

 座っていても愛の実践は出来ます。また動く人も愛の実践が出来ます。

愛ということについて高橋信次先生はこと細かに述べて下さいました。

心行の中にも愛についての実践方法が細かく述べられています。その根

本は感謝です。心行の中に感謝について約六カ所書いてあります。 

 自分はなかなか感謝が出ない、悦びが出ない、という方も多いと思い

ますが、感謝の心を大きく育てる為に、私達は現在この世に生を頂いて

おります。感謝、悦びの無い者は禽獣に等しいと言われております。し

かし、犬や猫でも喜びや感謝の心を持っております。まして私達万物の

霊長である神の子が、獣に劣るような程度であってはいけないのであり

ます。 

 豊かな愛の心を養うために今生この地に出させていただき、その上に

高橋信次先生の偉大なるみ教えに私達は触れる事が出来ました。このみ

教えをよく学習し、自分の心の中に生かし、実践することが大切であり

ます。愛とはなかなか深くて実践は難しいと思います。愛の実践度とい

うものは、その魂によって違ってくると思います。 

 一人の人が気付かなくても、ある人は深く気付いて行く、というもの

です。それはその人の心の豊かさによって違ってくると思います。です

から、こういう研修会を通し自分の色々な欠点が浮き彫りになり、人の

素晴らしい所も見せていただけます。そういう素晴らしい所を一つでも

持って帰れる二日間であっていただきたいと思います。お互いに思いや

りの心を持って、その人の立場に立った思い、行いをするように実践を

していただきたいと思います。それが、この一年間勉強した成果を試す

機会でもあろうかと思います。 

 私達はこの人生に生きていまして、あれが駄目だとか、これが駄目だ

とか、あれが良いとか、これが悪いとかいう善し悪しで物事を判断しが

ちであります。私もその最たる人間でした。しかし、高橋信次先生の法

を学んで行く中に於いて、その言葉が自分に都合がいいから良くて、自

分に都合が悪いから悪いという自分を中心とした言葉である事に思い
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至りました。 

 神仏の懐の中に生かされている私達に対して、神仏が悪い事をお与え

下さる筈はないのであります。すべて良い事をお与え下さっているので

す。良い事の中に更に良い事にする為に、私達の精進努力があるのでは

なかろうかと思います。 

 与えられるままに生きていればこの世に出てきた生き甲斐というも

のは無いと思います。生き甲斐は自分の努力であります。 

 この人生は楽をする為に出てきたのではなく、苦労する為に出てきて

おります。ですからうんと苦労している人ほど物事を知っております。

それから苦労の中に生きる道を見い出しております。ある人が両手を上

げて万歳していても、苦労した人は野の草の様にその中から立ち上がる

事を知っております。そして、その万歳している人の手を持ってそっと

引っ張って行こうとするものです。それが愛の実践です。 

 今日の世相を見ますと、非常に厳しい世相になっております。経済的

に大変深刻な状態になっております。日本の大企業が世界を制するかの

ような一時がありましたけれども、今日アメリカやヨーロッパから皆日

本へ帰ろうとしております。経済戦争に敗退したからです。アメリカや

ヨーロッパヘ行って、その土地の人間にならないで、そこで得た利益を

皆日本へ持ち帰ろうとしたから敗退し、皆から反撃を食らったのです。

一九九○年からそんな状態が始まり、ちょうど三年経ちます。私はここ

二、三年後、一九九五年頃を底にして今日のノアの方舟的現象が生まれ

るのではなかろうかと思います。もっともっと経済的に深刻な状況が出

るのではないかという風に思うのであります。 

 その中で、心ある者、心を学んでいる者は救われて行くでしょう。で

すから現在に安住することなく、より大きく己の心を豊かにし、他の方

と手をとりあって生きて行ける自分を作ることが大事ではなかろうか

と思います。 

 そして、二十一世紀が新しい夜明けとして、心ある者を中心として開

けて行くのではなかろうか、とこの頃思わせていただいているのであり

ます。 

 天変地異が起きる、とも言われております。地震学者は長野県を中心

とした大地震が早晩起こるであろうとも言っております。そういう地震

学にしてもまだまだ幼稚なものでありますが、しかし、彼らにも皆守

護・指導霊がおります。守護・指導霊を通して天の声というものを言わ

しめているのではなかろうかと思います。経済学者もしかりです。 

 色々な心ある人を通して私達は警告を沢山頂いております。その中に
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於いて、私達は主がお説きになりました法を中心に今学習・実践し、自

分を作る努力をしております。唯一これ以外に人間として豊かに救われ

る道はないのであります。この道をひたすら見つめて自分の心を豊かに

して精進することこそ大事なことでなかろうかと思います。今日こうい

う有り難い機会を主によってお与え頂きました。この二日間家庭から離

れ、俗界から離れ、四十六名中心になって自分の心を尽くした精進努力

の場にしていただきたいと思います。 
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【1994 年】 

 

【悦び】1994-01 月 

 明けましておめでとうございます。 

 新しい年を平安に迎えられましたことと、心からお悦び申し上げます。

今年もより以上のご指導ご鞭撻をくださいますようお願い申し上げま

す。 

 ここのところ連日、法友のお悦びのお便りが届き、日々感激の嵐の中

に過ごさせていただいております。これも偏に私を始め法友の皆様方を

奮い立たせるためのお計らいではなかろうかと、心から感謝を捧げたい

と思い、次にそのいくつかをご披露させていただきたいと思います。 

 最初にＫ様より次のようなお手紙を頂戴いたしました。 

 

 『前略ご免ください。 

 先日は、私達のためにご指導くださいましてどうも有り難うございま

した。 

 学修会の帰りには、いつも「Ｔ町」の娘のところに一泊して帰ります。

Ｈ市までゆき買い物をして、二人の孫娘が笑顔で「また来てネ……」と、

手を振って送ってくれます。Ｈ駅で乗り換えＫ線に乗ります。 

 Ｈ駅に着いてみると、今日は汽車がよく混んでいたので、一列車遅ら

せ四時三十分に乗ることにしました。その列車は、電車のように長い椅

子になっていて、私は前の方に腰をおろして次々と乗って来る人に目で

挨拶をしました。すると、一度腰掛けた奥さんが、私の横に腰掛け、「ど

ちらまでお出ででしたのですか……」と尋ねられました。 

 「大阪まで、へえーその体で、一人でゆかれたのですか……」 

 『大阪の堺まで、月に一度勉強させて貰いに行っているのです』 

 「何の勉強を……」 

 『宇宙の神理、法を勉強しているのです』 

 「へえ－、むずかしい勉強やネ……」 

 『高橋信次先生という、偉いお方がご著書を残し、沢山の講演をして、

私達のために残して帰られたのです。私ら田舎に居て何も知らなかった

でしょ……。そのお弟子さんが無所得のまま、私達のためにわざわざ金

沢から大阪まで来てくださるのです。宗教には一銭も金はいらない、金

の欲しいのは動物霊やお寺ぐらいやネ……』 

 そのような話を色々としている間に、関心を持たれました。 

 何かしている方だと思った。人とは違う方だと思って、とおっしゃい
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ました。 

 『ひかり』をあげました。 

 太陽も無所得のまま、何人も平等に我々を照らしてくださる。これが

神でなければなんであろう。そこらのお宮など、神ではない。祭られる

ような偉い方は、とうの昔に天上界に帰っている……、ほんとやネ……。 

 太陽がお金をくれと言われたら、人類は一カ月で破産してしまうわ。

だから、太陽は慈悲と愛なんだ、と一生懸命話していました。気がつい

たら汗を一杯かいておりました。 

 高橋信次先生のご著書を分けて欲しいとおっしゃいましたので、「ひ

かり」の後ろを見せて、有名書店で買ってくださいと申しました。 

 その方は「お金も何も持って帰れんしネ……」 

 『そうよ。何も持って帰れないのよ……』 

 『肉体はこの世を渡る舟なのよ……』 

 『帰るのは、もう一つの肉体、光の肉体それが帰るの……』 

 それを話すと、びっくりされてしまいました。 

 心がきれいだと軽いし、心が悪いと重い。悪い心の人が沢山集まると

ころには、神の光を遮るから、そこに天変地変が起きるのよ。本当にそ

うだと、一生懸命に聞いてくださいました。 

 最後に『ぴかり』の代を払うわ。いいえ、私も嬉しいのです、と言っ

て住所氏名を言い、汽車が駅に着いたので別れました。見ず知らずの人

に自分が耳にしたことを話ました。 

 学修会の時に、先生が私に沢山の人々に広めてくださいネ……と、お

っしゃられた言葉を思い出し、このことであったのか……、改めて驚き

ました。 

 矢も盾もたまらず筆を走らせました次第です。後略』 

 

 また、Ｉ様からは次のようなお手紙をいただきました。 

 

 『前略、今月九日で初めて先生にお光をいただきました五月九日より

六カ月経ちました。健康にさせていただきまして、嬉しい日々を送らせ

てもらっています。有り難いことです。感謝の毎日です。 

 東京に、昨年四月に転勤してゆきました長女が、是非一度来てほしい、

大阪まで迎えにゆくからと、再三再四の勧めの言葉の熱意に負けて、東

京まで行ってまいりました。 

 十日位の予定でまいりましたのに、あっという間に日が経ち、二十日

間も滞在させてもらい、昨夕帰宅いたしました。 



563 

 

 今日、病院での検診、少し血圧が高めだが大丈夫とのことに、また健

康に自信がつきまして嬉しくてたまりません。三十日、三十一日も東京

の地で、今日が研修会だなと心はそちらに馳せていました。 

 つたないながら法の話もしてまいりました。唯とってもショックだっ

たのは、娘に「母さんとっても変わったでしょう？」と聞きましたら「あ

んまり変わってないよ。やっぱり病気こわがりやんか」との返事に、心

慌てました。 

 帰宅した今、ゆっくり考え振り返ってみて、久し振りに会えた娘にす

っかり昔の私だったかも知れないし、ヨーシ、この次こそ必ず「変わっ

たネ」と言ってもらえるよう、一層精進を重ねていこうと心新たにして

います。 

 東京駅まで上の娘、下の娘が新大阪駅から自宅まで、私が一人だった

のは新幹線の中だけという今回の旅に、皆のあたたかい愛にかこまれて、

唯々感謝感謝の日々でした。 

 健康にも自信がつきました。ありがとうございます。こんな日がめぐ

って来るなんて、半年前は思えない状態だったのです。お導きいただき

ました先生のお陰あってのことでなければ、神が仏が、直ぐ目の前にお

られることを知らずに一生を終わるところでした。考えても怖いことで

す。 

 主人と二人していつも感謝しています。後略。』 

 

 この方は、五月九日に入院中の病院から二時間ばかりの外出許可をい

ただいて個人指導を受けに来られた方でした。普通は四、五年間は入院

していなければならないご病気だったのに、その四日後に退院され、そ

の後は薄皮を剥ぐごとく日増しに快方に向かわれたのでした。 

 私は、この異常な程の快方の原因は、この方の異常なまでの深い深い

感謝感謝の日暮らしにあったのではないかと思っております。このお方

の深い深い豊かな感謝のご精進について学ばせていただきたいと思っ

ています。 

 

 またＡ様からは次のようなお手紙をいただきました。 

 

 『前略 先日のバス研修旅行の折には、先生を始め金沢の会員さんに

大変お世話になり有り難うございました。帰りましてから、有難い体験

や、反省したことをノートに書いているうちに、皆様の行き届いたお心

づかいが身にしみ、二日間天上界に遊びに行ってきたように思われまし
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た。 

 今頃になって、きっと高橋信次先生も一緒におられたのではないかと

思っております。けれど旅行中は、雨の中、海が本当にないでいる姿を

見せていただいても、次の日の大荒れの海を見るまでは、現証であるの

か、半信半疑の状態で、そのうえ、虹の現証の時もほんのわずかの間見

せていただき、上の方から消えかかった時、はじめて神仏の祝福を感じ

るなさけない私でした。今、思いますと、「今」を生きていない自分を

はっきりと思い知らされた感じです。 

 夜の先生のお話の中で、いやしい身分のマグダラのマリヤのことや、

いざりの人がキリストの衣服にさわり、癒されたという話をされました

が、その理由は、キリストを心から信じていたからだと言われました時、

心にジーンときて、胸が熱くなりました。 

 私が十七年程前「心の原点」を読んでみようかな、と思ったきっかけ

が「このいざりの人が癒された」という聖書の中の話でした。その頃、

私の大学時代の友達が、自殺未遂をし下半身が不随になり、長い闘病生

活をしておられました。 

 私がその話を、私をＧＬＡに誘ってくださった方にしましたら、現在

でもそのような方（高橋信次先生のこと）がおられると言われ、フッと

「心の原点」を読んでみる気になったのでした。 

 そして、救われたのは私でした。私はカトリックの学校に十六年間も

いっていますので、キリストを信じたので救われたのだということは、

頭でよく知っていたのですが、どうしても、その意味が解りませんでし

た。今回、先生の会にきて、先生のご指導のお陰で、また余りに沢山の

神仏のお導きと、お恵みをいただき、高橋信次先生に対し、また、その

み教えに対し、益々深く確信を持つことが出来ました。そうしたら、ハ

ッキリと先程のお話の意味が心に落ちました。すっかり嬉しくなってし

まい、その後はしばらくうわの空でした。 

 帰りのバスを下車しましたら、もう先生が降り口のところに立ってお

られるのに気付きました時、先生のお心の深さ、布教に対する必死の思

いが伝わってくるようで、私も「何とか頑張らねばならない」と強く心

に思いました。私は、交際範囲が狭く、どれだけお役に立つか解りませ

んが、頑張りたいと思います。 

 今回の有難い旅を通して、また皆様の体験話や、反省の仕方を聞き、

私も、もっと心を見つめて生きねばならないと思いました。 

 （中略） 

 高橋信次先生を始め先生には言葉では言い尽くせない程ご恩になり
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ましたので、どんなことをしてでもお返しせればと思っているのですが、

心とは裏腹に行動の方はさっぱりです。 

 でも心の中では、一生、私の出来る限り正法の布教をさせていただこ

うと固く決心しております。 

 最近は、ご本を読んでいて何か気が付きましたり、善いことがありま

すと、すっかり嬉しくなって、高橋信次先生に感謝することが多くなり、

心から感謝の日暮しをさせていただいております。 

 それから、聖書のことですが、今読ませていただいたら、きっとイエ

ス様のことを思い、とても感激をするように思うのですが、高橋信次先

生のご本や「ひかり」を読みだしますと、他の本を読みたくなくなるの

です。 

 私には、正法のおかげで、本音で話し合える何人かの友に恵まれ、本

当に幸せです。（後略）』 

 

 最後に、Ｙ様からのお手紙をご紹介いたします。 

 

 『先日はお電話ありがとうございました。いつも世の中では到底教え

てもらえないようなことをいろいろお教えいただきまして本当にあり

がとうございます。毎回貴重な人生経験をさせていただくことを本当に

うれしく思っております。先日も私の一番欠けている点をご指導いただ

いたようで、こんなに早く解決するとは嬉しくなってまいりました。 

 それから娘が念願の学校に向かって道を歩み出すことになりそうで

ございます。本命の学校ではないのですが、とにかく一校合格通知をい

ただきました。その以前にかなり名門を受験いたしましたが不合格でし

た。しばらくして娘は心を見つめ反省したようです。そのときこの子は

本当に心を見つめて精進している。やはり自分の約束してきた子に違い

ないと思いました。心を見つめ精進することこそ人生の目的。これでい

いと思いました。 

 今度の大学は、まだ新しく名前は通っておりませんが、この道は娘が

高校一年のときから目指して来た道でございました。なんとなく先生の

すすめがあったり、私とも話し合いまして手探りで来ました。これでい

いのかなと今日まで来ましたが、とにもかくにも合格通知を一枚いただ

き、この道でよかったのだと天意をいただいたようにうれしく思ってお

ります。 

 （中略） 

 日頃のご指導本当にありがとうございます。使命を果たしていけるよ
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うに、親子ともども頑張っていきたいと思っております。本当にありが

とうございました』 

 

 その他にも沢山の悦びのお手紙をいただいておりますが、毎日このよ

うな神と主によって救われた悦びのお言葉を見聞させていただいてお

りますことは、私にとってこのうえもない幸せと深く感謝いたしており

ます。全くここだけは春のような環境です。 

 しかし、一歩外へ出て世の中を眺め直しますと、経済を原因とした争

いが後を断ちません。今の今も地球のどこかで一人の尊い命が心ない

人々によって消されていっております。何と悲しいことでしょうか。人

間は何とも愚かな存在です。人間の心に神の子なんだ、という自覚が殆

ど忘れ去られてしまっていることが、今日の最も不幸な原因の一つであ

ります。 

 主には、次のようにお導きくださっています。 

 『人間はなぜ生まれ、年老い、病気をし、死ぬのであろうか。 

 悲しみと苦しみの多い人生。 

 親しい者との死別、嫌いな者と生活する悲しみ、経済的な苦しみ、恨

み、妬み、そねみ、怒りの心、独占欲、表面華やかでも心の淋しい者、

結ばれぬ恋、売名行為のむなしさ、有名人をかさに着た増上慢、肉体的

欠陥で心病む者、神理を悟らず衆生の心を狂わせる指導者。宗教を私利

私欲のもととする偽善者、色情に対する欲望、地位名誉欲、人種差別に

泣く人々、同族の権力争い、派閥争い、主義主張の異なるための闘争と

破壊等々書けば限りもない不調和な人生。 

 こうした悲しみ、苦しみの原因は、すべて中道の心を失ったための行

為によって生じた結果である。多くの人々は、欲望の渦の中に自分自身

を埋没して、この苦しみから抜け出すことができない。 

 ある者は人生に失敗し、人間としての使命を果たさないまま自らの手

で肉体を捨て去る。 

 しかし人生は決して不可解なものではない。ただ、難解なのである。 

 この難解な人生について、もっとも解りやすく、人生の在り方、その

目的と使命を説いた光の天使がいる。それは、インドの釈迦牟尼仏やイ

スラエルのイエス・キリストである。 

 だがその神理も、永い年月の経過の中途において、多くの僧侶や学者

達により知と意の産物と変えられ、仏教哲学となってしまった。 

 キリスト教も、仏教も、知の学問化と商売化になってしまったことで、

その中から神理を見出すことが困難になったのである。つまり理屈は解



567 

 

っているのだが、人間の真実の心の在り方と実行の仕方が、はっきりし

なくなったのだ。 

 心ない宗教、実践のない宗教が、現代社会の歪みを造ってしまったと

いっても過言ではないと思う。今、私達にとって救われる唯一の道とは、

知と意によってメッキされた仏教やキリスト教を捨てて、本来のイエス、

釈迦の教えに帰ることといえる。 

 善か悪かの判断は、神理に合っているかいないかによって定まる。己

自身の正しい心に忠実に人生への想念と行為をなしているか、自己中心

ではなく他人のことも考えて中道な判断をして生きているか否かによ

って、それは定まる。神理は不変であって、人間の意と知で変えること

はできないものだからである。それは、神仏の知であり、心であり、意

であることを、私達は悟らなくてはならない。 

 人間は万物の霊長であり、神仏の子で、心が何よりも優先することを

忘れてしまった点に、不調和な原因があるということを知らねばならな

い。大自然の万象万物は、皆相互の作用によって成り立っており、大調

和を教えている。 

 たとえ努力によって積み重ねられた経済力や地位であっても、自分自

身に足ることを知らないで、より以上の執着を持ち、気の毒な人々に慈

悲も与えず、自我我欲、自己保存の権化になった人間は、貧しい人であ

り、低俗な人である。 

 社会にこのような人々が多いと混乱が起こる。 

 原因結果、作用反作用の法則は大自然界の神理であって、私達の肉体

はおろか、意識にも作用することを忘れてはならない。 

 神仏の慈悲、すなわち肉体保存のできる大自然の環境に対して、感謝

の心を持ったなら、それは行為として現さなくてはならない。この行為

が報恩である。社会人類のために、自分自身のできる範囲で奉仕するこ

とが、人間相互の信頼につながり、調和とやすらぎの社会の完成に役立

つ』 

 

 私達は一日も早く真の正法者として、この世に光の輪を造りあげてい

かねばならない。その輪に入れるように精進努力せねば何のための正法

か解らないと思います。 

 神仏のいませること、神仏の光によって救われたことを叫んでいかね

ばならないのです。 

 乗り遅れてはならない。明日という日はないのです。 

 各位の平安をお祈りいたします。 
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  神と主に対して、平安な年の始まりをいただき心から感謝申し上 

          げます。 

          ただ今より新たな心で心を引き締めて愛の実践 

          をしていくことをお誓いいたします。 
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【おもいやり】1994-2 月 

 はじめに 

 

 新年号の原稿を書き終えるなり、二月号の原稿にとりかかりました。

課題は、大分前から「止観（反省）とは」をいただいていましたので、

この一カ月の間、勉強を重ねてどうやら出来上がりという段階になって、

急に「愛（思いやり)」という課題をいただきました。これをお読みに

なられる方の中には、あれっ、どうしてっ、今月は、反省の仕方につい

て勉強しようと思って張り切っていたのにぃ、とがっかりなさる向きも

あるかも知れませんが、事情ご賢察のうえ、何とぞお許しいただきたい

と思います。 

 

 これまで何回も申し上げたことですが、私は一九七五年三月八日に大

阪で初めて主にお目にかからせていただきました。その時「貴方は、私

の本を余り読んでいませんね」と、申されました。 

 私は、二年前に「縁生の舟（心の発見)」をいただいていたのですが、

全く読んでいませんでした。三月から七月の金沢講演会までは、初めて

の研修会に参加したり、小講演会を開催したり、また、各地での先生の

ご講演を拝聴しに出かけたりと、体がいくつあっても足りないような多

忙を通り越したような日々の連続でした。しかも、この世界のことは何

一つ知らない訳で、見るもの聞くもの総てが初めてのことばかりでした

から、全くのど素人の状態で、何から手をつけたらよいやら、心ばかり

あせる日々でした。 

 だからといって、ご著書が読めないとは、自分の逃げ口上にしか過ぎ

ませんが、何時もそういうことを心の中で言い訳しているようなお粗末

な自分でした。 

 当然、神理とか慈悲とか愛といったようなことは、何一つ知っていな

い人間でした。 

 先生の初めてのご講演としては、これまでに例のない最高の入場者で、

先生には非常にお悦びになられて「今回の金沢講演会はこれからの伝導

の歴史を変えていくことでしょう」と、激賞されました。 

 しかしその後、心の燃えていない私は時間が経過していく中で、次第

に虚脱状態になっていきました。当時、私は心の中に、一つの大きな苦

悩を抱えていました。ですから、心晴れない日々が続いておりました。 

 当時は、先生にお目にかからせていただいたら、直ぐさまこちらの悩

みごとを見通され、ご指導により、あっという間に救っていただけるも
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のと、他力本願もいいところの救いを期待していた自分でした。自分の

口で心を裸にしての助けをお願いする勇気などかけらも持ち合わせて

いないのでした。何回かお目にかからせていただいても、救ってはいた

だけないので、勝手に何も見通されない方だと、一方的に曲解し、折角

高まっていた家内の心をも冷やしてしまい、そろそろこのあたりで退会

しようと考えていたのでした。 

 ちょうど八月も半ば過ぎた頃、あるお方から東京に出てこないかとい

うお誘いをいただきました。 

 夕方集まったのは四人でした。何の目的で集合をかけてくださったの

かは、解ってはいませんでしたが、何しろスランプ状態でしたから、時

間つぶしのような軽い気持ちで出かけたのでした。 

 集合をかけてくださった方は、入会当時から何かと私の悩みや法の理

解等について、ご指導くださっていた方でした。ご夫妻様ともども、ま

ことにご立派な暖かい方で、家族的な愛一杯で包みこんでくださるよう

な方でした。 

 夕方になって、このご主人様が帰ってこられるなり、私はいままで先

生のお供をしていたのですが、先に帰らせていただくお許しをお願いし

たら「金沢の丸山さんが来ているんでしょう」と申されたので、いやー

全くびっくりしてしまいました。先生は、既に知っておられましたよ。

何も解らない私でしたが、このお言葉をお聞きした時から、この集まり

は先生がお計らいくださったのだと、心に伝わってくるような気がいた

しました。 

 集まられたお三人の方と私は、後で解ったことですが、皆イエス様の

時イスラエルにいた魂達でした。 

 あの日からもう十八年の歳月が流れました今日、いよいよ先生のお計

らいお導きによる有り難い学習の場であったことが一層ひしひしと心

に染みてくるのです。 

 愚昧で怠惰でしかも鈍重などうしようもないこの魂を哀れに思われ

て、なんとか救ってやろうとお計らいくださったのが、この集会ではな

かったかと思うのです。現在直面している苦悩よりも、魂の底まで腐り

切っているのを見通されての大いなるお救いではなかったかと思うの

です。いや、そうでした。そうだったのです。私はやっと今になってこ

のことに気づき始めたのです。だから、急にこの課題をいただいたので

した。 

 感謝どころか思いやりも何もかも一つも解ってはいない人間だった

のです。 
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 その夜夕食も終わり、梨を食べながらお話をしていた時、突如として、

三人の方の内の一人の女性に、天上界より光の大大天使がお入りになら

れて、私たちに語りかけてこられたのです。 

 

 『私がここに皆様方に来ていただいたのです。 

 貴方は、イスラエルの時の生命です。この道は只の道ではないのです。

神の子として人間の正しい道なのです。 

 己に打ち勝つ強い心を持ってゆきなさい。さまざまなものが競い、挑

戦してくるでしょう。 

 しかし、愛の光は総てに打ち勝つのです。自信を持ってください。皆

様を祝福します。 

 愛の心を忘れてはいけない。 

 人を裁く心を持つな。 

 人には平等にせよ。 

 自分は上だと思うな。 

 人の足を洗う心を持て。 

 総てのものに、あまねく照らしている太陽のように』 

 

 （貴方様はどなた様でしょうかと、何度も何度もお尋ねして、やっと

次のようにお答えくださいました） 

 『私は名乗る程の者ではありませんが      イスラエルの者で

す』 

 

 枯葉のような私の心にどっと涙が溢れ、尽きることなく溢れては流れ、

溢れては流れました。 

 私は、こんなことをしていてはいけない。 

 

 何故、いままでこんな小さいことにとらわれていたのだろうか。勇気

を持って立ち上がらねばならない。 

 心に大電流が流れたような、いまだかって経験したこともない大衝撃

をいただいたのでした。 

 その時、生まれて初めて愛という言葉が心に響き渡ったのです。 

 

 先生には、愛について、心のことばの中で次のようにお説きくださっ

ています。 
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 『慈悲を神仏とすれば 愛は人間の行為を意味する それゆえ慈悲は

万生万物に 無限の光を与えるものであり 

 愛は 寛容にして 助けあい 補いあい 許す行為をいう 

 間違えてならぬことは 慈悲も 愛も 自ら助ける者に その光は

与えられるということである 

 その心のない者 実践をいとう者には光は届かぬ 

 愛を求める者は 愛の行為を示せ 慈悲の門をくぐろうと欲する者

は 法の心をくみとれ 

 末法の世を救うものは 正法であり慈悲である 

 慈悲を生かすものは愛である 慈悲を神仏の縦の光とすれば 愛は

横の光である』 

 

 己を愛することができない者は、他を愛することはできない。己を大

事にすることができない者は、他を大事にすることはできない。しかし、

法を十分に学習していなかった私たちは、自分というものを通り越えて

他人を愛することを愛だと思っていました。そして、愛という言葉の意

味については、全く無知のような状態でした。 

 この世に出させていただいた、人生の目的と使命の中に、己の心を愛

豊かなものとすることが入っていることも知りませんでした。 

 このようなお粗末な心の状態にもかかわらず、先生のご講演を始めご

著書を精読していくうちに、次第に愛の修行の重大なことが解ってまい

りました。 

 過日、大阪に向かう車中で、ある法友が人を思いやったお話をされま

した。 

 「今朝、丁度切符が一枚余ってきたので、ある法友に是非とも大阪の

学修会に参加するようにお誘いしたのですが、どうしてもご都合が悪い

ということでお断わりになられました」 

 私の前に座っておられたその法友は、折角の機会なのにどうして来ら

れなかったのか、とても残念だといわんばかりに、断わられた法友を哀

れんでおられるご様子でした。 

 私は「貴方のご熱意はご立派だと思いますが、当日の朝になって急に

誘っても、誰でもそれぞれ予定があるから、とても無理ですよ」と申し

上げても、その方は中々そのとらわれから離れようとはされませんでし

た。 

 「貴方のなさった行為は、相手のことを何も考えない、自分中心の思

いを押しつけていることになりませんかね」重ねて、私は申し上げまし



573 

 

た。そこでその方はしぶしぶその話題から外れていかれました。 

 私はその時からその後ずうっとこの方のお話を考えていました。その

夜、家に帰り着いてからも、何故だろうか、この方は何年も法を学んで

おられて、このような基礎的な法については十分にご理解しておられる

と思っていたのに、特に最近は心の領域も進まれておられるように拝見

しておりましたから、尚更、心に重くひっかかっていました。 

 お子様もご主人様もおられるのに、どうして人を思いやれないのだろ

うかと考え込んでいきました。自分の話の仕方が下手糞なのかも知れな

い。でも、ご著書があるのだから。月刊誌でもずうっと取り上げてきて

いたし等々、積んだり崩したりして自問自答していました。 

 それから二三日したある夜、その方から電話をいただきました。これ

まで何年間もこのような電話がかかってきておりましたが、何時も私は、

こちらの都合は言わないでおこう。食事の最中であろうとも、自分の都

合は言わないで相手の都合に合わせてきておりました。 

 ところが最近は、今食事中かどうかを聞かれるようになられましたが、

私は殆ど目分の都合を言わないことが自分にとっての修行だと思って

いましたので、少しもそのことには触れようとさえ思ってもいませんで

した。折角電話をしたい、と思いくすんでおられたのだからと、思って

いました。 

 この夜も丁度夕食の最中だったので、家内が電話に出ました。聞くと

もなしに聞いていますと、 

 「先生は、お食事中ですか」と聞かれたようでした。家内はそのまま

「ええ、そうです」と答えますと「じゃあ、また後でかけ直します」と

いうことで切っていかれたのですが、暫くして、またかかってきました

ので、今度は私が出ました。 

 私はじーっとお話をお聞きしているうちに、今夜はじめて、何故この

方は急ぎもしないこのような他人の質問を代行されるのだろうか、と思

いました。そこでこの方にお尋ねいたした。 

 「Ａさん、今晩はご主人様がお仕事の関係でおいでにならないのです

か」 

 『ええ、まだ帰ってこないんです』 

 「じゃ、貴方は手持ち無沙汰だったので一つ電話をしてみようかなと、

思われたのですか」 

 『そういうことはありません』 

 ここまで話しているうちに、私の状態が何時もと大分違っていること

に気付かれたらしいご様子でした。 
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 「Ａさん、人には人の都合というものがありますよ。それも緊急なこ

とであったら良いのですが、次の勉強会でも良いことだったら、その時

まで待たれても良いのではないですか。貴方は、自分中心で人のことは

何も考えないで行動しておられるのと違いますか、それではご主人様や

お家族の皆様とも調和ある家庭づくりができないのではないですか」 

 その方と電話を切った後、私は何か非常にきついことを言ったような

自己嫌悪に陥ってしまいました。そして、次第にこれはこの方に原因が

あるのではない、この自分に原因があってのことだ。「情けは人の為な

らず」という諺が心に浮かんできたのでした。そうだ、私はこの人を思

いやる余り、慈悲魔になっていたことに気付きました。 

 そして、この前の車中でのひっかかっていた会話が、今の会話と重な

っていることに気付きました。 

 もっと早いうちにこの方に「生かし合う」ことについて話してあげて

いたら、このようなことにならなかったのにとお詫びしたい気持ちで一

杯になりました。 

 今頃はきっと、今日に限って何故あのようなきついことを言われたの

だろうかと、心を痛めておられるだろうなと、苦しい思いをいたしまし

た。正しい思い行いについて人に話している者が、何とおろかな間違い

をしでかしたのだろうかと、情けない気持ちになりました。 

 その夜も次の夜も、このことについて考えていました。すると、この

方が数年前、病院に入院されて手術をされた時、お見舞いに行った日の

ことが鮮明に思い出されてきたのです。 

 「先生のご講演のカセットテープを聞いていると、手術後の痛みが全

然しないのですが、どうしたはずみか、レシーバーが外れると、激痛が

走るのです」と、普通の人のような格好をして静かに話しておられたの

です。 

 たしか、秋の夕方だったかと思うのですが、その方のベッドに並んで

腰かけて、遥か彼方の日本海に今まさに沈んでいこうとしている美しい

落日の光景を無言で眺めていました。 

 私はこの時、この方に対してかける言葉を見失っていました。余りに

も哀れで、何とも言えない悲しい寂しいお姿を見て、心がつまるような

思いでおりました。お家族の誰一人もお見舞いに来てはおられないよう

にお見受けしたからでした。 

 それから後も、落日を見ることがあると、何時もその日のことが心に

よみがえってくるのでした。 

 何て哀れなんだろうか、これが家庭というものなんだろうか、と思っ
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ていった時、何も言えなくなってしまい、ちょうど沈んでゆく夕日が見

えたので、そちらの方に向かって心を静めていたのでした。 

 しかしこの方は、何時も慣れっこになっているためか、何とも思って

はおられないご様子でした。 

 

 あれから何年が流れたのでしょうか。時のうつろいは鳶の飛ぶように

早いものですが、人の心は急速には変えられないものだということが痛

感されました。 

 小さい子供で愛情不足の子たちは、いつもお腹を満たすために、がつ

がつ食べてばかりいます。飢餓の極限状態の子供と同様大抵大きなお腹

をしています。 

 心が満ち足りていないために、そういった形のことを通して、心を満

たそうとするのでしょうか。しかしそれではなかなか心は満たされませ

ん。やはり、お母様とお父様の調和された愛情の中にすっぽりと包まれ

ていないと、心は満たされないのでしょう。 

 何時も何時もひもじいと泣き叫んでいる子供でも、お腹が一杯になる

までミルクや食事を与えると、後は満足そうにスヤスヤと寝てしまいま

す。 

 しかし、お腹がすいている間は、泣き叫ぶばかりで、一向に泣きやん

で寝ようとはしません。 

 この状態を人間の心に置き換えてみますと、心も小さいときに両親か

ら一杯の愛をいただいていないと、八十歳になっても百歳になっても、

その人の心はひもじいひもじいと叫んでいるのです。ひもじいひもじい

人が法に帰依したから、法を愛を学んだからといって、いつの間にか自

然に豊かな心になったということは、全くの夢物語ではないでしょうか。 

 これまで勉強不足で愚昧な私は、これらのことについて皆様のお心が

心からご納得されるまでご説明出来なかったのです。よく学修会等で聞

くお話の中に、調和とか自己保存とか不調和とか慈悲とか愛とか偽我と

か善我といったような、正法言葉が出てくる場合が多いように思います

が、しかし、殆どの方はその意味については詳しくは語られません。 

 何故かといいますと、その方々は学習の中で解った積もりという積も

り人間なのです。解ったならばせめて検算をして見られたら、より深く

心に落とすことができるのですが、そのことをなさらないで、ただ心で

か頭でかは解りませんが、解ったような積もりで生きておられるようで

す。 

 より深く理解しておられる方は、その正法言葉を細かく切り刻んで、
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誰にも解り易くお話をされます。そしてそのような努力を重ねられるこ

とによって、その度にその言葉の意味をより深く心に落としていかれる

のです。しかし、漫然と何時までも正法言葉を使っておられる方は、や

はりそれ以上、深くは掘り下げることはできないままおられるのです。 

 ご著書の中に一杯溢れる程、満ち満ちている正法言葉は、主がお説き

くださったもので、それを漫然と使っていては当然のこと、何時まで経

っても自分のものとはならないでしょう。自分のものとするためには、

それ相当の法を学習する努力がなくては不可能なことでありましょう。 

 私はここまで考え至ったとき、初めてひもじいとお腹が満たされてい

ない人が、そうは簡単に自分の大切な食べ物を食べないで、人に分け与

えることが出来るはずがないことに気づきました。 

 普通の人間であったら、誰しも自分が食べるだけ食べて、お腹が一杯

になったとき、初めて回りのひもじい人たちに気づき、分かち与えるこ

とに思い至りました。 

 そうだ、心もお腹と一緒でやはり愛に満たされないかぎり、いつまで

たっても人様に愛は分かち与えることは出来ないのだ。第一、自分の心

が空っぽで乾いているのに、与えられるはずはありません。容器にこぼ

れるほど満ちあふれていて、初めて周りの人々に対して分かち与えるこ

とに思い気づくのです。 

 自分が満たされないときは、人のことなど心配することは、絶対に出

来るはずはありません。 

 思いやるということは、相手の立場に立つということです。「己を生

かし他を生かす」の、「他を生かす」ということです。自分から自分が

抜け出て、他と自分との中間に立って初めて、正しい見方が出来ること

をお教えいただいているのですが、実際には、自分からは１センチも出

ることが出来ないのが実情だと思います。 

 長年に亘り、人間は自分のことは自分でしなければ誰も面倒を見てく

れないということが、身に染みているため自己中心の権化となり、なか

なかそのような芸当はできなくなってしまったのです。 

 今、炊事、洗濯、家事全般できなくても、結婚したら何もかも出来る

自身があるわと言っていても、実際に習練していないものが、いざとい

うときに出来るはずは絶対にありません。このことと同様に、自分を粗

末にしている人間が、ある日突然、自分を大切にすることは出来ない相

談であります。それ故当然のこと、自分を愛することの出来ない人が、

他人を愛することは絶対に不可能なことであります。 

 自分を大切にする方法は、まず法に照らして、自分の良いところや欠
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点を一つ一つ丹念に発見する努力をし、発見したらその原因を追求し、

二度と再び同じ過ちを犯さない努力をしていくことであります。それか

ら、人様に対して、無所得の奉仕をさせていただく努力をすべきであり

ます。 

 自分が今日までこのように幸せに生かしていただいているそのご恩

返しとして、一人でも多くの人に、自分の出来る限りの奉仕を捧げるこ

とが大事であります。いただいたらそれ相応にお返しをする、これで貸

し借りなしのバランスがとれるのではないでしょうか。これも大事な調

和ということでありましょう。 

 人から一杯していただいて、一つもお返しが出来ていないとその分、

苦しみとなることは間違いありません。常にとらわれのない安らぎの世

界に己を置くように努力することが、己を愛する、己を大切にすること

であります。人から感謝されることを進んで実行する、それも人が一番

いやがっていることを率先して実行することは、人から感謝されること

は勿論のことでありますが、その積み重ねによって、誰よりもこの自分

が嬉しくなり、悦びと感謝で心が満たされるのであります。 

 そういった心がいつもかも溢れるようになれば、周りの人たちにその

あふれる悦びをそっと差し上げることが何の抵抗もなく実践できるの

であります。それが思いやりであり、助け合うこと、補い合うこと、許

し合うこととなるのであります。 

 自分を愛する、自分を大切にするとは、このような精進努力の積み重

ねをいうのであります。その結果、物を中心の現代社会ではなかなか体

験することは出来ない悦びに包まれるのであります。その方の精進努力

の程度、その方の心の深さ、豊かさに相応した悦びが我が心に自ずと充

満してくるのです。自分の心が満たされれば、周りの人々をも思いやる

ことが出来るのであります。 

 日頃読唱している心行・祈願文もまた、その読んでおられる人の心に

よってその波動はそれぞれ違うのです。お心のご精進の次元によったも

のとなるのです。そのためにそれぞれの環境もまた違っているのであり

ます。 

 先生がお導きくださったことを拝読しても、それぞれの理解度が異な

るようにです。当然、書いてあるそのままを一字一句間違いのないよう

に読んでいるようであっても、人それぞれの心によって違ったものとな

ることは誰でも解ることであります。 

 このように、まず自分の心が満ち足りている状態なのかどうかを、十

分に確かめることが一番大切なことであります。そして、常に人に対し
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て「己を生かし他を生かしているか」、「己を生かし他を殺していない

か」、「己を殺し他を生かしていないか」という法によって点検、止観、

反省して生きることが大切であります。これこそ真に自分を愛している

人といえましょう。 

 このようにして日々生きていけば、平安な人生が待ち受けていてくれ

るでしょう。私はこの一人の心ある女性のお陰で、愛について少しばか

り深い学習をさせていただきました。ここにこの方に対して、心からの

感謝を捧げたいと思います。 

 今日この混乱した世の中にも、香り高く愛深き方々が多数おられるの

を知っております。 

 先生のご著書を、黙々として点字に打ち込み、目の見えない人たちに

光を当てていらっしゃる方、テープに吹き込んで目のご都合のお悪い方

に光を差し上げていらっしゃる方、己を捧げて伝導に艇身しておられる

方等々、ただただ頭の下がる思いがいたします。ここにこの誌上をお借

りしてこれらの方々を讃えたいと思います。 

 最後に先生からいただきました心のことばを載せさせていただきた

いと思います。 

 

 『愛とは寛容であり 包容であり 許しである 

 もしこの地上に愛なくば 人の世は水のない砂漠をゆく旅人に似て 

飢餓に泣き 他をかえりみるいとますらないであろう 

 愛は助けあい 補いあい かばいあい 許しあえるそのなかに生き

ている 

 義務 責任 勇気 献身 こうした行為は 愛のなかから生まれる 

愛は神の光である 地上の灯である 

 暗闇にさまよう人々の心に うるおいをもたらし 生きがいを与え

てゆくものである 

 愛とはまさに灯台なのである 

 だが愛におぼれてはならない 

 愛は峻厳である 

 愛は自分に打ち克つ者 

 より向上をめざす者に与えられる 

 灯台の灯は それを求める者に与えられる 

 しかし灯台の灯は 船を動かすことはできない』 

 

 主に対し かつてお導きいただきました思いやりについて今日初め 



579 

 

      て心で理解することができました。 

      今日までの長い間お導きお計らいいただきましたことを 

      心から深く感謝申し上げます。 
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【おそれること】1994-3 月 

 年末年始にかけてこの年ほど平安な年は初めてであった。我が生涯で

初めての体験である。 

 新春の初夢の中で、かつて、主よりご質問があったことが思い出され

たのである。それは、そのときのことが再現されてのものであったか、

それとも、改めてその夢を通して強くお導きいただいたのか、いまもっ

て定かではない。 

 その夢のこととは、たしか昭和五十年六月二十六日頃のことであった。

当時、急に主にお目にかかりたくなって上京したときのことである。 

 お目にかからせていただくこと自体がおそれおおくて、私如きがあら

かじめ電話で予約することは失礼だと思い、運を天に任せての上京であ

った。 

 「貴方が来ることを知っていたのでお待ちしていましたよ」茶色のソ

ファーにかけられて、にこやかな笑顔で迎えてくださったのである。こ

れにはまず度肝を抜かれた。 

 目前に追っている金沢講演会までに、何とか今の自分の心を整理して

平安な、心になりたいと思い、抱えている悩みについてご指導いただく

ためであった。 

 「長年の間、貴方に北陸の隅々まで見せてあったが、その意味が解り

ますか」、突然のご質問に急にその真意が理解できず、どぎまぎしなが

ら「それは国鉄にいたからです」と申し上げると「そんなこととは違う

よ」と苦笑された。 

 こんなとき大抵、そのことが解るまで相手に徹底してお尋ねする、と

いったことをしないまま自分でじっくりと考えてみよう、というのが私

の生来の癖である。それが欠点でもあり、また良い点でもなかろうかと

今以て思っている。このときとその後やはり同じようなことが何度かあ

った。特に法を学んでからは、これ以上主にお尋ねすることは、他力に

なるという思いを持っていたためでもある。このときもやはりそれ以上

はお尋ねはしなかった。 

 その日から「北陸の隅々まで見せてあった」「隅々まで“見せてあっ

た”」このお言葉の六字にすっぽりとらわれてしまった。 

 来る日も来る日も、どういう意味なんだろうか。どういうことを言っ

ておられるのか。考え続けていくうちに、待てよ『見せてあった』『見

せて……あった』と、分けて考えているうちに、これは普通の人が言わ

れる言葉ではない。これまで生きてきた中でこのような言葉は聞いたこ

とがない。何か解らないけれども、遥かに遥かに高い高い次元の方が言
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われている言葉に違いない。 

 我が魂、心には、日がたつにつれて小さな革命が起き始めていた。 

 あの日から何カ月もたって、ようやくおぼろげながら、耳にしていた

通り、この方は大変偉大な偉大なお方であることが心で解ってきた。 

 お目にかからせていただいているときのお姿からは、まずお口もとが

非常にさわやかな方、これまでこのような口もとの方に会ったことがな

い。さわやかという言葉は、この方の口もとのためにあるのではないか

とさえ思った。次に筆舌では言い表すことのできない威厳と、広く暖か

い大きなお心が伝わってきた。三歳年上の自分が、遥か小僧っ子のよう

な存在に見えてくるのをどうすることも出来なかった。今日までの人生

の中で初めての驚くべき経験であった。 

 そのときのお言葉が、この正月の夢の中で再び聞かされたというか、

思い出されたというか、心の中に浮かび上がったのである。そしてその

お言葉が、主のお声であったか、それともただ言葉として浮かんだのか

は思い出せない。 

 その朝よりも時間がたつにつれ、心に益々強くしかも鮮明に思い浮か

んでくるのである。 

 これは一体どうしたというのだろうか。何のために、こういったこと

が今強く心を占めてきているのだろうか。じっくりと考えてみることに

した。 

 年末から一日も早く仕上げねばならない仕事を抱えていた。各地から

いただいている手紙に対する返事もさることながら、「ひかり」三月号

の原稿を仕上げることであった。これを仕上げないと私の正月はやって

こないのである。 

 年末二十日頃に、二月号の原稿を仕上げ、引き続き三月号にとりかか

っているのである。過ぎ去った十一年間に、百三十三篇の原稿を書かせ

ていただいたが、心が調和している時は、前日から翌日の昼になっても

少しの疲れもなく、なお止どまることなく独りでに手が動き、書きまく

ったことが何回もあった。 

 しかし、毎月の原稿は溜め書き分を用いることを避け、与えられた時

期に心を整えて書かせていただくことが大切であることを信条として

今日に至っている。 

 その月々の課題は、その都度我が心にいただいてきた。しかし、大抵

毎月二、三篇書いているが、自分の心が納得しない時は、なお心を調和

する努力とご著書の学習に務めていると、新しい課題をいただき、直ち

に淀みなく一気に書き上げるのである。本命の課題の時は、あっという
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間にすらすらと筆が運ばれていく。まるで誰か他人が書いているように

思われる。自分ではない。自分の知識ではない。他の知慧が働いている

思いがするのである。文中用いる言葉や字句なども、現在の当用漢字に

ないものがよく出てきて、早速辞書を繰りながら自分の知らない知慧に

驚くのである。 

 仕上がった時は、守護・指導霊に感謝したのち、快さいを叫ぶのであ

る。そしてまた心を澄まし、何十回も再読校正するのである。 

 初夢の日から一週間の日時が流れ、ようやくにして、我が心にこれま

で精進努力してきた体験を人々に伝えるように、ということを強くご指

示いただいたことが解った。 

 そしてこのこととつながりをもっているように、私の心によみがえっ

たものは、 

 『貴方が法を伝えていく中で、 

 谷を埋めなければならない時は、谷を埋めましょう。 

 海に舟を浮かべなければならない時は、舟もつくりましょう。 

 山を崩さねばならない時は、山も崩しましょう。 

 私たちはあらゆる協力をして貴方を守っていきます。 

 不安な心を持たないでください』 

 

 これは、イスラエルの者ですと言われたお方のお言葉でした。 

 法に帰依した者なら誰であろうと皆、自分中心の思想を言ったり、法

を曲げたりしてはならないことは言うまでもないことである。法は悟ら

れた偉大な方だけが説かれるものであって、我々はその説かれた法を学

び、実践体験した悦びのみ伝えさせていただく役割をいただいているの

である。 

 とりわけ法の月刊誌には、法から外れた人の思想などを載せることが

あったとしたら、それからその月刊誌は、法の月刊誌ではなく、一般社

会の月刊誌と何等変わらないものとなってしまう。それは、その月刊誌

の発行人に法がないからである。「法の学びは人を頼りとするなかれ、

法を頼りとせよ」というみ教えを心にかみ砕いてみるべきである。 

 私は「ひかり」について、毎月編集段階から編集後記に至る隅々まで、

何回となく読み監修している。法から外れているものは、その書いた人

に返し、法から外れているところを理解されるまで何回も指導し、書き

直していただいている。生活体験の発表は、人に見せることよりも、自

分の未成熟な心をなお一層正しく整理することともなるのである。 

 一度このような経験をした人は、必ず悦びを捕まれ、続いて書いてく
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ださるようになる。初めは良いものを書こうという見栄が出てきてなか

なか書けない時期があるが、やがてこんな愚かな見栄にとらわれてどう

する、形よりも心を裸にしたものを書かせてもらおう、ということに気

付き、初めて立派なものが仕上がっていくのである。これは誰もが経験

することである。いわゆる自分があってはなかなか筆が進まないのであ

る。自分というものを捨てて始めて書けるようになってくる、一つの悟

りがいただけるのである。 

 何事も苦労することが大事である。苦労する中で自分の心に悦びがい

ただけるのである。法に生きる者の道は、これまでの生活をすべて法中

心の生活に切替え、思うこと行うことすべてを、法によって実践出来る

ように学習精進することである。 

 道を取り違えて、生活の一部に法を取り入れて少しもよくならない、

と愚痴っているとしたら、神の子として自分の心が痛み、悲しむことに

気づかねばならない。そしてそのような道を歩いている人はやがて法を

曲げていくこととなる。 

 短い生涯をかけられてお悟りになられ、迷える我らにお説きくださっ

た法を食い物にしてはならない。法によって生活をしてはならない。そ

のようなことは人の道から外れた所業と言わねばならない。そこには法

はない。 

 このような悲しむべきことが起きる原因は、やはり我々の心にある。

その悲しむべき心、忌むべき心をまともな人間らしいものに変える道は、

高次元の法以前の低次元の人の道から精進すべきである。それは、常識、

礼儀、感謝を精進努力することである。これらは人間として誰もが心得

ていなければならないことである。法を学ぶ前は、両親からこのことを

教わってきた筈である。子の姿は親の姿だということはここにある。 

 おめでとうございます。今年もどうぞ宜しくお願いいたします。簡単

なこんな挨拶すら出来ない人が、正法………、とんでもない、と言いた

い。当然、人間としてまず心の基本動作が身についていなくて、何の正

法か、と私は言いたい。 

 かつて私は、心の友たちから「お前は大魔王だ」といわれ、あること

ないこと言いふらされたことがあった。 

 そのときから、どうしてこのような偉大な法を求めて集まった人達が、

何故このような悲しい悪魔のような行動をとられるのだろうか、義憤を

感じながらその原因についてじっくり考えたことがあった。 

 生まれて初めて体験する魔の嵐、これは経験した人でないと解らない

ことだが、そのすざまじい嵐が吹き荒れる中でまんじりともせず過ごし
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た日々のことが今なお鮮明に思い出される。 

 長く生きてきた一般社会の中でも経験したこともないのに、生かし合

う許し合うという愛を教えていただき、人々にその愛を伝えていこうと

している仲間たちが、どうして……。 

 主がご昇天されてまだ涙も乾かないうちに、何故このような忌むべき

悲劇が発生したのであろうか、私は来る日も来る日も考え続けながら、

嵐の過ぎ去るのを待った。 

 主から一任された、愛するこの北陸の魂達を嵐から守るために、これ

まで力を合わせてやってきた同志達のところへ、何度も何度も足を運ん

で協力を要請して歩いた。 

 全国各地にほうはいとして起きてきている混乱の様子は、逐一全国の

心の友たちから通報されてきた。やがてその嵐がこの平和な地にも押し

寄せてくるだろうが、何とかこの地方だけは、主のみ心のままに少しの

間違いもなく、微動だにしないまま無傷で残さねばならない、それがい

ま私のやるべき仕事だ。一命を捧げてもと決意していた。 

 私の片腕として協力してくださっていた独りの世話人があった。その

方は一つの県のまとめ役として私がお願いした方であった。その地方で

も著名な経済人で、法の伝導についても格別なご協力をくださっていた。

この方のところへ妻と二人で何度も何度も足を運び、法を中心とした判

断をされるように説得した。しかし、残念ながら法を深く理解しておら

れないため、どうしても自分中心の考えを言われるので調和することが

出来なかった。 

 法を心から学び精進努力することが、如何に己を生かし他を生かすか、

ということがこのとき程身に染みて痛切に感じられたことはない。己を

生かすとは、己が精進努力し、法を理解して初めて、法によって己自身

を救うことが出来ることをいうのである。しかし法を理解できない人は、

猫に小判の例えの如く、救われることはない。 

 人を生かすとは、独りの人間だけをいうのではなく、独りの人が、己

を生かすか生かさないかによって、多くの人々を生かすことともなり、

また、殺すことともなることを、ここで深く知っていただきたいと思う。

そしてこれをお読み下さった貴方もこのようなことをしてはおられな

いか、一つじっくりと思い直してみていただきたいのである。 

 このときは、もう既にこの人の心にも魔の手が伸びており、結果とし

てこの地方の殆どの人々が離散する運命となったのである。 

 如何に猛威をふるった嵐も、時間がたつことによってそのエネルキー

は消耗され、やがて雲間から待ちに待った太陽が光輝きながらお姿を現
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され、生きとし生きるもの総てに希望と勇気を与えられた。 

 嵐が過ぎても、なお暫くは人の心は乱れに乱れた。主のもとで涙を流

し、永遠の誓いを捧げた人たちの多くが、法のない教団へと走った。 

 また、この地方でも一人の金持ちのところで法の講演会が始まった。

そこへそこへと人々は水を求めるようにして走った。そのお世話をされ

た人は、読んでいた新聞に火がつき、やけどがもとで亡くなられたとい

う。何故だろうか。 

 また、嵐の中で活躍された方のその後は暗い心で生活しておられるよ

うに聞く。また、かの経済人は、昨年地獄を見たといっておられたとい

うことを耳にした。 

 何故、この忌まわしい嵐を呼んだのか、その重大な原因は、一人一人

が、主のお言葉通り、正しく法を学び、正しく生活に生かす実践をして

いなかったことにある。そして、人間として最も大事な常識、礼儀、感

謝という階段を一歩一歩上がる精進、努力をしないまま、法の世界に入

ったため、特に法が心に根付かなかったものと思う。 

 私は、この原因が解ってからは、法を学ぶ者はまず、常識、礼儀、感

謝をしっかりと身につけることから、始めることを強調してきたのであ

る。 

 人間は思い上がってはならない、今与えられているその環境に馴れて

はならない。神を主を日々口にするあまり、慣れやすい。馴れ過ぎては

いないか。 

 神を怖れよ。主を怖れよ。法は権威あるものである。法のもとにもっ

と謙虚に生きねばならないのではなかろうか。馴れは自分中心だからな

るのだ。常に心の中に神を思い、主を思って、法に照らして生きるとき

は愛豊かに悦びと感謝の中に生きることができる。 

 『法は時代時代によって変わるものではない。法は人によって変わる

ものではない。法は永遠に偏ることなく、変わることなく、不動である』 

 『人を頼りとして生きることなかれ、法を頼りとせよ』 

 

 主には、最後の最後までこのように私たちの心に吹き込んでいってく

ださった。 

 私は、いつまでもいつまでもこのお言葉を忘れない。我々の学修会の

組織も『人の上に人は立つことは出来ない』お導きを生かし、部長とか

支部長といったような長と名のつく存在は一つもない。全員が横に並ん

だ組織である。 

 また『太陽は無所得である』とお教えいただいた通り、お世話をする
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全員が無所得で、しかも会員からは会費を徴収してはいない。会員組織

というもので人を縛ってはいない。入会も退会も自由自在である。ここ

にこそ法があるということが解る人達の集まりである。 

 『人は人を裁くことは出来ない』『人には常に愛の心で接することが

大事である』 

 この法を、ここに集まった人達だけでも、大切に大事に守り続け、何

としてでも主のみ心に添い、一人でも多くの人々に伝える使命を全うせ

ねばならない。 

 法の学習の第一歩は、ご著書を拝読することから始まる。法は知識的

に学びそれを実行に移していく。ここから法の理解が始まる。でないと、

法はいくら聞いても理解はできない。ここのところこそ自分が自分の力

を出して、最低求めるという努力をしなければ、その法の門は開かれな

いのだ。ここのところを中途半端にして過ごしている人たちは、いつま

でたっても法の何たるかが解らず、やがて法を自分中心の考えにすり替

え、曲げていく。 

 ご著書を読み始めていくうち、それにぐいぐいひっぱられていく人は、

心ある人である。心の解る人である。『法を曲げてはならない』『法を

足蹴にしてはならない』『法を土足で踏み荒らしてはならない』『法を

食い物にしてはならない』 

 このようなことはやがてというよりも、ただちにそれによって苦しむ

こととなる。でなければやがてその罪を自分が自分で摘み取らねばなら

ないだろう。主には、金沢でご講演をしてくださるためにお出でくださ

り、そのとき私に次のようなご質問をされ、ご指導くださった。 

 『現在、石川県の人口はどれだけですか』 

 『約百万の県民に対してそれをお世話する県の職員はどれだけですか』 

 『北陸地方、新潟、富山、石川、福井の四県で人口はどれだけですか』 

 『約五百二十万だと、五人に一人が法に帰依することを神に誓ってき

ておりますから、約百万の人が触れてくることになるわけですが、貴方

は今のまま会社経営をやっておられますか。当然、仕事は止めなければ

ならないでしょう。今からそのつもりでいてください』 

 

 私の怠慢のために、その十分の一の人も帰依してはいないが、主がご

指導された通り、その環境だけは現実となって次第に整ってきているよ

うに思われてならない。天上界のお計らいのこと故、私如き者がとやか

く言うことは出来ないが、今回の初夢のこともこのことと関連があるよ

うにも思えてならないのである。 
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 このようなことを考えていると、我々はぬるま湯に浸かっているよう

なことをやっていたら、何時になったら地球の隅々まで法を伝えられる

だろうか。余程、緻密で強力な計画と実行力のもとに進めないかぎり、

足踏みをするだけで終わりかねない。特に、今年から力を合わせ、心を

尽くして法を伝導しなければならない。でないと、何のかんばせあって

帰れよう、ということである。堂々と胸を張って帰れる自分となれるよ

う、差し当たり今から六月二十五日の主に対する感謝と誓いの会までに、

その成果を捧げられるよう精進努力をしようではないか。 

 法を妨害することの怖しさについては、偶然にも金沢講演会が今から

始まろうとしている寸前、主を会場にご案内するために、控室に出向い

たところ、ちょうど同行の講師の方々に、お話なさっておられる最中で

あった。 

 ここでお話を中断しては申し訳ないと思い、聞くともなしにお聞きし

ていたら、そのお話に、長年私がお世話になりご尊敬申し上げている方

のお名前が出てきたのには、全く驚いてしまった。 

 わが国を代表する世界的にも著名な会社のオーナーの片腕のような

存在の方が、私の存じあげている方なのである。 

 お話は、その企業のオーナーに主が面会を求めにいかれたとき、その

方が、会わさなかったというのである。二回もいかれたのに、二度とも

断わられたというのである。 

 その方は、前世の中国時代でもやはり同様なことをやった。つまり法

を伝える妨害をしたというのである。 

 かつて、わが国の幕末の頃、倒幕運動が盛んとなり、勤皇の志士達が

若き命を捧げての王政復古という時代があった。そのとき、その方は勤

皇の志士として活躍しておられたが、京都の池田屋騒動で幕府方によっ

て殺害されたというのである。そのとき、お釈迦様の魂の兄弟である、

木戸孝允様も同席する予定であったが、到着するのが遅れたため、危う

く一命が救われたということであった。このようにいつの時も神から守

られている魂もあれば、守られていない魂もあるというのである。 

 しかし、このとき殺された生命は過去世において自分が造った原因に

よって、既に殺されるという運命を背負ってきていたというのである。 

 このお話は、いつまでも私の心を捕らえて離さなかった。 

 この方は、法に帰依してはおられなかったのだから、今目の前に主が

お立ちになっておられることには、当然のこと知る由もなかっただろう

に、どうして罪となるのだろうか。考えていくうちに、その方はきっと

偉大な魂であるが故に、神よりそのような重大なご使命をいただいてこ
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の世に出ておられたに違いないと思うことが出来た。 

 また、この自分であったらどうであっただろうかと思ってみたら、自

分も間違いなく同じように拒絶をしていたに違いない。そうでなくても、

さる昭和四十八年に、義兄から「縁生の舟」（のちの心の発見）をいた

だいたのに、おそれおおくも新興宗教に違いないと思い、読まなかった

のは誰でもなくこの自分であったことが思い出され、自分の愚かさを改

めて知らされたのであった。そして改めて、神の道は何と険しいものか

と、心から法の精進の大切さを身に染みて思った次第である。自分の心

は、そのときからその方に対する思いが離れず、その後思い切ってお尋

ねし、面会を断わられた方が、高橋信次先生といわれる光の大天使であ

ることを申し上げた。しかしその方は聞かれようとはされなかった。（平

成四年六月号参照)  

 その後、ご長男が会社の海外の責任者として赴任される前日、突然倒

れられ今日に至るも病床で治療されておられる。初めの頃、そのご長男

に「心の発見」をお贈りし読まれるようにお勧めしたが、何年か後には

返してこられ、遂に私の悲願は断たれてしまった。さらに、昨年、ご次

男の方が会社で急逝され、お悔みを申し上げるすべもないような状態に

ある。 

 これら一連のことを見て、法を妨害するというか、その使命を果たさ

ないことは、神の光のご計画を断絶することともなり、その罪は大きい

ことを教わったように思えてきた。そして、その人の暗い道は永遠に続

いていくようである。 

 私は私なりにこのことを我が身にあてはめて考えてみた。私たちは今

お与えいただいている環境の中で、現在ただ今、ひかりひかりの連続の

道へと精進努力を捧げているだろうか。それとも、甘い狭い自己中心の

思いで暗い暗い闇の連続の世界へと走ってはいないだろうか。 

 たしかに現在一時一時、そのような厳しい環境におらせていただいて

いることに間違いはないのである。もっともっと今の何倍か何十倍か己

に厳しく、法に忠実に生きないと大変だということに気づいたのである。

『過去、現在、未来は一点なり』と、お教えいただいている。 

 人間の幸・不幸の原因は、今自分が作っていることに気付かねばなら

ない。そして、その後から幸・不幸が夫々永遠に追いかけていくのであ

る。 

 我が心を厳しく止観、反省しないまま漫然と、法をお勉強しているか

らとか、法のお世話をしているからとか思っていても、その細分した中

身が光の連続であるか、それとも知らないうちに、法を曲げていたり、
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法を妨害していたり、法を足蹴にしていたとしたら、気づかないままに

暗い道をたどっていることとなる。 

 神に対すること、主に対することに余りにも馴れすぎてしまって、怖

れを忘れてはいないだろうか。敬い讃えることを忘れてしまってはいな

いだろうか。誰もの真我なる心は、皆そのことを知っているのである。 

 『神をおそれることは知恵のはじまりである』というお言葉があるが、

人は誰もが転生輪廻の過程でいただいたパラミタがある。そのパラミタ

は、神に対しておそれ敬い讃えること、主に対しておそれ敬い讃えるこ

とを知っている。人間神の子の知恵の原点はここである、人間神の子と

しての証はここにある。と教えていただいているように思われてならな

い。 

 最後に、私は、今日心ある方から、『人間釈迦』の偉大なる悟りの一

説について、お話を聞かせていただいた。自分が拝読したことでも、人

から聞かせていただくと、何とまた心に染み入るものであろうかと感激

して聞いた。 

 ただちに、第一部百七十九頁から読ませていただいた。 

 

 クラリオと呼ばれるヴァッフラマンがいった。 

 『ゴーダマ、遠慮しないで頭を上げなさい。三十六年もの間、直接あ

なたを見守ってきたが、ついぞ話もできなかった。しかし今、こうして

貴方と自由に語ることができてうれしい。今の貴方は、光明に満ち満ち

ている。よく精進してくれた。よく一切の苦しみから解脱してくれた。

私は本当にうれしい。ゴーダマ……、頭を上げてください。私は今のこ

の感激を、なんと表現していいか分からない。可愛いい我が子が、地の

果てで、やっと、めぐり会えたような気持ちです……』 

 クラリオは泣いていた。ここまでいうと、もうあとは声にならなかっ

た。ゴーダマは、やっと顔を上げた。クラリオ、アモンの二人の眼は真

っ赤にはれていた。もう一人のヴァッフラマンは、モーゼであった。が

っしりとした体躯と、そのあごひげに特徴があった。モーゼも眼をしば

たたせながら、何度もうなずいていた。 

 心はやっと落ち着いた。波風が収まった。が、しかし、人の心という

ものはおかしなもので、落ち着いてくると、またゆれ出すものであった。 

 ゴーダマの心の中で、またもや、このまま死ねたらどんなにいいだろ

う、という影がかすかにゆれた。が、その瞬間であった。 

 『死は逃避である。自分の心から、自分を逃げ出すことはできない。

心は、己の宇宙だからである。逃げた先々で、自分の心を見るであろう。
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肉体が滅びようと、滅びまいと、心の姿は変わらない。智慧と勇気と努

力をもって、衆生に生き甲斐を与えるのだ。苦しみから解放するのだ。

もうそういう心をいだいてはいけない』 

 アモンは、やさしく、そうさとすのであった。 

 ゴーダマは、このアモンの言葉でようやく決意が固まった。 

 これから先、どんな苦難に会おうとも、きっと乗り切ってゆくぞと、

アモンの顔を見据え、唇をかんだ。そして、かすかにゆれた死の影に、

羞恥をおぼえるのだった。 

 『ゴーダマ、あなたの体験のすべては、そのまま神理なのである。多

くの衆生は、あなたをみならい、人生の迷いから一つ、一つ、学び、心

のなかに安らぎをひろげてゆくであろう。正道に反した生活というもの

は、楽しきことでも苦界に通ずる。苦は楽の種、楽は苦をつくるが、衆

生は、この理（ことわり）を知ろうとしない。心ある者は、必死になっ

て、この理を求めているが、神理の遠きを感じて、ある者は現実に妥協

し、ある者はその大事な生命まで絶っている。我儘な心がそうさせるの

だが、この心は、人間をもっとも毒す。この心があるがために、人は苦

界から抜け出すことができない。あなたの体験は、こうした心を持った

者でも、やがてはその神理にめざめ、内在された偉大な知恵をひもとく

カギを与えることになろう。世はまさに暗黒である。あなたの神理は、

今を置いて、ほかにない。この秋（とき）をはずせば、人々の心は悪魔

に支配され、人類は亡び去ってしまうだろう。頼みます。私達は、あな

たの行く手に山があれば、その山を取りのぞこう。谷があれば、橋を架

けよう。河があれば、舟をつくろう。どんな協力でも惜しまない。ゴー

ダマ、お願いしますよ……』 

 アモンは、こういうと、右手を上げ、微笑みを浮かべた。 

 『必ずやります。私のすべてを投げ出し、神理の法灯を、衆生に伝え

ましょう。これからも、よろしくお願いいたします』 

 ゴーダマが、そう決意を述べると、三人のヴァッフラマンは、実在の

世界に静かに消えていった。 

 ゴーダマの正法流布の心は、ようやく、不動のものとなった。 

 ヴァッフラマン達の消えたウルヴェラは森閑とした暗闇のそれであ

った。周囲の情景は、まるでウソのように、現実にかえっていた。 

 

 我々は正法にご縁をいただき、「神によってまともな神の子に戻して

いただいた」ことを忘れてはならない。 

 その報恩感謝を捧げることを片時も忘れてはならないのである。 
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 神に対して 主に対して  神と主を讃え、法を大切にして一人で 

              も多くの人々に法灯を伝えていくこと 

              をお誓いいたします。 
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【縁生】1994-4 月 

 昭和五十年四月十八日この日は、北陸地方で最初の法灯が灯された日

であります。 

 桜が満開に咲く金沢の商工会議所で、主の高弟による講演会が開かれ

たのでした。 

 この日の朝、家内は起きるなり、次のような夢に見た話をいたしまし

た。 

 ──今朝、おじいちゃんが高橋信次先生に手を引かれて家に来られ 

   ましたよ。 

   おじいちゃんのあんなに嬉しそうなお顔をこれまで一度も見た 

   ことがない。 

   きっと、先生によって今日お救いいただいたに違いない。 

 

 私が、素直に信じないため、終いには目に涙を一杯ためて、何度も何

度も言い張るのです。その後、主にお目にかからせていただいた時、思

い切ってお尋ねいたしました。 

 ──そうです。奥さんの言われる通り、私がお父さんの手を引いて 

   お宅にお連れしました。 

   たしかに貴方のお父さんは、この日救われたのですよ。 

   それは、北陸地方に法を伝える使命を持った者が目覚めたた 

   め、それを縁として救われたのです。 

 

 主には、このようにお話しくださいました。 

 しかし法を理解していない私は、愚昧にもそのお言葉が信じられず、 

 ──私の家に来てくださったのでしたら、座敷の床の間にどのよう 

   な掛け軸がかかっておりましたか。 

 

 と、主をお疑いするような失礼極まる言葉を出してしまいました。 

 しかし、主には、一つもお叱りにはならず、私の心を見通されてか、

ニコニコしながら次のように申されました。 

 ──そんなことまで覚えていないよ。 

 

 それにもかかわらず、私の心は「来られたのなら知っていなければな

らない筈だ。怪しい」どこまでもしっこい、愚かな人間でした。 

 金沢講演会が間近に迫った頃、再び主にお目にかからせていただきま

した。 
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 始めに、私の過去世についてお話をいただきました。その後、 

 ──貴方の奥さんは、インドの当時、私のところから貴方のところ 

   に嫁いだのですよ。 

   当時、貴方はカピラに出入りしていたマハー・ベッシャーだっ 

   たのです。 

 

 と、申されました。私は、余りにも予期しないお言葉でしたので、我

が耳を疑いたくなるような驚きでした。 

 ──私のところから……というお言葉が心に引っかかってしまい、と

言われても、お釈迦様のお城の女中かも、と思うといくらか気が楽にな

りました。しかし、女官ということもあるかも知れない。 

 主のお部屋を辞し、公衆通話に飛びついてこのことを家内に伝えまし

た。 

 きっとびっくりするだろう、と思っていたのに、本人は平然と 

 ──かねてから私はそうだろうと思っていた。 

 と、言うのです。私はこの言葉に、二度びっくりしてしまいました。 

 

 七月六日は、主をお迎えするのにふさわしく、早朝から大豪雨が降り

ました。あたかも汚れきったこの地を洗い清めるような光景でした。 

 飛行機を降りられ、こちらに向かって歩かれながら、 

 ──雨はもう晴れますよ。 

 と申された通り、金沢にお着きになられた頃は、もうカンカン照りの

暑い真夏日となりました。 

 待ちに待った主の大講演会は、主の予言の通り、会場は超満員となり、

正に場外にテレビを装置しなければならない程の大盛況となりました。 

 北陸地方を始め全国から集まった聴衆、千三百人を前にしての約二時

間余りのご講演を終えられ、控室にご案内する途中、次のようなご質問

がありました。 

 ──今日集まられた人のうち、何人が残られると思いますか。 

 即座にお答え出来ない私に対して、引き続き次のように申されました。 

 ──残る人は一握りの人ですね。 

 私は、内心一握りの人とは五人だなあ、五人残るということなんだ、

と思っていました。その時は、そのような事態が、目前に迫っていると

は夢にも思ってはいませんでした。 

 それから一年半も経った頃には、私の回りにいた千人程の人が、本当

に五人だけとなっていました。その頃になって、やっと法の解る人は五



594 

 

人だけだ、ということが解りました。 

 講演会も終わった八月に入ってから、家内がしきりにアナンといわれ

る、主の高弟の方にお会いしたい、と言うようになり、私も、なんとは

なしに引きずられるような気持ちでお目にかからせていただきました。 

 八月十四日は、旧盆の入りの日でしたが、かえってこれもご先祖の供

養にもなるのではと思い、出かけました。ところが、その日の朝から、

私の目に家内のお母さんの姿が写るのです。そのことを家内に言うので

すが、信じようとはしません。 

 琵琶湖の半ば過ぎた頃から、目的地が近づいてくるにつれて、より鮮

明に見えるのです。 

 着物の柄や白い半襟、眼鏡、そして何よりも嬉しそうにニコニコして

おられるのです。家内に、その着物の柄を言うと、始めて家内は、しみ

じみとその着物が一番好きな着物でした、と言って絶句してしまいまし

た。 

 快く迎えていただき、奥様が始めての家内を見るなり、私この方を知

っているわ。と、言われ驚いてしまいました。 

 過去世のアナンと言われる方にお会いし、気の済むまでご指導いただ

き、さて帰ろうとした時、家内が次のようにお聞きいたしました。 

 ──今朝から主人が、私の母が見えるといってきかないんです。本 

   当でしょうか。 

 ──始めから一緒に来て横に座っておられますよ。今そのことを言 

   ってあげようと思っていたところです。 

   奥さんが結婚されてから、日々お母さんは心配しておられたの 

   です。 

   亡くなられてもそのことが心から離れず、天上界へ帰ろうとな 

   さらず、反省道場に止まっておられるのです。 

 家内は、流れる涙をぬぐおうともせず 

 ──私の嫁いだ先が厳しい環境であったため、きっと母は、うまく 

   いくだろうかと心配しながら亡くなられたのだと思います。 

 と、申し上げました。 

 ──もうご両親も亡くなられ、今は幸せに暮らしていることを話し 

   てあげなさい。 

 と、教えてくださり、家内は、泣き泣き一言一言、亡き母に話しかけ

ました。 

 ──お母さまは、「有り難うございました。これでもう思い残すこ 

   とはありません」と言われて今、天上界へと旅立たれました。 



595 

 

 と、教えてくださいました。 

 今日此処へ来たいと願ったことは、家内の魂と母の魂とがアナン様を

縁としてのことではなかったろうかと思わせていただいた時、不思議な

出会いとしか思えませんでした。 

 家内は来る時と違い、一段と明るくなったように思いました。そして、

帰りの車中では、もうお母さんのお姿はありませんでした。私は、やっ

と自分の父を地獄から救っていただいたことが心に染みてきたのでし

た。 

 家内の母は、生前より特にアナン様が大好きでそのような本を朝から

晩まで読んでいる方だったそうです。このこともただ事ではない証なの

かも知れません。 

 

 昭和五十一年三月、白浜で研修会がありました。何故か私は、この研

修会が非常に重大な予感がして、北陸の仲間たちと参加させていだたき

ました。 

 その二日目、主より、 

 ──北陸だけ霊能者がいないので、この四月からアナンを派遣する 

   から、協力し合って法を広めるように。 

 とのお言葉をいただきました。 

 私は、身の引き締まるような感動をいただき、これからが本番突入だ

なあと思いました。 

 あの日からやがて二十年の歳月が過ぎようとしておりますが、今日ま

でに思いましたことは、主には、ご昇天の時が近づいていることを予感

されての、種々のお計らいではなかっただろうかと思わせていただきま

した。当然のこと、そこには魂の縁生ということも、思いやってくださ

っていたのではなかろうかと思います。 

 主のご指示の通り、アナン様が見えられ、北陸の各地で講演会が開か

れていきました。 

 ある小さな町での講演会の時のことでした。昼食の最中に、家内が、

次のようなお尋ねをいたしました。 

 ──先生は、何故この北陸に来られたとお思いですか。 

 食事をしておられたのですが、直ぐ箸を置かれ、暫く軽く目を閉じて

おられたようでしたが、そのうち目に涙を一杯ためられて 

 ──カピラ・バーストの美しい花園で、この方（家内）に草花で、 

   冠を作っていただいていたことを思い出しました。 

 と言いながら、感動で胸がこみ上げてくるのをやっとこらえておられ
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るご様子でした。側にいた私たちの他、二三の人たちも、一様に驚き、

食事もこの騒ぎのため途中で終わってしまいました。 

 それからは当地へ来られるごとに、いろいろと過去世のことを思い出

され、その繋がりが次第にはっきりとしてきました。主には、この頃は

まだご健在でいらっしゃいました。 

 

 ある時、アナン様は次のようにお話しされました。 

 ──自分の生みの母が、兄と自分を置いて駆け落ちした後、母の姉 

   に育てられました。その方を『おばばちゃま』と、呼んでいま 

   した。 

   おばばちゃまは、何時も私たちに対して、お母様を恨んではい 

   けません。恨んではいけませんよ。お母さまを許してあげなさ 

   い。と、諭してくださいました。ブッダ様に帰依した（「人間 

   釈迦』第四部百七十九頁参照）後、寂しくなるとおばばちゃま 

   を訪ね、甘えました。何日間滞在していても、何不自由なこと 

   もなく非常に大事にしていただいたのですが、ただご主人様に 

   対しては非常に気兼ねをいたしました。その時のご主人様は、 

   この方です。 

 と言われ、私を指差されたのです。 

 私はそのことを聞いていて、ああー私には今もってそのようなところ

がある。さぞや寂しい思いをしたであろうと、何かしら一層いとおしく

なりました。自分は何と愛のない狭い心の人間だったろうかと、悔やま

れてなりませんでした。そのような思いがあったためか、この方が当地

に滞在しておられる間、私たち二人は、付きっきりで自分の息子のよう

に精一杯心配りをさせていただきました。 

 つい最近のこと、ある朝突然家内が、今現在、自分の二人の孫たちに

対して「ばばちゃん」と、特に教えて呼ばせていることは、今朝になっ

て始めて、インドの時と同じことをやっていることに気付いた、と不思

議そうに話していました。毎月実施している講演会や学習会における、

この方のお話の内容は、大抵愛についてのお話でした。 

 その月の予定が全部終了したある日のこと、お茶をいただきながら雑

談をしていると、家内が 

 ──先生、かねがね申し上げたいと思っていたことですが、先生は 

   何時も愛についてお話をなさいますが、失礼ですが、先生の愛 

   は正しい愛ではないように思います。 

   愛は、谷川のせせらぎを聞いていたら悟ったというものではあ 
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   りません。愛とは、思いやる、助け合う、許し合う、といった 

   ことではないでしょうか。 

 と言いだしたのです。 

 事前に聞いていたこともない、余りにも突然のことであり、しかも、

主のご指示によって来ていただいている、本部の大講師に対してこのよ

うな出放題なことを言ったので、私を始め、回りにいた人たちは皆一様

に気も動転するような気配でした。こりゃー一体どうなったんだ。丸山

の奥さんは、気でも狂ったのではなかろうか、と、まるで心が目が舞う

ような大事件発生となりました。 

 家内は、今日までただの一度も研修会等に参加したこともないのに、

何とご無礼な、無礼極まる。しかし弱ったことになったぞ。と、いろい

ろな思いが輻輳去来いたしました。 

 案の定、この方はご立腹されたご様子でした。急に帰る、と言われ、

いつもとは違った態度で帰られたのです。 

 私はまことに申しわけがないという気持ちで一杯でしたが、当の本人

は、平然としたもので、何事もなかったような大らかな態度でした。こ

れにはまたまた驚き入りました。 

 亭主がこんなにも心配しているのに、何と楽な人間もおるもんやわい、

どっちを向いても驚くばかりで、この時を境として私の寿命はうんと縮

まったように思います。 

 しかし、私の本心は、家内の言う通りや、それで良かったんだと言っ

ているのです。 

 その後何の音沙汰もありませんでしたが、予定の日時に福井駅に出迎

えていますと、何もなかったような、これまでに見たこともない爽やか

なお顔で降りてこられました。 

 午後からの講演は、私が終わった後その方が壇上に上がられるなり、 

 ──私は、丸山さんの奥さんから愛を教えていただきました。それ 

   はインドの時もイスラエルの時もそうでした。今生また、この 

   方に教えていただいたのです。私は愛については自信を持って 

   いたつもりでしたが、全く解ってはいなかったのです。 

 と、涙を流しながら話し始められたのです。 

 会場一杯の聴衆は、ここまで聞くうちに、どーっとどよめき、感動で

胸がこみ上げ泣き出す人もいました。 

 「あんな偉大な方が自分を裸にされて、さすがアナン様や。我々だっ

たら見栄があってこのようなことは言えない。素晴らしい」このような

思いが聞く人々の心に伝わっていくようでした。 
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 それと同時に、家内に対して全員の敬虔な視線が集中いたしました。

当の本人は感激でこみ上げるものをやっと押さえているようで、涙を流

して目を伏せていました。そして、その嬉しい波動が伝わってくるよう

でした。 

 私はかつての親子が、幾千年の歳月を越えて今再会し、その情愛が一

つになってよりこまやかに溶け合っていくような感動で胸が一杯にな

りました。 

 ──母は、インドの時も、イスラエルの時も、何時の時も夜食の準 

   備をして、何時も夜遅くまで待ってくださっていました。 

 この話を聞くと同時に私はびっくりいたしました。それは、この方が

当地に来られるごとに、朝早くからいそいそと食事の準備をしてお重に

詰める家内を眺め、この人は何故このようなことをするのだろうか、と

不思議に思っていました。ところが、これも過去世から現在にと、人の

心から心に生き生きと伝えられていたことでした。 

 このアナンといわれる方の転生を調べて見ますと、いまから、約二千

五百有余年前、インドのカピラ・バーストに王子として出られた時は、

お釈迦様の従兄弟として後にブッダ様に帰依されました。ブッダ様の秘

書として最愛の弟子として最後まで仕えられたのでした。 

 その後、五百有余年後に、イスラエルに生まれた同じ生命のヨハネは、

今度はインドの時と違い、貧しい環境でありましたが、やはりイエス様

の従兄弟として、やがてブッダ様の時と同様に、イエス様の最愛の弟子

として愛され、その最後まで付き従いそのご昇天を見届けられたのでし

た。 

 何時の時も主役として使命を果しておられることに対し、深い畏敬の

念を捧げその偉大な魂を讃えたいと思います。 

 ブッダ様とアナンはともに母のいない環境を選ばれ、イエス様は、最

愛の母をヨハネに託しておられることや、ヨハネの母の転生もまた、イ

ンドの時は育ての母として、イスラエルの時は生みの母として出ておら

れることを知る時、神の大いなるお計らいによる偉大な魂の絶妙な繋が

りに感動いたします。 

 

 今生、主には、このヨハネの兄に当たるヤコブといわれる方は、かつ

ては始めての殉教でありましたが、今生では神の命により、人種差別を

撤廃する使命のもと、黒人となってアメリカの地に出ておられることを

教えてくださいました。 

 私はその時からどのような方であろうか、今生何とか再会できたらと
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願って、常に著名な黒人指導者に関心を持ってきました。アメリカ大使

館にも種々照会したり、あるいは出版物等を探したりしたこともありま

したが、今もってなおその夢は捨てたことはありません。 

 私たちは、何時の世も、神と主からいただいたその環境は、まことに

ありがたい極みという他ありません。まことにまことに有難い有難いこ

とであります。 

 その悦びをより深く、より大きく、より豊かなものとさせていただく

ためには、前世よりもこの一日一日を、更に更に創意工夫と努力と苦労

を重ねつづけていかなければならないことを痛感いたします。 

 私が、主にお目にかからせていただいてより、やがて二十年という歳

月が流れようとしております。 

 この二十年に加えて約七年余り、つまり二十七年という長い月日、明

日という日に頼れない修行の機会をお与えいただきました。 

 来る日も来る日も厳しい中で、何時も思っていましたことは、明日と

いう日は、今日のような明日ではない。少なくとも今日よりももっと厳

しい明日に間違いないということでした。 

 明日ということは今日に対しての言葉でありますが、しかし明日があ

るとは保証されてはいません。ただ今しっかりと確かめられるのは、こ

の一時一時であり、この一時一時を法により命がけで生きない限り、悦

びの明日はいただけないと思うようになっていきました。 

 今から六年前、孫が入学した学校の前庭に建てられている黒御影石に

「神をおそれることは知恵のはじまりである」という言葉が刻まれてい

るのを発見し、その意味についてこの六年間、折にふれて考えてきまし

た。何時も目に入るということは、ただ事ではないと思い、その真意を

知りたいと願い続けてきました。 

 昨年末、六年間かかってやっと、 

 ──神をおそれることは知恵のはじまりである。 

 という言葉の意味を解らせていただきました。（三月号参照） 

 そして、回りの人たちにそのことについてお話をさせていただいてき

ましたが、最近になって『神をおそれる』ことは、独り神という狭義の

解釈ではなく『神のことについては、すべて必死でさせていただく』こ

とと解らせていただきました。何と愚かなとらえ方だったことかと、未

熟を反省させていただいております。 

 かつて主を通して、インマヌエル様がお話された、次のお言葉を最近

学ばせていただきました。 

 ──天使の教えを伝道するなら、必死で行うべし。汝は、今必死で 
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   やっているか。 

 この、素晴らしい大慈悲のお言葉を拝読させていただき、私の心に突

然大電流が流れたような感動をいただきました。 

 神をおそれることを申し上げながら、自分の心は今一つ何か満ち足り

ない思いでおりました。その満ち足りない思いを満たすことが、このイ

ンマヌエル様のお言葉の中に光っていたのです。 

 驚きました。全く驚きました。主は万能であらせられます。求めよさ

らば与えられんというお導きをいただいたのです。 

 このお言葉の中の 

 ──必死で行うべし。必死でやっているか。 

 ここにおそれとは、神に関するすべてを必死で行うこと、とお教えく

ださっているのでした。しかもこのお教えは、遠い地に住んでおられる

心ある方から贈っていただいた一冊のご本によるものでした。私はこの

有難いお計らいとお導きを発見し、そこに主のお計らいを感じ、暫くの

間絶句いたしました。そして、己の心の何と貧しいかをいやという程知

りました。 

 神に関するすべてを必死になって生きているか。必死になって生きて

いきなさい。 

 それが『おそれ』というお導きであったのです。 

 主のご説法を、始めて聞かせていただいた二十年前のあの日、妻の泣

き崩れる姿を目の前にして胸がこみ上げたあの感動の鼓動が、益々強く

高鳴るような残りの日々でありたいと願っているこの頃であります。 

 

 神と主に対して 今生 縁生という偉大なお計らいをいただき 心 

         からの感謝を捧げます。 
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【正法流布】1994-5 月 

 はじめて法に帰依した時の自分の心は、法によって救って頂かねばど

うしようもない状態になっていた。二つの会社の経営が非常に厳しい状

態になっていたからである。極々努力してみても一向に収入が伸びない

のである。 

 いままで法を信じなかったけれども、何とかこの危機を救われたいた

めに、藁をもつかむ思いで帰依したのである。生来人の下に入って習う

ことが大嫌い人間であったが、そうは言ってはおられない状態になって

いた。 

 あれ程、昔からの神社や仏教に対して抵抗していた妻が、この正法に

は、心から帰依し、これこそ神の真の教えであると心から信じている姿

を眺め、やっと重い腰をあげたような状態であった。 

 自分から必死になって求め、ご著書をむさぼるように拝読するといっ

た、自力によるもでなかったために、心はいやで仕方なしに入ったので

あった。 

 学修会や研修会などに参加しても、このような心の人間は誰一人いな

いようである。 

 会社の方は日を追って、これでもか、これでもかと、自分の心を法の

世界にと追い込んでいくような状態となっていった。しかし、心の底で

はこんなことを勉強していて、どうして月末に必要な運転資金が出来る

のだろうか。ある日、突然銀行の口座にドサッと振り込まれて来るとい

うのか、とてもそのようなことが起きる筈はない。こんなことをしてい

る間も心は外にとらわれ、なかなか集中しての勉強は出来なかった。 

 この人間は、人に頭を下げて物を頼んだこともない人間であったから、

宗教にすがれば何とか人に頭を下げずに済むのではなかろうか。また、

この教えを指導しておられる方は、地獄も極楽もすべてを見通す方と聞

いているから、自分の悩み苦しみを瞬時に救ってくださるのかも知れな

い、といった他力本願もいいところの思いで入ったのであった。 

 その後、何回か主にお目にかからせて頂いたのであるが、苦しいわり

には、からっきし勇気がない人間のため、現在の苦悩をお話しし、ご指

導を頂くことが出来なかった。そして心の内では悶々の日を過ごしてい

るのである。 

 どうせ、ご指導を頂いても、お前が悟っていくことだ。これまでので

たらめな人生を反省し、謝罪せよと、言われるに違いない、それなら自

分で自分が道を開いていこう、というような頑固な心の持ち主であった。 

 何回か主のお話をお聞きしたり、勉強会等に参加し、大体の様子が解
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ったつもりになり、此処では自分は救われないという思いになってしま

い、金沢講演のお世話が終わったら退会しよう、と考えていた。 

 金沢講演も終わったある日、東京に呼び出され、そこで生まれてはじ

めて、天上からの光の大大天使のお諭しとお導きを頂いて、心の底から

この法が信じられ、やっと堅い心が割られて目覚めたのである。 

 泣けて泣けて仕方がない心の底から、こんな愚かなことを何時々々ま

でもしていては申し訳ないことだ。一時も早く自分の心を確立しなけれ

ばならない。そういった思いが心の底から溢れてくるのである。そして

その思いと同時に涙が溢れてくるのである。 

 やがて、主がご昇天され、この世がなくなってしまうような悲しみに

明け暮れ、涙の乾かない時追いかけるように一つの節目が襲ってきた。

長い時であった。ようやくこの長いトンネルを抜け出て、やっと精進潔

斎して真剣勝負の命を賭けた自力の修行をはじめたのであった。 

 起きているのか寝ているのか解らない、着の身着の儘の姿で一切の外

界と遮断した生活である。新聞もテレビも見たこともないこの世の仙人

のような生活に入っていた。 

 かつて、主から『そこには法がないんだよ』と、お導き頂いたそのお

言葉の真実を知りたいという目標のもとに精進努力を重ねていった。我

が心から何時も聞こえてくるものは、何時も、主の『北陸を頼みました

よ』というお言葉と『そこには法がないんだよ』という二つのお言葉で

あった。このお言葉が何時も自分の心に励ましとなり、また厳しいお叱

りのように聞こえてくるのだ。その時々の思いによって、優しい慈愛の

言葉となったり、それはそれは厳しいお言葉のように聞こえてきた。今

日、自分が法の中に生きて在るのも、偏にこの二つのお言葉に支えられ

てのことではなかったろうかと、改めて心からの感謝を捧げ、これから

後永遠にこのお言葉を宝として生き抜いていきたい。 

 法に帰依して、かれこれ八年になろうとしている年の暮れであった。

はじめて発行する月刊誌の新年号の原稿を書いていた。何時も机の前に

座っては、万年筆やそこいらにあるものを、前に出して眺め「ある」、

また、隠しては「ない」と、独り言を言いながら、「法がない」とはど

ういうことなんだろうか、と考える習慣になっていた。この時もやはり

そのような仕種をしながら、ぼんやりと考え込んでいた。 

 その時、はじめて何かひらめいてきた感じがした。ああー、そうかぁ

ー、そうだったのかぁー、解ったぁーと、はじめの内はつぶやいていた

のだが、やがてそのつぶやきが大きな悦びの声に変わっていた。 

 まるで大きな悟りでも頂いたような、嬉しい感動と感激と悦びとが一
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度にどっと押し寄せてきた。 

 八年にもなる間、毎日毎夜必死になって求めていたことがこんな簡単

なことであったとは。 

 『法とは、主のお言葉の一言一句である。主のみ教えのすべてである』 

 『法がないとは、主のみ教えを中心とした指導がないことである』 

 『主のお説きになられた、み教えが入っていないものである』 

 

 やっと、やっとこのことを心から解らせて頂いたのである。 

 この年の十月二十二日の未明、主には夢の中でご指導くださった。 

 『貴方は、苦節千年の修行を目指して修行している魂なんだよ』 

 その後、十二月二十三日明け方四時頃、やはり夢の中でご指導くださ

った。 

 今その頃を振り返りながら、一九八三年一月号の月刊誌「ほくりく」

に掲載されている「あたらしい年に」を読んで見て、目頭が熱くなって

くるのをどうすることも出来なかった。 

 今こうして長かった年月を振り返って見ると、自分の法の精進や伝導、

法に関する計画について考え、求めていったことは必ずすべてお与えい

ただいてきたことが解った。 

 主には、我が願いをすべて願いのままにお与えくださっていたのであ

る。誠に勿体ないことである。 

 厳しかった会社経営も、悪戦苦闘の末、極限までいった時には、必ず

道が開かれお救いいただいてきたのである。考えて見ると、二つの会社

は、この怠惰な我が心をたたき直すために、用意しお与えいただいてい

た環境ではなかったかと、始めて気付かせて頂いたのである。 

 今日までの厳しい幾山坂があったればこそ、神を信じ、主を信じ、法

を信じられる己にして頂いたのであった。そしていまこのみ光とともに

生かされて今、あることを、真に幸せ者であると思う。 

 長い間手を取り、心を支えてお導きくださった、偉大な偉大な主に対

して感謝の言葉もない。ただただ有難いという一言に尽きるのである。 

 月刊誌「ほくりく」は、大阪に進出を機として「ひかり」に改名され、

既に一三八号を数えるようになった。 

 そして、それよりも、主がご昇天されて今日までただの一回も休むこ

となく、毎年六月二十五日には、必ず主に対する感謝と誓いの会を連綿

として続けて来れたことが何よりの幸せであり、心の拠り所であった。 

 月刊誌を発行していく中で、何時かこの月刊誌が北陸だけでなく、広

く読んでいただけるようになれば良いと、願っていたことが、北は北海
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道の北見から南は九州まで配布されるようになり、そのうえ毎月海を越

えてシンガポールに韓国にと送られるようにならせて頂いた。 

 これには、天上の絶大なるお計らいとお導きとによることは勿論であ

るが、その他多くの心ある方々の格別のご協力をいただいて達成された

ことである。ここに深甚なる感謝と敬意を棒げたい。 

 また、数年前から、大学において、次代を担う青年達に対してこの法

を教え、永遠に正しく伝えていってもらいたい、という念願を持ってい

たが、このたび北陸大学において新入生二八○名に対して、「いのち」

という新しいカリキュラムを開講することとなり、その中で「こころ」

についての指導を委嘱されることとなった。 

 このような講義は、世界的にもまだ例がない画期的なことであり、こ

うしたことが世界の心ある大学に伝わり、やがて法として地球全域に伝

わっていくように願ってやまない。これも偏に、主のお計らいによるこ

とは当然のことであるが、心ある方の尊いご配慮によったものであるこ

とをお伝えし、心からの感謝を捧げたい。 

 主には一九七三年ＧＬＡ誌九月号において『類は友を呼ぶ』という命

題のもとに次のようにお導きくださっている。 

 

 『アガシャー系グループは、時至れば、このように自然に寄り合って

くる。これはなにも日本だけではない。アメリカ、フィリピン、フラン

ス、ブラジル、韓国などにも縁の深い人達が修行しており、機が熟せば

吸い寄せられてきよう。しかし、こうした人達は、正法流布の一翼を担

っており、各地で核として働きをしている。 

 正法流布は何も日本だけにとどまらない。全世界に及ぼしていくもの

である。アメリカをはじめ、ブラジル、韓国、フィリピン、インド、ベ

トナム、そうして主として西ヨーロッパ諸国、中国もやがて、正法を受

け入れる時が来るであろう。今後十数年間の間に、正法帰依者は急速に

広まろう。生活の基準を失った人びとの心に、かすかな灯が点じられ、

人間とは何か、という疑問が、末法という破局をむかえるにしたがって、

ひろがっていくからだ。 

 同時に正法流布の活動も、実在界からの応援を得て、さまざまな奇跡、

現象が現れ、ようやく人びとの目が法に注がれてくることになろう。こ

のようにして、正法流布は時を追って充実し、さまざまな宗教は統一さ

れていくであろう。宗教は思想ではない。自然が教える生活の在り方で

ある。誤った宗教はその意味で正法にかえらざるを得なくなろう。 

 こうして地上は多くの同志によって、拡大され末法の世を建て直して
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行くであろう』 

 

 数年前から、天上より祝福の証として折りに触れて太陽の回りに虹の

輪の現象をいただいているが、年を重ねる毎に多くなり、今年も既に六

回頂いている。（四月十四日現在） 

 この主の偉大な励ましを心にいただき、これから先、伝導に明け暮れ、

一人でも多くの人びとに法をお伝えしなければならない。手を取り合っ

て必死になってやらせていただこうではないか。 

 

 偉大なる神に対し 主に対し 今日までの大いなるお計らいとお導

きに対して我らの熱き心を捧げ感謝いたします。 
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【現証】1994-6 月 

 心の発見の現証篇のなかに、現証について、次のようにお示しいただ

いています。 

 『正しい中道の生活努力の積み重ねによって、得ることのできる正法

には、文証と理証と現証の三つが具備されているものだ。 

 現証は、文証、理証を体得して、生活行為のなかに現れてくるもので

ある。 

 心の安らぎ、人生の喜び、幸福な生活、調和された社会、人間は皆、

神の子として兄弟だという自覚が生まれ、ユートピアが築かれて行く。 

 その過程には、実在界から現象界の人々に対して、不変的神理である

ことの現象が起こってくるものだ。 

 多くの人々によって、奇跡的な諸現象が現れ、病気や心の苦しみから、

人々を救う現象が起こってくる。 

 しかも、法にもとづいて、地獄霊達に光明の道を教え、救う道をも明

示する。 

 万人が救われる道、これこそ正法といえるのである。それは、あたか

も、太陽のように、慈愛に満ちて、万物万生を、偉大な力で暖かく包み

込むように、神の子たる正しい道を示すであろう。 

 如来とは、くるが如し、すなわち、神の心を伝えにくる、上上段階光

りの大指導霊達のことである。彼らは、自ら人生の苦楽に疑問を持ち、

人生の道を悟り、アボロキティー・シュバラー、すなわち観自在力を得

て、大衆の失われた心をとりもどし、神の声を、神理の種を人々の心の

中に愛と慈悲で植え付け、調和の心を造り出すための道を説いていくで

あろう。 

 如来は、大調和を目的とした正道に従って人々の心を救うのだ』 

 

 現証は、なかなか法を信じられない人々に対して、現証を通して確認

させる。信ずるようにする。天上の大いなる計らいであります。私は、

正法に帰依してから今日まで、数多くの現証をいただいてきました。 

 まず、主の、慈愛深きお導きをいただき、心が瀕死の重体であったこ

の私をお救いいただいたのであります。 

 次に、そのために天上の上上段階光りの大指導霊のお諭しをいただき、

始めて人間としての人生の目的と使命に目覚めたのでした。当然のこと、

私の、守護・指導霊は、きっと命がけでこの者を目覚めさせるために、

日夜大奮闘をされたことと思います。 

 大自然を通しての現証は、まず、日本海の見渡す限りの大海原を遥か
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水平線まで、七色に変えて見せてくださったことです。神の実在を信じ

られない、愚かな私たち夫婦のためにお計らいくださったことでありま

した。そんなことがあるものかと思っていたことが、現実に次々と大海

原が赤色、緑色、黄色……と染め変えられてゆくのです。波の大きさな

ど、少しも覚えていない程緊張しておりました。それよりも、自分の歯

と歯がカチカチと音をたて、身震いすることをどうすることもできませ

んでした。 

 大宇宙大神霊・仏の実在が心に染みわたり、頭ではなく、心で理解で

きたように思いました。 

 如何に力のある人間であろうが、現代の先端科学であろうが、見渡す

限りの大海原を一気に七色に変えるということは、到底至難の業であろ

うと思います。やはり、神業でしか、成し得ないみ業であります。 

 また、空に浮かぶ白雲を、ひとちぎり眼前に呼ぶことや、真昼の海岸

を夕方の海岸に変え、しかも水の流れる大河に変えて見せられる様は、

まさしくかつてのヨルダン河のほとりに佇み、夕方の河景色に見とれ物

思いに沈んでいた頃を思い出したような感覚にとらわれたこともあり

ました。マジックにかかったのではなかろうかと、いくら首を縦横に振

って見ても、どうしても現実のものとしか思いようがありませんでした。

これもただあったのではなく、やはり我が心を縁としてのことでありま

した。何時の日か、かつてその地に自分が居住していたことを心に記憶

していることの証明であったとしか、言いようのないことでありました。 

 太陽の回りに丸い虹の輪の現証が、現れているのを始めて拝見したの

は、たしか一九七五年十月のことでした。その日は、名古屋において、

主のご講演があるのを聞きに行く車中でのことでした。仲間の方々と話

している車中、急に何か自分の意識が天の方へ引っ張られるような気が

したので、窓越しに空を見上げたところ、虹の輪が太陽の回りに出てい

たのです。 

 そして、会場に着いたら、そこでも同様の現証を拝見し、何とも言え

ない感動をいただきました。これが初めての体験だったのではなかろう

かと思います。その後は、何か行事がある毎に、このような現証をいた

だいてきました。 

 その中でも、特に忘れることのできない現証は、富山市の平野治親様

が学修会のために、ビルを建ててくださることとなり、昨年十二月八日、

その土地の浄霊にいったとき、浄霊を始めた瞬間太陽の回りに虹の輪の

現証が現れ、浄霊が終わると同時に消えていったのです。 

 また、今年四月十八日、建物が竣工したのでその浄霊に伺ったときも
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また、同じような現象が現れ、終了と同時に何か合図でもしたかのよう

に消えていかれたのであります。そして、そのときは、いつのときも、

必ず太陽の光が一段と烈しく強く降り注ぐように輝かれるのです。回り

の大気は総て停止したようになるのです。 

 主が、一時総てを止めておられるような荘厳といいましょうか、怖れ

多いといいましょうか、言葉では言い表すことのできない、何とも表現

することのできない、天上の意識が、総てこの地に降り注がれているよ

うな気がいたしました。 

 これらの大いなるお計らいお導きは、主には、この心熱き、平野様ご

夫妻様のお心を縁としてでのことではなかっただろうかと、つくづく思

わせていただきました。これこそ祝福されてのことではなかっただろう

かと思いました。 

 このような虹の輪の現証を、私たちは光輪と呼ばせていただいており

ますが、今年は例年と違い、異常な程多く拝見されており、既に九回（五

月三日現在）を数えております。特に、八回目の時は、全国の心在る方々

にご連絡を差し上げましたところ、東京、大阪、福岡、富山、金沢と、

殆ど全国的に拝見させていただくことができたのでした。 

 このときは、私如き者には、皆目分かりませんが、何か、もっとしっ

かりするようにとの、主の、叱吃激励ではなかっただろうかと思わせて

いただきました。法が消えつつあるこの頃、国内は勿論のこと、地球上

は大変な不安定な環境にあることを思いますとき、法をお教えいただい

た我らこそ、一段と固い決意のもとに立ち上がらねばと、思い至ったの

であります。 

 「ひかり」を購読されている方々全員、手に手を取り合って、独りで

も多くの人々に法を叫んでいこうではありませんか。立ち上がりましょ

う。悠久の法悦をかみ締めて、今こそ主のみ心にお応えするために立ち

上がろうではありませんか。 

 伝導は、回りの人々に法をお伝えすると同時に、その相手から自分の

心の糧をいただくためにあるものとお教えいただいております。多数の

方々に出会えば出会う程、自分の心を立派なものとする機会が多くいた

だけるのであります。それだけに伝導こそ、最高の実践の場と言えるも

のと思います。 

 

 最後に、主の、今生最後のご講演ご指導がありました、東北研修会の

翌日、主の予言の通り、東北地方に光輪の現証が拝見されたとのことで

あります。なお、当日毎日新聞の夕刊に写真入りで報道されたとのこと
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であります。 

 

 神に対して 主に対して 愚昧なる我らを今日まで弛まずお導き賜 

             り心から深く感謝いたします。 
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【ひかりの道へ】1994-7 月 

 北陸の地は、白山山系が西へ連なり、北は、北アルプスの連山、立山、

白馬、黒姫、妙高と連なり、日本海の荒波と対峙し、その中央に、能登

半島が大きく日本海に突き出ている。 

 ここが、私のこよなく愛している心の故郷（ふるさと）である。 

 今から三十数年前までは、このような厳しい大自然によって、首都圏

や関西経済圏、中京経済圏との円滑な交流が阻まれていた。 

 全長一三、八七○メートル世界第五位の北陸トンネルは一九六二年に

開通し、引き続いて湖西線、糸魚川、直江津間の複線化ならびに勾配改

良が完工した。 

 これにともない、これまでの今庄、敦賀間、木之本、敦賀間、糸魚川、

直江津間の北陸本線は廃線された。 

 私はこの旧北陸本線と柳ヶ瀬線、杉津線を廃線する業務を担当してき

た。 

 線路の撤去作業を始め、多数の駅や機関区、保線区などを廃止する仕

事である。また、各駅を利用する乗客のうち、定期券を購入している通

勤、通学の乗客に対しては、駅が廃止されてもなお且つ、利便が後退す

ることのないよう、国鉄バスや私鉄バスによる代替輸送も配慮しなけれ

ばならなかった。 

 北陸線は、フランスからの鉄道技術を導入しての、交流電化の実験線

として、その使命を果たし、今日の東海道新幹線が生まれた。 

 八十億余りの巨額を投資した、北陸トンネルが開通するまでに、旧北

陸本線が廃止できるよう地域住民と交渉しなければならなかった。 

 当時の国鉄としては、始めての大事業であり、その行方が各方面から

注目された。 

 地域住民を始め、企業の労働組合、革新政党等あげての、反対、反対

のムシロ旗を押し立てての激烈な反対闘争の中で、与えられた任務を遂

行しなければならなかった。そのために、一つ一つの村村や市町村を回

って、粘り強く交渉して歩いた。 

 この新しい計画の実現によって、一日上下九○本の列車が二四○本と

なり、通勤時間の短縮、客貨輸送量の拡大等、画期的な発展が実現され

ることを力説して歩いた。 

 しかし、近代化したトンネルや複線化、あるいは勾配改良工事等が完

工しても、肝心の旧北陸本線その他の線区が廃止できなければ、無駄な

投資となりかねないのである。総ての焦点はここにあった。 

 関係者の首がかかっているこの任務を完成するため、私は表札を持っ
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て任地に常駐していた。 

 その事業が完結した後、当時反対運動の指導者であったある方に出会

った。もう懐かしい友のように思われて、食事に誘ったところ、食事を

することは嫌ではないが、多くの目があるから出来ない、と言われ寂し

く苦笑された。そして、当時、あんたがやってくると碌なことはない。

ペンペン草も生えない、と毒づいたこともあったしね、と最後に言われ

て別れた。 

 私はこの言葉を何時までも忘れることは出来ないまま、今日なお、同

じ人間なのにどうして、悲しいなあ、という気持ちが拭い得ないのであ

る。 

 主義主張とは、一体何だろうか。イデオロギーとは、何なのだろうか、

思想とは何だろうか、と、いう疑問を引きずってきた。 

 日々テレビや新聞を通じて報道されている、国政の場でのことを見聞

していると、我々庶民の世界にはない、他人に面と向かって誹謗したり、

昨日までの盟友を平気で裏切り、今日は攻撃するといったようなことが、

何の心の痛みを感ずることなく横行している様は、地獄はかくの如きか、

といったようなまさに末法の極限を痛感してならないのである。 

 主には、かのカピラバーストと環境が似通っている、信州佐久高原を

お選びになられて、法を説かれたのに、もう既にこのような魔の跳梁す

る世相となってしまった。まことに、慚愧の思いがしてならないのであ

る。誰でもないこの自分自身が、自我我欲のままに今日に至ったことに

外ならないと、今、途方に暮れている。謝罪して済むものではない。 

 その償いの道は、初心に帰ってもう一度出直すことしかないと思う。

同感の法友がおられるならば、共に次のような学習から出直そうではな

いか。 

 それは、主が、お著しくださった「心の発見」と「人間釈迦」を、心

を込めて拝読することから始まる。「はじめての人に」という小冊子が

あるが、参考にして頂きたい。 

 次に、多数残してくださった、ご講話を心して拝聴することから始ま

る。 

 私達は、法を学ぶ過程で多数の正法言葉を学び知識として知った。し

かし、その深い意味となるとなかなか理解出来ていない。もしも、心か

ら理解しているならば、そのご本に出てくるお言葉そのままでなく、そ

の時その相手によって、理解しやすく縦横無尽に説明し尽くすことが出

来ねばならない筈だ。相手が納得するまで徹底して説明出来る自分にな

ることが、己を生かし他を生かす、こととなるのである。救っていただ
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いた悦びの体験を話す相手がいて、始めて自分にとっての真の修行があ

ることに気づくのである。いくら観念的に自問自答していても、それは

何百年経とうが一歩も足を前に出すこととはならない。 

 感謝があるならば、悦びがあるならば、神の子であるならば、当然の

こと、自分の身を投げ出して、主から頂いた御恩に報ずべきことは言う

までもないことである。 

 心で考えることでもなんでもない。その前に心が痛まないか。心が苦

しくないか。自分の、主に捧げる、御恩返しをする真心とは、そんな小

さなものなのか。 

 己のしぼんだ心を揺さぶらねばならない。大きく感動する心を呼び戻

さねばならない。 

 それは初心に帰って、法とは何か。自分が学習してきた、法は、果た

して正しいのか。今現在、自分の心に法によって救われた悦びがあるか、

安心感が心にみなぎっているか。不平不満、愚痴、悪口が心に渦巻いて

いないか。 

 もっとしっかりと目を見開いて、自分が日々思っていること、行って

いることについて、厳しく厳しく点検して見なければならないのではな

かろうか。 

 ある人に出会った。その人は、何人かの法の指導者を遍歴して来られ

たという。 

 私と話す心のうちには、その何人かの指導者から教わった教えがしっ

かりと根づいており、その教えを基準として私を眺め、私の話を聞いて

いるのである。 

 そして、時々口から出る言葉の端端に、これまで会った指導者は間違

っていた、というのである。 

 如何なる指導者も間違いを教えてやろうとは思ってはいないはずだ。

もしも、間違っている指導者のもとに入門していたとしたら、その人自

身が、それを正しく見抜く心が、出来ていなかったことに起因している。

人の悪口を言うことは、自分の不明を棚上げにしての恥ずかしいことで

ある。 

 また、人を個人指導しておられる何人かの人を知っている。その個人

指導は、前に指導していただいていた指導者から、指示されてから始め

たことなのに、その指導者のもとを止めたのに、いまだにその個人指導

だけを続けておられることに、非常に不思議に思った。何故だろうか。

自分にその能力があると思ってなのか。それにその人に光がないとした

ら、大変恐ろしいことである。大抵はその人の周辺が混乱しているよう
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に見受けられる。何故気付かれないのだろうか。 

 この人たちは、いずれも法を中心に生きることを知ってはおられない

のではなかろうか。 

 かつて天上の偉大な偉大な光の大天使から、次のようにご指導いただ

いたことがある。 

 

 人には常に愛の心を忘れてはならない。 

 人を裁くことなかれ。 

 人の上に立つと思うな。 

 人は皆平等である。 

 人の足を洗わせていただく心を持て。 

 

 人間は、誰もすべてこのみ教えに素直に生きたとき、過ちを犯さない。 

 主には、思想による心の汚れについて、次のようにお導きくださって

いる。 

 『思想とは人間の考えであり、神仏の心ではない。人間、神の子は、

すべて神仏とつながり生かされている。ましてや、神の子の生きる道を、

人間の考えに求め、それを信じてしまうことは、神仏の否定につながる。

その心は暗く神の光をいただくことはできない。その暗さに応じた悪魔

の跳梁支配下におかれる。したがってその光を受けることは到底至難な

ことであり、幸福への道をたどることはできない。 

 それはそのたどるべき、信ずる道が間違っているからである。その心

には明るさや真の悦びは訪れてはこない。 

 人間の生きるべき道は正法以外にないのである』 

 

 「人間釈迦」第二部一五九頁にも思想についてお導きいただいている。 

 『思想、宗教、政治というものには、人はとかく、心をゆさぶられ、

自分を失う。 

 思想は心を毒し、宗教は偏狭者をつくり、政治に熱中すると目的と手

段が不明になり、人びとを不幸にしてしまう。 

 ことに思想は、宗教、政治を動かすエネルギーとなり、これに心が奪

われると正邪の区別すらつかなくなり、諸々の執着をつくり出すことに

なる。 

 思想というものは、一つの物の考え方を指すのであり、その考え方は

因習、伝統、民族の体質、その時々の学問などが相互に組み合わさって

生まれ、そうしてその時代を動かしてゆく。 
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 このため人類の歴史は、いわば人類の思想史と言ってよく、思想史を

みれば人類の歴史がどのように動いてきたかが判別できよう。 

 宗教や政治はこうした思想を土台として強く働き、その考え方が一致

しないと、理想と現実が遊離してしまい、争いの原因をつくっていく。 

 マホメットという人は右に剣を持ち、左手に平和を求めた。平和のた

めの戦争があり得るかどうか。その考え方の根底にその時々の時代を背

景とした人々の恣意（しい）が含まれるために、理想と現実に、ひらき

が出てしまうのだ。 

 思想家、宗教家、信仰者が、えてして偏狭になるのも、ものの考え方

に恣意が含まれ、神理から離れてしまうからだ。 

 正法は大自然が身をもって教える生活の在り方である。争いなどとい

うものは露ほどもないのである。 

 信仰者がたがいに口論し、ついには暴力になるのは、信仰者それ自体

に神理が身についていないからである』 

 

 また、「人間釈迦」の“偉大なる悟り”のなかで、神性にもどるにつ

いて、次のようにお導きいただいている。 

 『中道の神理は、神に通じたウソのつけない己の心を信じ、八正道と

いう生活行為を為して行くところにある。 

 真の安心は、自己満足や逃避ではない。自分の生死を見られる自分が

確立できてこそ、安心というものが得られる。 

 人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を

調和させ、自己のおかれた環境を創造して行くものである。神から与え

られたその肉体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足する

ものでもない。 

 世はまさに末法である。 

 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に沈殿している。 

 この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲

に、めざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、

正法を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう』 

 

 今こそ、主が、お説きくださいました法の通りに、正しく思い、正し

く行っているだろうか、自分の足もとから総点検して見なければならな

い。生活の一部に法があるのではなく、生活そのものをすべてを法に切

り替えなければ、永遠に心が明るく、安らぎの悦びに満たされることは
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ない。 

 

 主に対し、この地に一度だけお出でくださいましたお慈悲が、我らに 

とりましては、何万回もお出でくださいましたことにも当 

たる悦びと感激でございます。 

     永遠に忘れることのない七月六日と七日を改めて想い起 

     こし、心からの感謝を捧げ、そのご高恩にお応えすること 

     をお誓いいたします。 
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【報恩感謝】1994-8 月 

 過日、大阪の学修会で、ある方のお話をお聞きして、私は非常に感激

いたしました。 

 それは、「ひかり」誌六月号に掲載されている、『高橋信次先生に対

する感謝と誓いの会』の中の、「午後五時、時報と同時に一分間の黙祷

を捧げることにいたしておりますので、ご出席できない方は、同時刻に

その場で黙祷を捧げてください」を、お読みになられたお話でした。 

 「私は、感謝の会に出たいと思っていたのですが、お父さんに体が悪

いんだから、次回にした方が良い、と言われ断念しました。ところが、

月刊誌にある「午後五時黙祷」という記事を読み、参加できなくても、

午後五時に黙祷をすることによって、皆さんと同じ様に参加できるんだ、

と思ったら嬉しくなりました」という要旨のお話でありました。 

 五月の中頃、六月号の原稿が校正のため私の手元に届けられ、この記

事を読んだとき、参加したいと思いながらも、種々の用事で参加できな

い方も多数おられるに違いない、時間を決めて黙祷を一斉にすれば、全

会員が一堂に集まったような感謝を捧げられることに気付き、前記の文

に修正いたしました。 

 そして、この方の深い悦びのお言葉をお聞きして、私の願いを解って

くださった方がいたことを知り、非常に感激したのです。そして、多く

の人をお世話する立場に立つ者は、一段と深い思いやりの心を持たない

と、その責任を全うすることが出来ないことを痛感いたしました。 

 思いやりとは、愛の心だと教わってきました。 

 愛の心には、思いやりの外に、助け合い、補い合い、許し合い、生か

し合うといったことも含まれています。 

 では、この愛の心を育てるには、どうしたらよいのだろうかについて、

主の御教えを学習しますと、愛の心を育てるものは、感謝であるとお説

き下さっていることに気づきました。 

 『感謝の心が一向に芽生えてこないのは、子供の頃のわがままが大人

になってからもつづいているからです。 

 これでは感謝の心はよみがえってきません。 

 この地上界は、お互いに、助けたり、補い合うことによって成り立っ

ているのですから、感謝の心というものは、人間にとって非常に大事な

ものになるのです。 

 感謝は謙虚な心をつくり、やがて、愛の心をも育てるものです。正法

の出発、そして終点は、ものに感謝することにあります。すべてが当た

り前で、当然、という見方をしていては、「正しくものを見る」ことに
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はなりません。 

 大事なことは感謝です。感謝が基礎にないと、ものの見方は偏見を伴

ってくるでしょう。 

 この地上界の事象(現れているさまざまな出来事)は、すべて、人の想

念、心の動きから生じており、現れの姿はそれの結果なのです。ものご

との原因は、人の心にあるのであって、現れているさまざまな現象は、

原因ではなく結果なのです。従って、結果だけをとらえ、あれこれ判断

すると、間違いのもととなります。まず、現れている結果を見たならば、

その原因について、掘り下げてゆくことが「正見」のポイントです』 

 

 主には、このようにお導きくださっています。ここのところを何度も

何度も繰り返し拝読していただきたいと思います。 

 かつて、私は、主から、『一人でも多くの人々に私の説いた法を話し

てください』、と言われ、今日まで多くの人に出会ってきました。そこ

で特に気付いたことは、法を知らない人でも、感謝の心の豊かな人ほど、

幸せに生きておられることを知りました。その幸せとは、名誉、地位、

財産、お金が多く集まって、ということではなく、物が多くあるという

ことではなく、心が幸せで、心身ともに健康で過ごしておられるのです。

そして誰にでも、明るく楽しく話しかけられる広く暖かい心の持ち主で

ありました。何の心配ごともない人達でした。 

 その人達はきまって、明日のことは考えない、現在、ただ今を一生懸

命に生きておられるように思いました。そして、大抵物には恵まれては

おられないご様子の方々でした。 

 その反対に、難病に苦しんでいるとか、苦しみや悩みの連続の中に生

きている人達は、その殆どが感謝のない人達であることを知りました。

そういった方々から、手紙をいただいたり、電話をいただいたり、また

訪ねてこられたりするのですが、その多くは殆ど感謝がないように思い

ました。有り難うとかお世話になっていますという言葉は出されるので

すが、言葉だけで、そこには感謝の心が伴ってはいないのです。心から

の感謝を捧げることを知ってはおられないのでした。 

 日々の思い方や行い方について、細々とお話申し上げても、教えてく

れるのが当たり前、といったような人が多いのです。それから何日かし

て、再び電話や、手紙や、直接来られて、同じ自分の問題について、相

談されるのですが、前回にお話申し上げたことについて、このように実

行しているとか、このように実行したらこのようになった、嬉しいとか、

勇気が出たとかは、一言も話されず、また何か話してくれ、と言われる
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のです。ひどい人になると、前回あれだけ長時間に亘って一生懸命にお

話申し上げたのに、そのことは少しも覚えてはおられない人もいます。

また、覚えていても、少しも実行はしてはおられない人が多いのです。 

 そういった人たちは大抵、欲しい欲しいと人から貰うことばかり考え

ていて、人様に差し上げよう、差し上げたいという、他に与える自力の

心が育まれてはいないのです。つまり、欲しい欲しい、何でくれないの

か、くれるのがお前の仕事ではないか、とさえ思えるような他力の世界

に生きておられる人が多いことを知りました。私は何時もその方々に接

するごとに、主がお教えくださっている大自然の姿とは違うことや、法

から外れていることを知り、その人たちは神と主の御心から離れている

分量だけ、苦しんでおられるのだ、この世限りの無常な肉体や物にとら

われていることや、自分中心の思いにとらわれている分だけ、苦しんで

おられることを学ばせていただいてきました。 

 主には、心の発見（神理篇）の中で、次のようにお導きくださってい

ます。 

 『神仏は、人類がこの現象界に肉体を持って魂の修行が出来る環境一

切を、提供しているではないか。 

 太陽の熱光のエネルギーによって、植物、鉱物、動物相互の関係が生

まれている。この姿こそ、愛でなくて、慈悲でなくて何であろうか。 

 神仏は肉体的先祖代々に、子孫保存の本能を与え、私達は肉体舟を、

両親からただで頂いたはずである。両親の慈悲であり、愛でなくて何で

あろうか。 

 元来は、神仏の慈悲と愛によって、魂の乗り舟が提供された、という

ことなのである。大自然の恵みに感謝して、生活するとともに、心から

人びとに対しての報恩の行為を実践してこそ、社会の調和が完成されて

ゆくのである。 

 私達の心が、己に嘘がいえないように、真実は真実以外にないという

ことを悟るべきだ。 

 最善の努力をしている人々に対しては、必ず私達に関係の深い実在界

の人々によって、常に協力がなされているということを忘れてはならな

い。 

 「自ら求める者に与えられる」ということを悟らなくてはならない。

求めるためには、正しい想念と行為が一致した、目的のための努力がな

くてはいけないのである。 

 自ら求めて祈ることによって、救われるのではない。そのときの心の

状態が重要なのである。 
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 家内安全、大漁、交通安全、五穀豊穣、安産といういろいろな祈願が

ある。人々のためにも心を正して祈ることは、守護霊や魂の兄弟達によ

って、神仏に報告されて慈悲が頂けるのである。 

 与えられた慈悲に対しては、当然感謝の心を持って布施することが道

である。 

 特に大漁祈願や五穀豊穣を祈る場合などは、生物の生命を取ることに

なるため、収穫物を無駄にしたり粗末にしたりしてはならないのである。

彼らは私達の血肉、骨となるのであるから、その身の供養という事実を

忘れてはならない。その生物に対して、感謝する心を持つことが当然で

あろう。 

 食事ができるのも、多くの生命が身を供養しているのであるから、神

仏に感謝するとともに、万物に感謝することを忘れてはならない。 

 しかし、多くの人々は、このような神仏の大慈悲に対して、心からの

感謝を忘れている人々が多い。 

 祈願は自己保存の一方通行であってはならない。得られた慈悲に対し

ての、感謝の印としての施しを忘れてはならないのである。 

 報恩の行為は、人々の心を調和し、近隣愛を生んで行く。自然に行い、

それへのまた報いを考えてはいけない。正しい供養の意味がなくなって

しまうからである』 

 

 また、「心行」ならびに「心行の解説」の中でも、感謝について次の

ようにお導きくださっています。 

 『神仏の大慈悲に感謝し 万生相互の調和の心が神意なることを悟る

べし 

 肉体先祖に報恩供養の心を忘れず 両親にたいしては孝養を尽くす

べし 

 心身を調和し 常に健全な生活をし 平和な環境を造るべし 

 肉体保存のエネルギー源は 万生を含め 動物 植物 鉱物なり  

 このエネルギー源に感謝の心を忘れず 日々の生活の中において己

の魂を修行すべし 

 己の心 意識のエネルギー源は 調和のとれた日々の生活の中に 

神仏より与えられることを悟るべし 

 

 与えられた環境にたいして、人間はまず、感謝することが大切でしょ

う。 

 信心のはじめは、感謝の心からです。自然の環境に対して、無条件で
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感謝できるならば、生きているそのこと自体に、無上の喜びが湧いてき

ます。雨が降ろうと、風が吹こうと、大自然の調和と恵みを理解すれば、

怒りや呪は出てきません。 

 雨が降り、風が吹くことによって、大気は浄化され、植物は育ち、明

日の命、明日の生活が約束されていることを知れば、大自然のこうした、

はからいにたいして、感謝の心は湧いても、文句など出ないはずです。 

 人はまず天にたいして感謝し、地上の環境についても、感謝すべきで

す。 

 現象界に生まれ、肉体を持ったその意義は大きく、その人の魂にとっ

て、またとないよき修行の機会を得たわけです。 

 この意味から肉体先祖はもちろんのこと、両親にたいしての報恩感謝

は当然のことといえるわけなのです。 

 この世に人類が生存するかぎり、肉体先祖への報恩供養、両親にたい

しての孝養は人倫の道であり、どのような時代がこようとも、永遠に変

わることはないのです。 

 また、人間がこの世に出て、肉体を維持できるのは、万生を含めて動、

植、鉱物のエネルギーのお陰であり、これについても感謝の心を忘れて

はなりません。 

 健康で食がすすみ、毎日元気ですごせるのも、こうした万物の恵みが

あって初めて可能なのです。 

 食物も生きています。感謝の心を持ってこれを取れば、その食物は滋

養となって、血や肉となって健康を維持してくれます。 

 反対にぜいたくをし、年中不満の心で食する場合は、食物もその人を

嫌い、栄養にはなってくれません。 

 物を大事にし、いつくしむ人には、万物は喜んでその人に奉仕してく

れます。 

 感謝の心は、感謝になってかえってくるのが循環の法則だからです。 

 人間には肉体のほかに、意識というものがあります。すなわち精神で

あり、心です。心配ごとや、勉強などの精神労働にたいして、そのエネ

ルギーの補給は睡眠によって得られます。 

 さらにもっと大事なことは調和です。 

 神の心を自らの心として、調和の毎日をすごすことができれば、その

意識は、常に健全に保たれ、精神活動にたいするエネルギーの限り無い

補給が続きますから、ふつうの何倍ものエネルギーを消費しても疲れを

知りません。 

 精神エネルギーの源は神仏の心であるからです。 
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 人間は神仏の子です。神仏に目を向け、調和の心を忘れなければ、神

仏の保護をうけるのは当然ではありませんか。 

 神仏に目を向けるとは、自分自身にウソのつけない善なる心を信じ、

ウソのない毎日の生活を続けることです。 

 自分の心にウソがつけないのは、自分の心の中に、神仏の心が宿って

いるからです。 

 信心とは、自分の心を信じ、信仰とは、その心で日々行じることです。

大自然に調和し、肉体先祖、両親にたいしては報恩し、万生万物には感

謝する。この心を忘れなければ、人間の精神は健全に保たれ、肉体も健

やかになります』 

 

 報恩感謝の思いや行いが、如何に人の心を豊かにし、家庭を、社会を、

安らぎのあるものにするかということを痛切に思いました。人間、神の

子にとって、心の根幹となるこの報恩感謝の大事なことを、もっともっ

と多くの人々に知らすことが急務であると思います。 

 今日、家庭生活の中でも、教育の現場においても、社会の中でもこの

重要な事が抜けているように思えて仕方がありません。それは、それぞ

れその重要な位置におられる人達が、その重要なことを知らないからで

あります。それを教育者や政治家に求めるのではなく、私達、神仏の御

心を学ばせていただいている者として、ここにも報恩感謝の実践の場が

お与えいただいているように思います。 

 お説きくださいました法に感謝し、大事に大事に実践して後々の人々

に伝えていかねばならないのであります。そのことが、この地で法に帰

依した者にとっての最大の使命であり、責務ではなかろうかと思います。 

 ここに、偉大な偉大な偉大な主を讃え、感謝を捧げたいと思います。

さらに御高恩に対して報恩感謝の行いを捧げましょう。一人でも多くの

人に心を尽くして、この偉大な御教えをお伝えしましょう。 

 何としてでも私達は、この大いなる御慈悲に対して、我が心のある限

りの報恩感謝を捧げなければならないものと思います。そして常に、神

を思い、主を思い、一時一時に感謝を捧げながら、この有難い地上の修

行を全うしたいものと思います。 

 

 神に対して 主に対して 私達は、報恩感謝の大切なことを知って 

             おりませんでした。これからは、一段と 

             我が心を修め、家庭を調和し、地域社会 

             の調和に向けて精進努力することをお 
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             誓いいたします。平安な今日をいただき 

             心からの感謝を捧げます。有り難うござ 

             います。 
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【主の御生誕記念日に当たって】1994-9 月 

 この月は、主には、今生この日本の国にご生誕なされた記念すべき月

であります。 

 お聞きするところによれば、天上界において、この地上にお出ましに

なられるはじめのご計画は、北海道の富良野だったとのことでした。次

には、東北の山形となり、最後に、インドのカピラに環境が似通ってい

る信州の佐久をお選びになられたと伺いました。そのため、富良野や山

形には心ある方が出ているのだと伺いました。 

 主の、お供をさせていただいて、今生この緑美しく、水清きこの地に

出させていただいたことが、未熟な私のような者にとっては、到底考え

られない程、どれだけ有難い有難いことかと思わずにはおられません。

嬉しくて嬉しくてたまらない程、嬉しいことに違いないと思うのです。

言葉や文章では到底言い表すことの出来ない程、幸せな幸せなことであ

ります。 

 幸せなことと言えば、この世の誰でもが、総ての人々は、一斉にお金

があって、素晴らしい家に住んで、名誉地位があって、そのうえそれ相

当な財産があったら、さぞかし幸せだろうな、と言うでしょう。 

 私も、この偉大な法に心から帰依するまでは、やはりそのようにもっ

ぱら考え続けていました。何時もそういった思考の中に生き続けてきま

した。 

 物の中にとっぷりと浸かって生きてきたために、始めは法によってど

うして救われるのだろうかと、非常に疑問に思ってきました。神の心を

教えていただいても、どうしても真の神様の存在が解らなくて、これま

で信じてきた、お宮さんの神様を想像してしまうのでした。 

 ですから、このような考え方で、理屈で、どうして月末の資金繰りが

うまくいくのだろうかと、中々信じられませんでした。 

 私の悪い癖は、中々同じことを何時までも長々と続けることの出来な

い、根気のない自分でありました。でも、善い点は、一つ自分が選んだ

ものは、とことん徹底して大事にする癖も持っておりました。 

 この法の道は、その後者に当たるのでしょうか。以前に勤めていた会

社には、二十五年間おらせていただきましたが、それに近い年月になっ

てしまいました。 

 この二十年という年月のために、愚昧なこの私でもどうにか、法の偉

大なこと、真の神の存在も解らせていただけるようにならせていただき

ました。誠に誠に有難い窮みであります。 

 この世に数多くの宗教とか人生哲学があろうかと思いますが、それぞ
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れにその道で幸せを感じていらっしゃる大勢の方々がおられます。きっ

とインドの時も、イスラエルの時も、やはりそうだったと思いますが、

しかし、如何なる宗教や思想があっても、神のみ心に適った正しい道は、

一つしかないのであります。 

 法を伝導していく過程で、よく人から「どんな宗教でも、何か善いこ

とを教えている。全部駄目だということはない」と、言われたことがあ

りますが、私は、ノー、と言います。 

 人間の心には、表面意識と潜在意識とがあることを、お教えいただい

ておりますが、この表面意識によって、私達は日々考え生きております

が、この潜在意識にある心は、今何も解らないままに、手探りで生きて

いるこの人間が、今、今というこの瞬間、瞬間を判断している判断より

も、遥かに精妙に正確にその正否を審判しているのです。その証拠に、

人の意識から出ている光を見ますと、その人の今日までたどってこられ

た心の中の信の世界の状態が、サンドイッチのようにはっきりと出てい

るのです。 

 小さい時に、母親に引かれていった宗教の影響が正確に出ているのを

見たことがあります。その他、高校生の時、ある神社へみこさんのアル

バイトにいっていたことや、また、高校生の時に、コックリさんを信じ

ていたものも発見したことがありました。 

 過日もある学修会で、これまで何時も無表情で、殆どお話をされなか

った方が、その日は、別人のように変わっておられ、あのモナリザのよ

うな目に笑みをたたえてお話くださいました。一緒に入院している人で、

この法のお話が聞きたいと言っておられる人がいるが、どうしたら良い

か、ということだったのです。 

 この方は、長年に亘って入院しておられて、そこから毎月学修会に参

加しておられたのです。入院患者さんにこの法を伝導されたというので

す。自分が学び実践してきた、この法を悦び一杯で回りの人たちにお話

しくださったのでしょう。同室の人たちは、この方のお話よりもこの方

自身が余りにも変わられたのに驚き、そのお話に耳を傾けられたのでは

なかろうかと、思わせていただきました。 

 そしてその結果、一人の人だけど伝導出来たという満足感と、自信と、

願いの通りに神仏に捧げられるという悦びとが、心に満ち溢れておられ

るようなお姿であったのです。法を伝導する悦び、伝導出来た悦びは、

こうも人間を美しくもまた、光輝くものとするのかと、改めて目を見張

るような思いにさせていただきました。 

 そのとき、その人に他力信仰の波動を発見いたしましたが、これまで



625 

 

の私には解りませんでしたが、この方が始めて自分のお心を開いてこら

れたために、このようなことを見させてくださったのではないかと思い

ました。しかし、これは真実でないことかも知れません。 

 しかしそのようなことよりも、この方の心が明るく、神の方向に花開

き始めたことの方が、どれだけ嬉しいことかと思いました。 

 しみじみと如何なる環境におられようとも、また如何なる人であって

も、人は皆偉大な神の子であるということを、改めて深く思わせていた

だいたことでした。 

 こうして人の意識の波動を見てきますと、本当に人は、今こそこの世

にとらわれないで、一日も早く、迷う事なくこの偉大なる法の門をくぐ

り、法を学び実践して、光に満たされて生きられるよう願って止みませ

ん。 

 どんな宗教にも、何か善いことがある、ではないのです。真に正しい

宗教とは、大宇宙と人間の関係について教え示すことが出来るものだと

お教えいただいています。真の神、真の主は、唯一であります。太陽が

一つのように唯一なのであります。私達はこのことを回りの人に一人で

も多く、お伝えしていかねばならないのであります。お伝えさせていた

だくという、有難い有難い機会を今生いただいて今在るのです。その有

難い使命を果たしていかねばなりません。その使命こそが、お教えいた

だきました、愛の実践でもあるのであります。最高の愛の実践場だと思

います。 

 去る六月の感謝と誓いの会には、それぞれ伝導した人を捧げましょう、

という運動を起こしてきましたが、会員各位には誠にご苦労様でござい

ました。誠に有り難うございました。ここに誌上をお借りして、厚くお

礼を申し上げます。何とぞさらに引き続き、地の果てまでも広がるよう

に、伝道に挺身して下さいますようお願い申し上げます。 

 学修会では、お－人お一人が救われて、今日の幸せをいただいている

悦びを発表されるのですが、参加の皆様と共にこの悦びを聞かせていた

だけることの幸せは、また何にも替えがたい有難いことであります。人

様のお幸せを聞かせていただいて、自分もまたその実践の要領を学び取

り、より大きな幸せをいただくことが出来るように頑張ろうと思えるこ

とも、また例えようもないくらい、有難い有難い幸せであります。 

 私達が現在各地で開催している、学修会では、出席者全員が顔を見合

わせて、この一カ月間に実践したことや疑問に思ったことや悩みや苦し

みについて、心を裸にしての学修と質疑応答の勉強をさせていただいて

おります。始めのうちは一寸抵抗があるようですが、しかし家において
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学修実践するようになると、次第に学修会に来るのが楽しくなってきま

す。今日は何を話そうかと悦びに心が弾むようになります。そして質問

をされる方、お答えをさせていただく者とが、心から納得するまで問答

することが出来ます。 

 人間はいつの日か、やがてあの世に帰らねばなりません。その日のた

めにも自分自身では到底自分の心を裸にすることは難しいものですが、

この勉強会において人様の前でも恥ずかしがらないで裸になって話す

ことの幸せに気付かれるのであります。何時の日か如何なる人も否応な

しに裸にならねばならない時がくるのです。その予行学修をさせてもら

えると思うと、これまたまことにまことに有難い窮みというほかはない

と思います。 

 如何に心を汚しておられた人でも、わずかの短時日で皆、光に満たさ

れるようになっていかれるのであります。私も始めのうちは、小講演会

を開催し、勉強会を開いてきたのですが、それよりも一人一人の人と、

徹底した学修の出来る勉強会にした方が、進歩が早いのではないかと思

い、今日まで十数年間実施してまいりました。そしてその成果が、光と

なって現れております。この勉強方法だと、人間関係をより密にすると

ともに、ずっと繋がりのある勉強が出来、そのうえ回りの人も聞いて学

ぶことが出来るという、己を生かし他を生かす、己を他に供養すること

ともなるのであります。 

 主からいただいた一粒の法の種が、私の家の小さな学修道場から、北

は北海道から西は四国や九州と国内全域にまで広がり、さらには近隣諸

国を始め、遠くカナダ、アメリカ、ブラジル、オーストリアにまで広が

るようになりました。主がお著しになられましたご著書が、各地の心在

る方によって次第に地球全域に広がっていくことを願い、昨日よりもさ

らに今日、より以上の精進努力を積み上げ、主よりいただいたご厚恩の

万分の一でもお返しさせていただかねばならないものと思っている今

日この頃であります。 

 『人間釈迦』第一部百六十九頁につぎのようにお導きくださっていま

す。 

 『法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもっ

て、正法を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう』 

 

 喚起とは、呼び起こす意であります。私には、このお言葉が心に染み

入るように思われ、心行・祈願文の表紙の裏に貼って、折にふれて拝読

するようにいたしております。 
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 主に対して 去る年のこの月の二十一日、主からいただいたご自分 

       に厳しいお言葉を想起し、自戒と反省の精進努力を積 

       み重ねて、ご厚恩に対して報恩感謝の誠を捧げていく 

       ことをお誓いいたします。 

       今日、法に帰依しているもの総てが、平安に生かして 

       いただいていることを心から感謝いたします。 
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【お救いいただいた私の人生①】1994-10 月 

 事実は小説よりも奇なり、という言葉が流行したことがあったが、私

の生涯はこの言葉以上に、小説にしたら必ずベストセラー間違いなしの

奇跡の連続の日々であった。そして今日もなお続いている。いくら声を

枯らして説明しても、恐らく誰もが決して信じはしないだろう。そのこ

とについて、何時かは是非とも書かねばならないと思ってきた。どこま

で文字で書き現すことができるかわからないけども努力してみたいと

思う。そして法を学んでおられる方々の一助ともなればなお幸いである。 

 古い言い方かも知れないが、私は、甲子園が出来た年にこの世に生を

いただいた。つまり、甲子（きのえね）生まれなのである。西暦でいえ

ば、一九二四年生まれである。 

 前の年の一九二三年九月一日、関東全域から静岡、山梨県に亘って関

東大震災が発生した。 

 その時、もう既に母の胎内にいた。 

 幼いときから、朝から晩まで一日中本を読むことが大好きであった。

あごを両手で支え、腹ばいになって読みふけることが大好きな子供であ

った。そのためか、あごが前方に突き出た顔かたちになってしまった。 

 家業が百姓のため、冬と夏以外は殆ど田んぼや畑につかりきりの母で

あったが、嬉しいことに冬と夏は何時も家にいてくれた。特に冬は、内

職をしながら何時もかも側にいて、読み書きを教えてくれた。小学校に

上がる頃には、既に二、三年生くらいの勉強を教わっていた。 

 私には、五才年上の姉が一人と十才上の兄がいた。兄は三才のとき、

母の無知から温泉での湯当たりが元で病死した。そのためか、厳しかっ

た父も私をこのうえなく可愛がってくれた。きっと一人の男の子に自分

の将来を託したいと、願っていたのだろうと、今から思うとき、父の思

う方向に進まなかったことを申し訳ないと思うのである。 

 幼いときから本を読むことが大好きであったことの原因に、母の四番

目の兄が、私の小さいときから自分の子供のように可愛がってくれて、

長年に亘り、金沢のどまん中の本屋から小学館発行の雑誌を届けてくれ

ていた。 

 また、当時では非常に珍しい赤い子供用の自転車を始め、三輪車やス

ケート等も次々買ってくれたのである。 

 春祭りや秋祭りなど物事があるたびに、その赤自転車のハンドルと自

分の自転車の荷台を長い紐で結んで、母の実家へと連れていってくれる

のである。 

 当時は、今日のような自動車の氾濫もなく、たまに思い出したように
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通るのは、おんぼろの乗り合い自動車ぐらいであった。 

 私の自転車を引っ張っていく道すがら、叔父は、逢う人ごとに自転車

から降りて「やあご苦労さん、良い天気やね」「おいね、乙丸の大事な

孫を連れにいってきたがや」と、挨拶を終えると、また嬉しそうに自転

車を汗みどろになってこいでいくのであった。 

 私は小さいながらも、この叔父に連れられていく時は何時も、急に良

いところの坊ちゃんにでもなったような良い気持ちになっていた。 

 叔父は当時、六ヵ村の産業組合の専務理事をしていたので、非常に多

くの人を知っていた。そのためか、当時の農村では非常に珍しく立派な

髭を生やしている人であったが、かといっていかついとか、あるいは厳

しいとかいったようなことは、微塵もなく、温和で何時もかも冗談ばか

り言って自らも大笑いし、回りの人たちを笑わせている、明るい明るい

誰にでも好かれる好人物、といった人であった。私はいつもこの人の事

務所にいっては、銀行ごっこをして遊ぶことが大好き人間になっていっ

た。このときの環境が今日になっても非常に強く働いているように思え

て仕方がない。 

 母とは一番気の合った兄ではなかったかと思う。母もこの叔父に勝っ

ても負けないくらい、お人良しの明るい人であった。私は、この二人の

方から明るさと大らかさとをいただいたように思う。 

 いつも母の実家に行っていたので、自分の家の周りにいる友達よりも、

母の実家の付近にいる従兄弟とかその友達と遊ぶことの方が楽しかっ

た。だから少年時代の私は、母の実家にいくことが大好きであった。 

 しかしこのような楽しいことばかりが私の周辺にあったのではない。

今思い出してもすぐ涙が溢れてくる程、誠に悲しいことではあるが、こ

のことに触れないでは、私がこの人生で選んだ環境を、ご理解してはい

ただけないと思う。またこのことによって、人間がこの世で修行するた

めに計画してきた、悦びも悲しみもという人生の設計のあることが解る

ようである。 

 父には二人の姉と、兄と、腹違いの姉とがいた。この長姉が母の実家

の村に嫁いでいた。その人の勧めによって母が嫁いできたのである。二

番目の姉は、私の家の近所に住んでおられた。川斑に竹やぶがある藁葺

きの暗い家であった。夜になると古狸が出てきて食べ物をねだるという

風景であった。 

 兄は豊かな地主の家に育ち、祖父が亡くなると、次第に酒と女で身を

持ち崩すようになり、支払う金がないときはつけ馬を連れて私の家にど

なり込んでくるようになった。その頃にはもう既に家はなくなってしま
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っていた。どこに行く当てもないため、弟である私の父の家、つまり私

の家に酔っぱらってやけくそになって押しかけてくるのである。戸をけ

破って囲炉裏に藁をくべ、その炎先が隣村まで見えたとのことであった。

当然回りの家は、またやってきたぞということであった。 

 父は、酔っぱらいを相手ではどうしようもないために、火事にならぬ

ように見張っているだけであった。そして、母は、私を裸の儘自分の背

中と着物の中に入れておんぶし、姉の手を引いて奥の部屋の雨戸をそっ

と明けて逃げ出すのである。しかし冬ともなると、雨戸の外側に雪囲い

がしてあるために、それに引っかかって仲々外へ出ることは難しかった。

そのうえ北陸の夜中の寒気は至極厳しく、裸足で出ているために非常に

つらいことであったようである。私は母の背におんぶされていたが、小

さい姉は、やはり裸足で大変なことであったろうと思う。 

 酔っぱらいの伯父が帰るまで雪の降る寒い外でとんとん足踏みして、

待つより仕方がなかったのである。私達家族は、このために何時も何時

も戦々恐々として、安眠などは出来ない毎日であった。いまでも鮮明に

記憶しているのは、もう四、五才になっていた頃の冬のことであった。

やはり押しかけて来て、大声で辺り構わずどなり散らしていた。おそろ

しさのあまり体はぶるぶる震えながらも、心の中で、こん畜生、大きく

なったらこのような奴は絶対に許さんぞ、引っ括ってくれると、はぎし

りをしながら悔しい思いをしていたのであった。何年間もこのようなこ

とが続いた。 

 ある寒い冬の夜のことであった。足が冷たく冷えこんでいくため、母

は父の二番目の姉の家、あの狸の家の裏窓を静かにことこととたたいた

が、なかなか反応がなかったが、大分たってからやっと人の気配がして

きた。そして窓を小口に明けて、中から、誰や、という声がした。私は

背中におんぶされながらも、ああ、これで助かったと思い、この家に入

れてもらって暖がとれると思った。母は、申し訳なさそうに、何べんも

何べんも謝りながら実情を説明し、家に入れてくれるように必死に頼み

込んだが、ぴしっと戸を閉められてしまった。今からそのときの母の心

を思うとき、涙が流れるのである。 

 いとしい父と母よ、可哀相に厳しい私が選んだ環境につき合ってくれ

てと、涙が流れ当時の光景や両親の心内が解るような気がしてならない

のである。 

 そこを断わられた母は、次に隣の家の戸をたたいた。すると寝入り端

のその家のおばあちゃんは、直ぐ様出てこられて、さあさあ入るまっし、

さぞ寒かったやろ、さあさあ入るまっし、今すぐ焚き火をするからね。
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と言いながら囲炉裏に薪をくべてくださった。そして熱いお茶を出して

くださったのである。私は母の背中におんぶされながらも、先ほどの父

の姉と比べて、何とこの方は暖かいのだろうと、強く心に刻み込んだの

である。 

 大人になったら、伯父のような伯母のような人にはなるまい。縁も何

もないこの隣の人のような人間にならねばならない。どんな人に対して

も、別け隔てすることなく、自分として出来る限りの暖かいことをして

上げなくてはならない。そうだ、このことは絶対に絶対に忘れないでお

こうと、幼い心に固く固く誓ったのである。 

 私は幼いときから、このように何時も地獄の人と菩薩様のような人と

を眺めて育ってきた。村の人たちが寄り合いなどで集まった時や、道端

で話し合っている時、私の家の者が近寄るとぴたーつと話が止まってし

まうことを何時も経験してきた。きっと父の兄のことが噂されていたの

であろう。 

 田植えや稲刈りの時の作業中の人々の話題は、大抵この話で持ちきり

であったようである。しかし、隣の家のおばあちゃんだけは、実に立派

な人で、決して人の悪口や噂話に興ずる人ではなかった。わが家ではそ

のような立ち話の中には当然のこと、入ることはなかった。そのためか

今日に至るも、町の情報は総てが終わってしまってからやっと届くとい

う有様である。 

 そのうえ幸いなことに、私の妻も結婚してから今日まで四十数年にな

るが、隣近所の人との立ち話や噂話に入ったことはない。私にとっては

昔のにがい経験があるため、こんなに嬉しいことはない。何時もそのよ

うなところに加わらない、誇り高い妻を尊敬するとともに、このような

こともすべてすべてが精妙に精妙に仕組んで出てきていることを思う。

そして都度思うことは、誇り高く生きねばならない。常に愛豊かに生き

ねばならない。あの幼かった寒い日のことを忘れてはならないと。 

 また、伯父のみにくい生き様は、誰でもない、この自分の本性故では

なかろうかと思うのである。このような肉親との厳しい環境をいやとい

う程眺め、骨の髄まで染みこんだあの悔しさも日がたつにつれて、何時

の間にか自分の姿と重なり合うようになっていった。 

 しかし父からも母からも強く言われていたことがあった。それは、伯

父のような人間にだけはなってくれるな。酒と女とバクチには絶対に手

を出してくれるな。という悲痛な願いであった。法に触れるまでも何時

も自分の心にこの両親の声が強く悲しく聞こえていた。法に触れてから

は、特に強く厳しく心を揺さぶるように伝わってくる。 
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 腹違いの姉のその後の消息を尋ねたところ、一発で何十年振りかでそ

の子孫の消息を知ったのには本当に驚いてしまった。やはり何か見えな

い働きがあってのことかも知れない。 

 伯父はその後暫くはおとなしくなって、私の家にかくまわれ藁仕事の

手伝いなどをしていた。側近くで見る伯父は、少しも怖いところがない

ばかりか、非常に暖かいものを持っている人であることを知った。小さ

い時から私の父と比較されて育ってきたことが、伯父の弱い性格を反っ

てゆがめていってしまったように思った。 

 また、二番目の伯母は、その後一人息子の転勤のため、福井から富山

と見知らぬ土地を転勤して歩いていたが、その息子もいまでいうガンに

かかって、母親よりも先に亡くなられた。 

 独り縁もゆかりもないところに孫と残された伯母は、その地で亡くな

っていかれた。 

 私は時折、その伯母を福井や富山に尋ねた。そして何か不自由はない

かと慰めてあげた。 

 人間は如何に昔いやな仕打ちをされたとしても、月日がたっと少しの

恨みつらみもなく、反っていとしい思いが増すものである。しかし、こ

の方は逢うと何時も愚痴を言う人であった。 

 そして昔話に生きている人であった。昔の生家の栄光の日々が忘れら

れないようであった。 

 いつまでもそこに生きている人であったように思った。 

 父の兄弟のうち、伯父と伯母を見てきたが、その方々を通し、親は子

供に親の苦労を見せながら育てるものであり、親の苦労を隠すものでは

ないことを知った。子育ては、両親が絶対に円満でないと殆どその子供

は、ぐうたらかそれとも病身の子供が生まれているように思えてならな

い。結婚はまず本当に好きでなければならない。本当に大好きであるこ

とが第一である。 

 男は相手の女性が本当に大好きであったら、結婚するまでは絶対に手

も握れないのが本当である。そのようなことがない男性には、絶対に注

意すべきである。それから結婚年令が時代とともに遅れてきているが、

男性は少なくとも二十五才以前の結婚は慎まなければならないと思う。

そんな若い者が大切なことを忘れてそんなことにばかりに心を奪われ

ているようでは、将来大成は望み得ない。何事にも時期というものがあ

る。即ち中道である。 

 余りの極端はやはり何時かは崩壊していくようである。長年人の出会

いを眺めてきたが、出発が健全な人たちは何時までも幸せのようである。
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また釣合いというものが大事である。釣合いとは調和の意である。古言

に「釣合わぬは不縁のもと」とあるように、育った家庭環境や物の考え

方、経済的な環境等の釣合いが大事である。 

 当然のこと、愛情の貧しかった伯母は、非常に寂しく哀れな最後を遂

げられた。また、伯父は暖かい肉親に見取られることなく、慣れない町

で行き倒れになって去っていかれた。父と母は、暑い真夏にもかかわら

ず、見ず知らずの町でどうにか火葬にして帰ってこられたことを記憶し

ている。わが家にとっては、長年に亘る疫病神であったが、亡くなられ

てしまうと、むしろ哀れでならない。 

 父は何時もこの二人の兄弟と腹違いの姉とを陰になり日向になりな

がら、面倒を見てきておられた。後に他町でなくなっていった伯父をよ

く面倒を見ていたという尼僧が、昔から妻の実家に出入りしている人で

あるということが解り、縁生とは誠に不思議なものであることを痛感し

たのである。この尼僧には、長らく心からの感謝の念を捧げた。 

 また、もう一人の暖かい隣のおばあちゃんは、如何なる運命の故か、

寂しい最後であったように思えてならない。これまでもお墓に詣でると

きには、何時もその当時のことを感謝してきた。いまもその家のことを

思うと、そのおばあちゃんの有難い愛のことを思い出すのである。人に

は何時如何なるときも、常にその人が喜ぶことを差し上げなければなら

ないことを、心の底からこの人を通して学ばせていただいたのである。 

 人生とは、この一瞬一瞬の思いと行いとが連続して繋がりあっており、

その繋がりは当然良いことにつけ悪いことにつけ、循環の法則により、

わが身に帰ってくるものである。これは絶対に間違いのないことである。 

 そしていかに幼い子供であろうとも、過去において体験したその温も

りと、冷たく厳しかったことは、絶対永遠に忘れるものではない。 

 

 主に対して 幼き時よりお見守りお導き賜りましたことに対して心

からの感謝を捧げます。 
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【お救いいただいた私の人生②】1994-11 月 

 私が学んだ小学校は、石川県河北郡小坂村村立勉致(べんち)小学校で

ある。 

 この校名は、加賀百万石第十三代藩主前田斎泰(なりやす)が命名した

もので、石川県では最も早く開校された小学校であった。私の家からは

二、三分の所にあった。 

 一年生の先生は、小柄で好き嫌いの強い女の先生であった。 

 同級生に、如何にも薄幸な－人の女生徒がいた。遊び時間になっても、

皆と飛び回って遊ぶこともなく、じーっと席に坐っている子であった。

着ているものは何時も同じような着物を着ていた。住まいは、町に近い

隣村の長屋に住んでいた。時々家の用事でその家の前を通ることがあっ

たが、入口から見る感じでは何となく貧しい様子が伝わってくるようで

あった。 

 この受け持ちの女の先生は、この子が凄く嫌いと見えて、何かにつけ

て言い掛かりをつけて、いびっているように思われ、心の中で義憤を感

じていた。ある日のこと、この子の着ている着物がはげているというこ

とで、何時ものようにいびり出した。私は今もこの日のことを忘れては

いない。本当に可哀相で歯ぎしりするような思いで見ていた。 

 六十年も過ぎた今日になっても、時々ふっとあの子はその後どうした

だろうか、あの子の一生は、どうなっただろうかと思うことがある。 

 しかし、その女の子はそのような厳しい中にあっても、決して泣いた

り、惨めな態度をしたことはなく、また先生を恨むような様子もなかっ

た。何かそういった環境の中で、常に耐えることを修行するために生ま

れてきたような子であった。その後間もなく転校していった。 

 後にその家の前を通ったとき、ちらっと見たら、もう表札が変わって

いた。 

 後に自分が独立したとき、これまでお世話になった先生方にお礼回り

をしたことがあった。 

 そのとき始めて、この先生のお住まいを捜し当ててお訪ねした。小さ

な漢方薬のお店であった。しばらくして出てこられた女性を見て、一瞬

ハツとした。次の瞬間、お嬢さんだと思った。この一瞬の思いと同時に

息を呑んだ。そのお嬢さんは、片足を引きずっておられたのである。そ

の姿を見た私の心には、遠い日々のあの女の子の姿が重なったのである。 

 やがて出てこられた先生に持参した菓子折を手渡した後、何を申し上

げたか覚えていない程、そのお嬢さんが哀れに見えて、いたたまれなく

なりそそくさとして飛び出てきた。そして道々やっぱりと思いながら暗



635 

 

い心で歩いてきた。 

 もう一つやはり、恩師にまつわる暗い思い出がある。 

 中学三年の頃であったと思う。何時も遊びに来る近所の女の子が、私

の母と話しているのを聞くともなしに立ち聞きした。小学校時代の男の

先生のことであった。 

 私は仲々信じられなかったが、母の話では真実のようであった。 

 そのことを聞いた後日、小学校の裏庭に行き、職員室の窓に向かって

後輩と二人で大きな声で「正しくないことはするな」と叫んだところ、

窓越しにその先生が怖い顔をして睨みつけられたのである。 

 その後社会人になってからは、同窓会や私の会社の祝賀行事などで顔

を合わせたり、先生が在職しておられる学校の運動場にアースがらを貨

車で二、三車寄付して欲しいとか、お子さんの切符を買って欲しいなど

といったことで、昔に帰ったような行き来はあったが、しかし何とはな

く冷たいものが感じられた。やはりその時のことを気にしておられての

ことだったろうか。 

 私の心は、許せないというものと恩師というものが二つあって非常に

心苦しい思いをしていた。 

 先生の晩年、ある寒い冬の午後お訪ねしたことがあった。その頃には、

私はもう正法に帰依していた。いろいろ昔話をした後、正法についての

お話を申し上げたが、理解される風ではなかったので、最後に一言「先

生は教え子たちとの関係でどうしても過去に向かって生きておられる

ように思いますが、どうぞ未来に向かって生きていってください」と、

申し上げて辞去したのが最後となった。 

 その先生にも、前述の女の先生と同様な不自由な体のお子さんがおら

れた。この二つのことを眺め、この罪もない清らかな子たちが、何故こ

ういった哀れな姿で、この一生を生きねばならないのか。何故、二人の

恩師のお子様を通じて、このような哀れな姿を見せられているのか。 

 恩帥といえども人間に変わりはないのだ。如何に聖職の立場にあろう

とも、また、先生という名のつく総ての者は、その思いと行いの結果は、

常人よりも遥かに厳しいことをお教えいただいていたが、このように真

実厳しいものであることを、お前も十分知るがよかろうとのお諭しでは

なかったかと思う。そして改めて、先生だから特別なことはないのだ。

神のもと神の子は総て平等であり、兄弟であると、お教えいただいたよ

うに思われてならなかった。 

 この世には、絶対に偶然というものはない。またどうしたのか解らな

いということもない。法によれば、何事にも総てに原因があって結果が
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あるのである。 

 正法を縁として、今日まで私の前を多数の人が通り過ぎて行かれた。

その多くは、法という物差しは勿論知ってはおられないのだが、謙虚に

学ぶ心ではなく、あくまでも自分がこれまで生きてきた自分中心の物差

しで、私の申し上げることを聞いておられたように思う。そしてまた自

力を出しての命がけの学習と実践をしておられなかったようである。 

 正法はお金持ちとか名誉や地位のある人には仲々解るものではない

と思う。明日のお米がない、明日のお金がないという人が一番解る教え

だと思う。そしてそれらの人たちが一番救われる人たちだと思う。何故

なら、それらの人たちは命がけでやらないと明日を迎えることが出来な

いからである。このような人で今法を学ぼうとしておられる人は、幸い

である。必ずや、法悦に到達できると思う。 

 私はこのようなとき、何時も、主の次のお言葉を思う。 

 

 ただ素直になる 

 その想いが 

 あなたの 

  心を洗う 

 そのとき心は 

 天上界の仲間と 

 同じものとなる 

 

 始めて法に帰依したとき、正法は感謝に始まり感謝に終わると、お教

えいただいたので、感謝とはどういうことかも解らない自分であったの

で、まず感謝から勉強しようと思い、どうしたら感謝が解り、感謝の出

来る人間になるだろうかと考えた。他人様から教えていただいたりして、

やっと他人様から悦ばれ、感謝されるようなことを始めようと思った。 

 ちょうどその頃は、冬になっていたので、朝の三時頃から起き出して

町内の道の除雪作業から始めた。また、大通りが車から捨てられる空き

缶や煙草の吸い殻等で大変汚れているのを見てここも毎週日曜に掃除

をしようと思い、実行した。 

 町内の雪かきは、朝早くから働かれる新聞配達や牛乳配達を始め通学

の子供が通るまでに、しなければならなかった。しかし、あまり早くか

らやると通学の時間にはまた雪が降り積もることもあったりして、仲々

難しいものであることを知った。 

 大通りの掃除は、やって見ると枕木が落ちていたりで、小さな箒とち
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り取りでは間に合わないことが解り、バンを運転しながら作業をした。 

 また、町の公共施設の草むしり、床ふき掃除、庭の掃き掃除、ごみ捨

て場の掃除、会社の便所掃除、机や床のふき掃除などを、何年間も朝早

くからさせていただいた。 

 その結果、掃除をさせていただく便器とか床板、机、大地、掃除用具、

積もっている雪、自分の手足、その一本一本の指などなど、こうした作

業が出来る環境を初め、我が肉体、我が家族、心、正法、気づいたあら

ゆることやものに感謝できるようになり、そのことがまた嬉しく有り難

く感動で、心が暖かく満ち足りるのを感ずるようになった。 

 心は、バレーボールのように外から空気を注入してふくらますような

ことは出来ない、心の高まりは、内面的な高まり即ち、愛による感動や、

法悦による感動等により、心が満ち足りて豊かになることによって、丸

く豊かに膨らんでくるのではなかろうかと思うのである。生まれた環境

や教育、思想などによって、心がしぼんだり、いびつに変形したりする

と、その心の持ち主は、人間性豊かで円満な生き方は難しくなるようで

ある。 

 今生、主がお悟りになられて、お示しくださった心の断面図によると、

例えば両親と十分な話し合いがないと、どうしても自閉的となり、どう

しても我慢を強いられるようになると、感情の領域が膨らむようになり、

その膨らみが知性や本能や想念や理性を押しやってしまいゆがめるこ

ととなる。 

 感情の鬱積や爆発などによって感情の領域は益々肥大するようにな

り、そのために他の心の領域は総てがゆがめられ、それぞれが円満な働

きを欠くこととなる。それらの感情の領域の変形を正常に戻す道は、薬

に頼ることではなく、またはお経をあげることでもなく、思想的な方法

で自分の思いや行い変えることをしても正常にはならない。 

 また、この世にある幾多の宗教に縋ってみても正常にはならないこと

を聞いている。 

 何故だろうか、それはその宗教などが、人間の心とは何か、というこ

とを知ってはいないためである。 

 心と肉体の関係を明確に出来るものは現在、高橋信次先生が説かれた

教え、即ち正法以外にないのである。 

 現代医学においてもその実態を明確に説明してはいない。何故だろう

か。それは神と主の領域だからである。普通の人間が分け入ることは許

されない領域だからである。 

 それならば、何故高橋信次先生だけが、これらのことを解明出来たの
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だろうか。 

 それは神のみ心を悟られたからである。その悟られた偉大な光の大天

使のみ教え（正法）を学び、生活の中で実践する以外には道はないので

ある。それだけに、一人一人の人間の心は、神と主につながり、それに

よって生かされているからである。一人一人の人間の心は、神と主と直

結していてそのつながりにより、睡眠を通し一日生きられるエネルギー

をいただいているとお導きいただいている。 

 人間は心のひずみを修正して正常に戻るには、当然のこと神と主のみ

心である法を学び、日々の生活の中で実践する精進努力による以外は不

可能なことであると、お導きいただいている。 

 このような奉仕作業を通じ、自分の心の大掃除をさせていただいてい

ることが解り、今日まで自我我欲の固まりのようであった自分が見えだ

してきたのであった。 

 これまでは自分の肉体機能も、大自然もあって当たり前という愚かな

人間であったことが解ってきた。何という愚かで罰当たりの馬鹿者であ

ったことかと、生まれて始めて気付かせていただいたのである。 

 掃除一つを取ってみても、有り難い心からの感謝がなくては、心から

の思いやりがなくては、心からの掃除は出来る筈はない。そうだとした

ら、掃除よりももっと大切なことは、一人一人の人間に日々接する心掛

けが一番大切なことに思い至る。 

 今日一日、神と主のお計らいによってお会いさせていただいた一人一

人の方々に対して、どれほどの愛を込めた心からの笑顔、心ある思い、

愛に満ちた眼差しや言葉を差し上げただろうかと、振り返ってみなけれ

ばならない。何故ならば、そのお一人お一人との出会いは、神と主が是

非ともこの方々に会って、その方々から愛を学び取り豊かな心造りをし

て欲しいとの慈悲ではなかっただろうか。 

 この一時一時を無為に過ごしがちであるが、やはり神と主によってお

与えいただいている、二度と再び巡っては来ない慈悲の時であることを

思わずにはいられない。心を澄まして静かに静かに、心の耳をそばだて

るが良い。じーっと心を澄ませ、心の鼓動も小さく小さくして、静かな

中で耳を澄ませるが良い。 

 ある日、主にはある女性についてお話しくださった。この女性が結婚

したとき、夫が経営する事業が如何なる危機や苦難に遭遇しようとも、

必ずや救う力を持っている。 

 私は何故どうしてと解らない儘に何年間もこのことを考えてきた。よ

うやく最近になって解ったことは、この女性の今日における日常生活を



639 

 

見ていて、きっとこの方は前世でもそのまた前世でも、幾世にも亘って

人のために我が身をなげうってこられたために、その尊い愛の献身が天

上に宝となって蓄積され、その宝がこの女性の現象界の修行に際して、

危機に直面したとき、その宝によって救われるのではないかと思えてき

た。 

 この現象界では、自分の目に入る、耳に聞こえる一人でも多くの迷え

る人や、苦難にあえいでいる人々に対して、愛の手を差し伸べてあげる

ことが大事だと思わずにはいられない。 

 それらも総て神と主がこの自分にお与えくださっている修行の好機

だということであろう。そのためには、今しっかりと法を学ばないと、

機に臨み何らの手立ても為す術もないのである。 

 幸せも不幸せも独り歩きで勝手にやってくるものではない。只今現在

心で思っていることと行っていることが、一緒に同行してきて気がつい

た時に幸せと不幸せになって姿を現すのである。その思いを持ったとき、

また行いをしたとき、その瞬間自分の真実正しい心が判定して決められ

るのである。もう歩き出したときには、もうその判定をぶらさげている

のである。 

 人に、愛の眼差しのもと、愛の言葉を差し上げられる人は幸いである。 

 永遠の幸せは、今をおいてはない。 

 

 主に対して この稿に出てくる方々を通して多くのお導きとお救 

       いとをいただき心からの感謝を捧げます。また厳しい 

       環境で修行しておられる方々に対して何とぞ光をお 

       与えください。安らぎをお与えください。何とぞ何と 

       ぞ一日も早く光明の世界へとお救いください。 
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【お救いいただいた私の人生③】1994-12 月 

 二年生の担任は、小林外子先生であった。和服に長い紺色の袴スタイ

ルの先生であった。当時この先生は、女性の先生では一番古くからおら

れる先生であった。ちょっぴり厳しい先生ということを聞いていたので、

始めのうちはすごく緊張していた。 

 この二年生の時の雪の日に祖母が亡くなった。昭和八年一月二十八日

のことである。 

 生まれて始めてのことで非常に悲しくて寂しい、そして恐ろしいよう

な思いが一杯した。 

 父は町へ出かけていてその死に目には会えなかった。私と母が立ち合

って死に水を取ってあげたことを覚えている。 

 半紙の切れ端をお茶碗の水に浸し、祖母の唇を濡らしてあげると僅か

ばかりではあるが、吸い込んでいくようであった。やがて、吸い込む気

力もなくなっていったことが昨日のように鮮明に思い出される。始めて

目の当りにした人間の死。何か言い知れない恐ろしい出来事のように思

った。 

 祖母はいかにも不幸な人であった。息子の遊蕩三昧のために、家屋敷

田地田畑総てを無くしてしまったので、我が家に引き取っていたのであ

る。 

 当時の父は、何時も目にごみが入ったとか、虫が入ったとか、あるい

は足をどっかへぶちつけて足の皮膚を擦りむいたとか、言っている人で

あった。私は子供心に、自分の母親を大事にしないからや、母親を粗末

にしているから痛い目に会わねばならないのや、と思っていた。 

 私は長年の間、父のそのような姿を眺め、心の中で批判してきただけ

に、自分の母親に対しては父のようなことはなかったが、母の晩年の頃

は、ああもしてあげたい、こうもしてあげたい、とは一杯思っていたが、

その万分の一もしてあげることが出来なかった。当時は、特に会社の経

営がどん底であったことに加えて、自分の心の貧しさが一度に吹き出て

いる状態であったため、母に対して、心からの優しい思いやりの心が十

分に出せない儘、悲しい別れの時を迎えた。 

 しかし、母の守護霊は「長い間お世話様になり有り難うございました。

貴方様のお陰でこの者をこうして連れて帰ることが出来嬉しいです。ど

うか悲しまないでください。お母さんの目出度い今生の卒業式ですから

笑顔で送ってあげてください。本当に長い間お世話様になりました」と

言われた時は感極まり、涙が一度に吹き出た思いがした。 

 こうして短い間の父と母の生き様を眺めてきて、常々嫌だ嫌だと思っ
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てきたことが、後に、そのまま自分の醜い姿であったことを思い知らさ

れたのである。 

 両親だけでなく、今現在自分の目の前にいて、いつも嫌だと思ってい

る人の生き様は、自分の真の姿であることを知らねばならないと思う。 

 神と主には、何時もこのように総ての人に対して、このようにこの者

が悟るために、細かい細かい所にまでお計らいお導きくださっているの

である。それだけ深く深く愛してくださっているのである。そして私達

神の子に対して、お前たちも自分の子たちを始め、回りの人たちに対し

て、このように気配りをしていくことが愛の修行なんだよ、とお教えく

ださっていることに気付かねばならないと思う。 

 こうして法を中心として自分の身の回りを眺め直してみると、平常は

何一つ気付かない所にも、一杯神と主のお計らいが満ち満ちていること

に気付かせていただくのである。それでは、何故いままでこれらの有難

いお計らいとお導きに気付かなかったのかと思うと、法に帰依しながら

もこれまで通りの思い方、行い方、即ち自己中心の思いと行いで生きて

きていたことに始めて気付くのである。そのために仲々思いの儘ではな

く、試行錯誤しながらあっちへいったりこっちへきたりで、仲々思うよ

うには行かず、法に触れたのに何故何故といって、その原因不明に苦し

みのたうちまわってきたのであった。法を素直に忠実に実行してこなか

ったためであることが解ったのである。 

 何も不幸なことはない。総て総ての神の子たちは、皆皆幸せをいただ

いているのである。 

 嘆くなかれ。今嘆いていること自身、自分中心の思いではないのか。

自分の中から自分を眺めての思いではないだろうか。神を中心として、

法を中心として、思い直して見たとき、真実の正しいことが発見できる

のである。 

 楽しかった六年間の小学校生活の中で、一番苦手だったのは、体操の

時間であった。生来軟弱であったため、一、二年生の間は、殆ど着物姿

で見学をしていた。苦手だったからである。 

 次に、唱歌の時間も苦手であった。あるときの唱歌の時間は、先生が

弾かれるピアノの横に一人一人が立って、鯉のぼりの歌を独唱すること

があった。私はその順番が回って自分の番になるまで、緊張に緊張をし

た。その所為もあったためか、特に調子外れの聞くに堪えない歌となっ

てしまったのである。 

 いらあかに泳ぐ……という始まりの鯉のぼりの歌と倶利伽羅古戦場

の歌とが、六十年も経った今なお、心から離れないのである。皆の笑い
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転がる声によって相当深手となったのかも知れない。哀れというほかは

ない。 

 体操の嫌いな者が、最後の六年生になってからは、毎朝全校生徒を集

め、朝礼の号令をかけなくてはならない羽目となり、これにも相当こた

えた。 

 また時折、居残りの仲間の勉強を見て上げねばならないことがあった

が、このときも何時も思い上がってはいないか、ということを考えてい

た。このようなケースが実社会に出てからも何回かあったが、その時に

は何時も小学校の時のことを思い出し、仲間とともにある心がけを大事

にするようにしてきた。自分のいる場所を忘れなければ、思い上がった

ことにはならないことをこの時身につけたように思う。 

 しかし、私にとっては小学校の生活は楽しい日々であった。 

 お世話になった先生方は、もうお一人の方を除いては殆どお亡くなり

になられたようである。 

 祖母が亡くなられた時の先生、小林外子先生とは昨年まで時折手紙を

差し上げたり、いただいてきたりした。正法についても、ご著書を勧め

たり、カセットテープにより、主のご講話も多数聞いてくださった。そ

してことあるごとに「あの教室に坐っていた貴方を思い浮かべている。

貴方からこのような有難いお話を聞かせて貰えるとは思ってもみなか

った。貴方は善いことをしておられるんですね」と何度となくお手紙を

くださったことが懐かしく思い出されてならない。 

 他にも何人かの先生方にもご著書を差し上げてお話し申し上げたが、

この小林外子先生だけが非常に深くご理解くださったのであった。昨年

まで金沢の『かぶらずし』が食べたい、と言ってくださった先生も、も

うこの世にはおられない。生きておられる間に、何とか横須賀にお訪ね

したいと思っていたが、今はもう叶わないこととなってしまった。 

 五年生の担任は、加藤政太郎校長先生であった。この先生は私を非常

に可愛がってくださり、長年に亘ってご高導いただいた。今もあの柔和

なお顔が忘れられない。特に国史のご指導が今もなお強く心に残ってい

る。 

 六年生の担任は、松田覚神先生であった。優しい先生であるだけに一

寸睨まれただけで皆身がすくむ思いのする先生であった。夜遅くまで受

験勉強の面倒を見ていただいた。 

 随分後に知ったことであるが、小学校を卒業した後、近くの石川県立

第三中学校に入学した。先生は何時の時であったか、私に師範学校に行

かないか、といわれたことがあったが、当時の私には将来の目標などは
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一つも持ってはいなかった。私の中学校進学については、この松田先生

がひそかに父を訪ねてくださり、私を進学させることを口説いてくださ

ったのであった。このことは、父も先生も最後まで口には出されたこと

はなかった。 

 この先生の暖かい愛をいただかなかったら、後々私は、大変苦労をし

ていたことと思う。 

 父は、先生の切なる願いを有難くお受けさせていただき、無理を承知

で、進学させてくださったのである。 

 当時の中等学校は、現在の大学よりも遥かに進学が少なく、別けて北

陸の農村では、あそこの村に一人、もっと飛んだあそこの村の誰々が一

人、といった具合で非常に少ない進学であったようである。第一低収入

の農家では、大変な困難なことでなかっただろうかと、今ここに至り、

亡き父と母の厳しい苦労に対して感謝するとともに、松田覚神先生に対

して心からの感謝を捧げ、ご冥福を祈りたい。 

 私は何時も眺めている父の農作業の大変なことは十分知っていたが、

将来は父の手伝いをしようとは夢にも思ってはいなかった。農業は自分

には合わないし、大嫌いな仕事として眺めてきていた。 

 当時の百姓は大変であった。しかも父は、本家の再興を悲願としてい

たから、特に心中大変な思いであっただろう。何時も何時も毎日毎日、

眠る時間があるのかと思う程、我が身を削るような厳しい生き方をして

おられた。しかしそのような父の姿を見るにつけ、いやだという思いが

強まっていった。父の思いなど知ろうとはする筈もなく、自分の思いの

中に生きている人間であった。 

 試験というものを始めて受験し、合格した。通学していくうちに次第

に両親の苦労が解ってきた。 

 父は田舎の百姓であったが、非常に学のある人であった。筆で書かれ

る字は全く見事な達筆であった。初歩の英語も知っていて、低学年の時

はよく教えて貰った。父は、当時非常に進学の少なかった尋常高等小学

校を卒業していた。 

 あの田圃もこの田圃も、昔は自分の家のものであった。何とか買い戻

さねばならないと、必死になって田圃を這いずり回るようにして夜の目

も眠らずに働きに働かれたのだろう、今父を思う時、この人の修行は私

如きが語ることの出来ない位、苛烈なというようなものではなかったか

と思われてならないのである。何といとしいことであったろうか。何の

手伝い一つもしないでのうのうと怠けてばかりいた自分が悔やまれて

ならない。哀れな父よ、と私はただ絶句するのみである。せめてこの私
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も後残された日々を、父が私に示されたように苛烈に生きていかねばな

らないと思うこの頃である。 

 その父も、没後十年、一九七五年四月十八日の朝、正法の灯がこの北

陸の地に始めて点される日の朝、勿体なくも主により、光明の世界へと

お救いいただいたのである。この世において何一つ親孝行らしいことは

しなかった私の所業を許されての、主の大いなるお計らいであった。父

にとっては、思いもかけない感極まる有難いことではなかったかと思う。

この北陸地方ではきっと唯一人のお救いではなかったかと思うと、唯唯

有難くて勿体なくて、言葉にも文章にも表すことの出来ないくらい、他

に類例のない大慈悲をいただいたのである。このことは今後当家の宝と

して子子孫孫代々語り伝えて行かねばならないことと思っている。 

 お陰様で、私は父に対して最高の親孝行をさせていただいたのである。 

 そして、偉大なる主のご慈悲をいただき、父もこの私もお救いいただ

いたのである。 

 

 主に対して 偉大なるお慈悲をいただき父子ともどもお救いいた 

       だきましたこと唯唯有難く心からの報恩感謝を捧げ 

       させていただきます 
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【1995 年分】 

【法とは・思想とは】1995-1 月、2 月 

 

 昨年の秋の研修会は、法とは、ということについて改めて学修してい

ただく目的のもとに開催いたしました。 

 終了後、参加された方に対して、アンケートを取らせていただきまし

た。 

 その目的は、法がある、法がないという意味を、当会に入会する前か

ら理解しておられたか、どうかということを知りたいためでありました。 

 私は回答をいただくなり、その回答を一枚一枚穴のあくほど何回も読

ませていただきました。何回見ても、見れば見るほど、真の実態と、こ

の回答は違うという思いがしてならないのでした。 

 アンケー卜の中に、主のご著書を出来る限り多く拝読するように指導

されたことがありますか、という設問がありましたが、その欄の回答に

は、「いいえ」と、書いている人と、全然何も書いていない人がいまし

た。その方々のご出身地区を調べて見ましたところ、その殆どが大阪か

ら以西の方でありました。 

 ここでもう一度前記の、法がある、法がない、というところに戻って

いただきたいと思います。 

 ここで、法がない、ということはどのようなことなのでしょうか。お

読みになっておられる貴方様には、即答出来ますでしょうか。 

 またここまでに、法がないとは、どのようなことなのかと、改めてお

考えになられましたでしょうか。ここが私には非常に大事な大事なとこ

ろだと思うのです。 

 もしそこに、法がないとしたら、そこには、何があるのでしょうか。

さあ、じっくりと考えてみてください。このことが直ぐお解りの方は、

現在ただ今、法の中で精進しておられる人といえると思います。一口に

言って合格です。 

 私は何も読者の皆様をテストしようと思って申し上げているのでは

ありません。また、折角ご入会いただいたのに、その戸籍改めのような

ことをしようとしているのでもありません。 

 ここで暫くの間、今申し上げた質問の回答をお考えいただくために、

本題から離れた、この原稿を書くに至った経緯についてお話しいたしま

す。 

 昨年十月の半ば過ぎから、この新年号の原稿づくりに取り組んできて

ほぼ出来上がった頃、続けて二通の手紙をいただきました。その二通の
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手紙を何回も拝読するうち、この方々は何一つ法が解っておられないの

だ、ということが解ってきました。いや、それ以前の、常識、礼儀、感

謝すらも解ってはおられないということが解りました。 

 その書いておられる中身は、私に対する自分の思いが書いてあるので

すが、何れもちょうど相談して書かれたような、攻撃的な波動の内容で

した。勿論、相談されて書かれたものではないのですが、問題は、そこ

に自分中心の思いが述べられているのですが、その思うことについて、

法を物差しとして止観されたうえ書かれたものではないのです。という

ことは、その書いておられる内容は、一般の人が何処かへ不満の思いで

投書されているのと少しも変わってはいないのです。 

 そしてその書いておられる文章の中に込められている、その思いは、

それぞれその方々が以前に所属しておられた会で指導を受けられた物

差しで私を眺めておられるのでした。 

 たしかこの二人の方々は、以前一緒の会に所属しておられた方でした。

しかし、ご面識はない筈です。それぞれに入会され、それぞれの思いで

退会された方と聞いておりました。その理由はたしか、そこは高橋信次

先生の教えと違っていることに気付いたからと、お聞きしておりました。

しかしこの二人の方は、以前の会の間違いに気付いたといっておられた

のですが、その間違いを正しく理解してはおられないことに気付いたの

です。ただ何とはなしにか、それとも、誰かが言っているからとかいう

ことで、自分も同調して退会したというのではなかっただろうかと、思

うようになりました。要は、法以前の常識、礼儀、感謝ということすら

知ってはおられないのでした。勿論法は理解してはおられないでしょう。

主のご著書も拝読をしてはおられないのではないかとさえ、思うように

なりました。 

 私は、それぞれが入会時に話されたときのことを思い出しました。そ

してさらに、大阪の学修会に始めて参加した日のことを重ねて思い浮か

べておりました。我々よりも遥かに進んだ学修精進をしておられると思

い込んで来たのに、その期待とは違っていたので、どうしてこのように

心が汚れておられるのだろうかと思いました。そこで、参加者に対して、

何か違った思想の本を読んではおられませんかと、毎回何度もお尋ねし

たのですが回答はありませんでした。 

 しかし何時の間にか、あの最初の日（一九九二年三月八日＝一九九二

年四月号「ひかり」誌をお読みください）から、既に二年八ヵ月の歳月

が過ぎてしまいましたが、今日ではその当時の方々が、殆ど妙なる後光

に満たされるようになられ、法悦の中に生きておられるようであります。 
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 あの最初の日から、私はせっせと参加された方々に対して、その心の

畑の中から石ころを取り去ることや、耕す方法について細々とお話し申

し上げてきました。そしてその結果、昨年のお正月頃からぼつぼつと光

となって現れるようになってきました。その一人一人のお姿を拝見した

とき私は、短い生涯を尊い命を削られて、我々頑迷な人間の心に法灯を

点してくださった、主のありし日のお姿とそのお心が忍ばれ、感動いた

しました。 

 いま改めてかつて自分自身が、法がある、法がない、ということは一

体どういうことなのだろうかと、法を求めて約七年かかってようやく解

り、感激した日のことを思い出しております。 

 どうやらもうこの当たりで、最初の「法がないとは」どういうことな

のかということについて、お考えがまとまったように思いますので戻り

たいと思います。そうです。貴方様がお考えになられましたように、「法

がない」ということは、そこにあるものは、思想であって、法ではない

のです。 

 思想については、『心の発見」神理篇一四七頁から一六四頁までの「宗

教は阿片」のところと、『人間釈迦』第二部一五九頁で、次のようにお

導きいただいております。 

 (人間釈迦 Ⅱ より)  

 『思想は心を毒し、宗教は偏狭者をつくり、政治に熱中すると目的と

手段が不明になり、人びとを不幸にしてしまう。 

 ことに思想は、宗教、政治を動かすエネルギーとなり、これに心が奪

われると正邪の区別すらつかなくなり、諸々の執着をつくり出すことに

なる。 

 思想というものは、一つの物の考え方を指すのであり、その考え方は

因習、伝統、民族の体質、その時々の学問などが相互に組み合わされて

生まれ、そうしてその時代を動かしてゆく。 

 このため人類の歴史は、いわば人類の思想史と言ってよく、思想史を

みれば人類の歴史がどのように動いてきたかが判別出来よう。 

 宗教や政治はこうした思想を土台として強く動き、その考え方が一致

しないと、理想と現実が遊離してしまい、争いの原因をつくっていく。 

 思想家、宗教家、信仰者が、えてして偏狭（思いが偏っていて狭いこ

と）になるのも、ものの考え方に恣意（しい＝自分勝手な考え）が含ま

れ、神理から離れてしまうからだ。 

 正法は大自然が身をもって教える生活の在り方である。争いなどとい

うものは露ほどもないのである。 
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 信仰者がたがいに口論し、ついには暴力になるのは、信仰者それ自体

に神理が身についていないからである』 

 

 また、法とは、については、あらゆるご著書の中で説いておられます

が、『人間釈迦』第Ⅰ部「偉大なる悟り」（一六○頁）の中で、次のよ

うにお導きいただいております。 

 『人類の地上での目的と使命は、二億年前も現代も変わらない。 

 それは神の意志である調和という仏国士を建設するために人類は存

在し、人々の魂はそうした建設を通して、永遠の進化をめざすものであ

ったのである。 

 人間は小宇宙を形成している。小宇宙とは大宇宙の縮図である。大宇

宙に展開する無数の星々は、人間の肉体を形作っている光の数（細胞数）

とほぼ同数である。太陽系は太陽を中心に九つの星々（惑星）と三万数

千個の小星群（衛星群）をしたがえ、太陽の周囲を循環している。極小

の世界（素粒子）も中心となる核とその周囲に（陰外電子）がまわって

いる。太陽系という宇宙も、極小の世界も同じように、一つの法則の下

に循環し、生かされ、生きている。 

 人間の肉体は、そうした極小の光が集まって集団を構成し、体を成し

ている。これらの集団は、脳、心臓、肝臓、膵臓、胃、腸などを形成し、

これはそのまま太陽であり、九つの星星（水星、金星、地球、火星、木

星、土星など）を意味し、さらには、大宇宙に展開する多くの太陽系の、

それぞれの個性を持った集団群と同じようにつくられているのである。 

 人間は肉体のほかに心（意識、あるいは魂）を持っている。その心は、

肉体という衣を通して、物質界、現象界に調和をもたらすことを目的と

する反面、大宇宙の心に同通し、それぞれの役割に応じた使命を担って

いる生き通しの意識である。 

 肉体は仮の宿にすぎない。物質と非物質の世界は、交互に循環するこ

とによって、調和という運動形態を永遠に持続するためにあり、このた

め、肉体という物質は時が経てば、物質的形態を変えた世界に戻らなけ

ればならないからである。 

 しかし、人間の意識、心、魂は、物質、非物質に左右されず、永遠に、

その姿を変えることがない。 

 このように人間の意識は、神の意識に通じながら、物質界という現象

界と、非物質の意識界を循環し、個の意識である魂を持って、生き続け

ているのである。 

 神の子としての人間が、現象界において何故に悪をつくり出したか。
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不幸をどうして生み出したか。 

 それは肉体の自分が自分であると思うようになり、肉体にまつわる

諸々の考え方が、本来、自由自在な心を、肉体の中に閉じこめてしまっ

たためにほかならない。 

 全能の神が人間の不幸を予測できない筈はないと誰しも考えよう。不

幸を事前に、どうして防げないかと。では人間の親子がしばしばちがっ

た方向にどうして歩いてしまうのだろう。 

 子供は成人すると親の自由にならない。子は子としての人格と主体性

を持っているからである。神と人間もこれと同じで、主体性の人間を自

由には出来ない。自由に行使できる者は、神の子である人間自身である

からである。 

 神は調和という中道の中で厳然と生命の火を燃やしている。人間が、

その自由の権能をみだりに使い、中道に反した創造行為をすれば、その

分量だけ、反作用を伴うよう仕組んでいるのである。そうすることによ

って、神と人間の絆が保たれ、調和という永遠の目標に向かうように計

画されている。人間の魂が肉体に宿ると、五官にふりまわされる。五官

とは眼、耳、鼻、舌、身の五つである。この五官に、魂意識が幻惑され

る。美しいものを見ると欲しいと思う。気持ちの良い香りには心がひか

れる。自分の都合のよい話には、つい乗ってしまう。舌ざわりのよい物

は食べすぎてしまう。苦役より楽な方に身を置きたい。 

 肉体五官はこのように、人の心を動かして行く。 

 五官が働かなければ肉体維持はむずかしくなる。さりとて、五官に心

が奪われると欲望がつのってくる。欲望の源は五官にふりまわされる心

の動きにあったわけである。諸々の欲望、争い、不調和、悪の根源は、

五官に心を奪われる六根という煩悩にあった。 

 さまざまな不幸は、肉体にまつわるこうした心の動き、カルパー（業）

の想念行為によって生み出されていった。 

 業は執着である。執着は五官から生ずる肉体的想念が、魂に根を張る

ことによって作り出されて行く。地位、名誉、金、情欲、その他さまざ

まな欲望が、人間の神性仏性を侵して行く。 

 こうして人は、その意識をあの世と現象界であるこの世を循環する度

に、その業を修正して行く者もあるが、大部分の魂は、新たな業をつく

って、輪廻している。 

 このために人類は、地上に仏国土を建設する前に、まず己の業を修正

しなければならなくなった。 

 同時に、さまざまな執着を生み出してきたがために、神性の自分から
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次第に遠のいていったのである。 

 しかし、人間の魂から神性仏性を捨て去ることは出来ない。他の動物、

植物は、この地上の循環を維持するための媒体物ではあっても、人間は、

それらの媒体物を調和して行く任を、神から与えられ、まかされている

からである。 

 その証拠に、己の心に偽りの証しを立てることが出来ない。人にはウ

ソはいえても、自分にはウソはいえない。文明文化は人間の社会にのみ

にあって、動物、植物の世界にはない。 

 人間はどこまでいっても人間である。動物、植物もそれぞれの個性に

したがって転生を輪廻し、進化を続けるものである。しかし彼等が人間

になることは出来ない。人間も彼等にかわることはない。水が土になる

ことがないのと同じである。 

 人間が神の子の己を自覚し、業を修正し、本来の神性に戻るためには、

神の心に触れなければならない。神性の我に帰るとは、苦界の自分から

離れることである。生老病死のとらわれから脱皮することである。 

 神の心は中道という調和の大宇宙に流れており、その流れに自分の魂

が触れるよう努力を惜しんではならない。 

 人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を

調和させ、自分のおかれた環境を創造して行くものである。神から与え

られたその肉体を痛めることでもなく、あなたまかせの他力に自己満足

するものでもない。 

 世はまさに末法である。 

 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に沈殿している。 

 この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲

に、めざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、

正法を信ずる者の行く手に、光明の道を開いてくれよう。 

 河はインド洋に注ぎ、大海となる。大海の水は、やがて雲となり、雨

となって地上に降り、ネランジャラ河となった。水はこうした輪廻を重

ねるが水の本質は少しも変わらない。ゴーダマは、今こうして、その水

につかっていると、大自然の大きな計らいのなかに己の在ることをおぼ

えるのだった。河の水は無言で流れている。その流れをさえぎる今のゴ

ーダマの姿は、時間という「時」をとらえたそれであったのだった。今

のゴーダマは時をとらえ、時の中にあったのだ。過去、現在、未来の時

の流れは、流れのなかにあっては知ることも悟ることもできない。それ

を悟るには、反省という止観によって、はじめて、可能なのだった』 
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 法とは、高橘信次先生がお説きくださいました一言一句総てでありま

す。その教えを、学修実践していない人には、法はないのであります。

したがいまして、そこには混乱と、闘争だけがあって、希望と勇気と悦

びとをいただくことは出来ません。 

 今日高橋信次先生の教えだという人は多くおられますが、私達法を学

ぶ者は、果たしてそこに法があるかどうかということを、法を物差しと

して判別出来るように正しい学修をしなければなりません。何故ならば、

まず自分を救わねばならないからです。そして次に、それらの間違って

いる人々を救済していかなければならないのです。 

 それは聞いて知ったからといって、ただ耳学問で受け売りに言うもの

ではないのです。正しい道を知ったならば、その道を人様に言えるだけ

自分自身を正しく積み上げる努力をしていかなければならないのです。

「己を生かし、他を生かす」ことが即ち、法であり、愛であるからです。 

 私は、月刊誌を発行した最初から、徹底して法とは、法がある、法を

中心とは、人を中心とはについて、自身が実践体験してきたことを書い

てきました。何とぞご参考までに、月刊誌「ほくりく」の第一号から購

読されますようお勧めいたします。 

 今日、次第に法が消えつつありますことは、何としても食い止めねば

なりません。それには、法の入門の書であります、『心の発見』と『人

間釈迦』とを、何十回も正しく拝読（小冊子＝『はじめての人に』、を

編集部にお求めください）されることから実践してください。ご著書は、

光に満たされた法の教科書であります。いまご著書を開いておられる貴

方に対して、主は、このご著書を通して、直接問いかけてくださってお

られるのです。 

 ご著書を拝読している中で、私達はとかく他力信仰とか、思想とか、

盲信といったような言葉を目にしたとき、こんなことは法に触れていな

い人のことや、自分には関係がないと他人事のように判断しながら読み

がちですが、貴方はどうでしょうか。貴方は、法に帰依したといいなが

ら、他力信仰的になってはいないでしょうか。思想的な学修になっては

いないでしょうか。 

 あの人が言っているからといった盲信になってはいませんでしょう

か。これまで拝読してきたこと自体、自分にとって都合の良い読み方を

してはおられないでしょうか。神理を正しく理解するように努めてこら

れましたでしょうか。ご著書を拝読している中でさえも、このように自

分中心のエゴが出ているのです。 
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 このように一つ例にとって考えて見ても、これまで拝読してきたのは、

自分に都合の良い判断で読んではこなかったでしょうか。それでは正し

い神理が心にしっかりと根づいていくでしょうか。もう一度点検してみ

ていただきたいと思います。 

 ある心あるご夫妻は、主がご在世の頃、毎日七十頁以上原稿を書かれ

たという話を聞かれた日から一念発起されて、自分達も、これから毎日

どんなに疲れていても、また如何に遅くなろうとも、必ず夫婦揃って七

十頁拝読することを誓われ、今日までただの一日も休むことなく、続け

て来られたとのことです。 

 この二月で、ちょうど一年になるとのことですが、この間、この実行

の素晴らしい実践のためか、不況の折にもかかわらず、不思議なことに

仕事が増えに増えて対前年で、倍以上の増収増益となり、業界を始めい

ろいろなところからどうしてそうなったのかという問い合わせがあり、

その都度、その方は、高橋信次先生の法を学び精進しているのだと、お

話されておられるとのことです。このようにいくら不況であろうが、正

しく実践努力をしておられるところには、それ相応に光をいただいてお

られるのであります。 

 法は、学び実践するために、いただいているのであります。生活の中

に実行しないのならば、何も主のもとに集まられることはないと思いま

す。意識を、外に向けることなく、内に向けて正しく実践し、法悦の中

に生きてください。 

 一念かけて真剣に実践するのみであります。そしてそのいただいた悦

びを一人でも多くの人々に伝えていってください。それが報恩感謝であ

ります。そしてその実践によって、さらにより以上の悦びがいただける

のであります。 

 何故ならば、それは法だからです。主がお悟りになられて、説かれた

法だからです。 

 『法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもっ

て、正法を信ずる者の行く手に光明の道をひらいてくれよう』と、お導

きいただいているではありませんか。この尊く有難い主のお言葉を何度

も何度も拝読してください。 

 法の間違いについては、これまで何度も申し上げてきましたが、必ず

しも指導の立場にいる者だけが間違っていくとはいえないのでありま

す。 

 私は、主のご講演を正しく拝聴するために、何時も心のチャックを全

開し、意識をそのお話に集中し、その一言一句その儘を心に入れて帰る
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ように努力してきました。 

 当然のこと、聞きながら即次々に理解するための心の中での作業は全

くしていません。 

 人間の意識は、同時に二つの方向に向けることは不可能だとお教えい

ただいておりますので、お聞きしながら、その間に整理する作業をしま

すと、一方の聞くことに意識を向けることが出来ませんから、その結果

は、聞いたり聞かなかったりというお粗末なことになります。それは、

メモをとる場合も同じことであります。また、カセットで録音される方

がおられますが、その間はカセット任せの他力となります。これは当会

では禁止いたしております。 

 ご講演の全部を一言一句聞きもらすことなく、正しく聞くためには、

心を開いてお話全部そのままを心に入れて持ち帰ることがまず大事な

ことと思います。聞きながら理解しているととても忙しいので、「まあ

このような意味だろう」と簡単に要約した自分流に聞くわけですから、

自分流のものが心に入り、後日思い出しても自分流のものしか思い出せ

ません。 

 しかし、出来る限り正しくそのままを聞くように努力した人は、いく

ら日が経っても自分の心に入っているお話は、光のあるそっくりそのま

まのものですから、折に触れて思い出して、より深く理解する勉強が可

能となり、その人の心は進化していくこととなります。しかし、最初か

ら自己流のものしか入っていない人は、当然のことそれをいくら思い出

して再学修しても一向に悦びや感動につつまれることもなく、心が進化

することにはならないものと思います。私はこれまでに何人かの人にそ

の人の光を通して、間違った学修をしておられることに気付き、正しい

学修についてお話をさせていただいたことがあります。このように心は、

常に精妙に思いと行いについて正しく判定しているのであります。 

 正しく聞くことが大切なように当然のこと、正しく見ることも大切で

あります。 

 ご著書を拝読する場合も、やはりカセットでご講話を拝聴する時のよ

うに、威儀を正し、眼光紙背に徹す、という心で拝読することが大事で

あります。 

 読む量もその日の気分ではなく、予め決めておいた頁数を如何に疲れ

ていても、必ず拝読するといった気根づくりも同時に大事なことだと思

います。そして、その理解も読みながら即、自分流に拝読するのではな

く、あくまでも正しく拝読するように務め、もしも難しい用語があった

ら、他のご著書に出てはいないか徹底して調べる熱い心が大事だと思い
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ます。あるいは辞書を引くことも大切なことと思います。解らないとこ

ろは明日に回すことなく、必ずその日のうちに調べて理解するように努

力を怠らないことが大切なことと思います。 

 それは、『朝（あした）に道を聞かば夕べに死すとも可なり』の諺で

示されているように、私達の人生には明日がある保証は何もないのであ

ります。この一秒一秒が生涯なのです。 

 私は、学修会に参加するとき何時も、自分の心から出ている光の状態

を鏡に映して見ます。 

 もしも自分の心が光明に満たされていないとしたら、正しい学修は出

来ず、参加者に自分中心の思想を流し、毒を食べさせることともなるの

で、真剣に心を点検してから出かけることにしております。もし私自身

が、自分の心の状態も解らないとしたら、もうそこには法はなく、指導

する資格もないという理解をしております。 

 最後に、余談になりますがこの原稿を書く前、約三週間に亘って書き

上げた原稿が、ふとした私のほんの一瞬の手違いから消えてしまったの

です。どう考えてもそれは全く不思議な出来事でした。何度呼び戻そう

としても、永遠に帰っては来ませんでした。私は一瞬茫然となったので

すが、直ぐ様考え直してみました。これは単なるミスではない、何かの

お計らいお導きに違いないと思いました。 

 そうしますと、心に思い出されたことは、苦労して書き上げた原稿か

も知れないが、それは月刊誌「ひかり」に掲載しない方が良い、という

ことでありました。そうだ、もっと違った方向から眺めた書き方をしな

さい、とのお導きであったことが解りました。それでその日（昨夜のこ

とです）は、何時もよりも早めに休ませていただき、心身ともに健全に

なってから改めてとりかかることにいたしました。 

 その翌早朝、急に目覚めて一気に書きたくなり、早速よどむこともな

く仕上げてしまいました。しかし今回のこの原稿は基本的な思いと心を

調和するために、ついつい一ヵ月以上を要してしまいました。 

 しかし最後に、心が暖かくなるような有難いお導きをいただき、感動

しながらこの稿を書かかせていただきましたことを感謝いたします。 

 

 各位の平安を心よりお祈りいたします。 

 

 神に対して 主に対して ここに平安な心で新しい年をいただき、 

             心からの感謝を捧げます。 

             さらに厳しく精進努力を重ね、地球の果 
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             てまでも法を伝えて行くことをお誓いい 

             たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



656 

 

【お救いいただいた私の人生④】1995-3 月 

 

 私は人生の後半になって、初めて人様の体験記を読むことが好きにな

った。 

 新聞に「新社長'95」といったようなシリーズものの記事が連載され

ると、全部スクラップをしている。特に一流企業のトップが、どのよう

な信仰のもとに生きておられるのか、ということが興味あることであっ

た。 

 長年に亘って見ていると、勿論正法に帰依した人はいなかったが、

堂々とイエス様を通して、唯一の神を信じていると、書いておられる方

は殆ど業績を伸ばしておられるし、また良いお顔をしておられることに

気付いた。 

 これらの方々は、きっと天上界より、真の神を信ずることの大切さを

世に知らしめるために与えられた、重大な機会ではなかっただろうかと

思った。しかし大方の人たちは、信仰のことには触れられてはいなかっ

た。それよりも哲学とか思想にとらわれて生きている方が多いように見

受けられ誠に残念に思った。 

 しかし考えて見れば、中小企業にはオーナーが多いが、大企業ともな

ると、言い方は悪いが殆どが雇われ社長が多く、大抵三年もすれば首を

すげ替えられるようである。これらの人たちは、どうしても他力の世界

に生きているように思われてならない。 

 小さい時に始めていただいた森永ミルクキャラメルの黄色い箱の上

の方にエンジェルマークがあるのを見て、何だろうかと思ったことや、

高松高商時代からクリスチャンであったある元総理は、卒業後津村順天

堂に就職されたとのことであった。この二つの会社の創業者は、イエス

様を信じ、神を信じ、救われて立派な創業の礎を築かれたのであるが、

その後の経営者は、どうしたわけか今日創業の精神が忘れられたのか知

らないが、「天」即ち神がなくなっているように思えて仕方がない。ま

ことに残念なことである。 

 創業の苦労は、それを体験した者でないと、その異常なまでの苦労は

解らない。 

 何事も苦労ほど得がたく有難い心の宝はない。また、苦労している時

は、人間として一番大事な神のいませること、主のいませることをしっ

かりと心にいただける千載一遇の好機なのである。 

 人は苦しい時に神を求める。縋りたいと思う。この苦悩から救われた

いと願う。これこそ己の心の自覚の始まりであり、神性、仏性の目覚め
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であるとお教えいただいている。それは、苦悩に悶え、悩み、のたうち

回る時をいただいたためである。ある人は、凡そ経営者は、小便に血が

混じるほど苦労をしないと、一人前ではないと言っておられることを聞

いたことがあったが、まさにその通りだと思う。 

 私は、やっと子供の時からあこがれていた経営者になってみたが、余

りにも自分の思いの儘にいかないため、落胆し恥ずかしながらも思い切

って、主にご指導をお願いしたことがあった。 

 この時に至ってもまだ裸の自分を見せることが出来なく「商売をしな

いで前の勤め先にいた方が良かったのでしょうか」と、お尋ねしたとこ

ろ『それで良かったんだよ。もしもそのままいたら私と会うことはなか

っただろうし、他力の修行で終わったでしょう。今貴方は自力の修行を

しているんだよ』と、暖かくご指導くださった。 

 当時は、直ぐ様その意味が飲み込めなかったが、日が経つにつれて、

今生始めてどうにか天上界で計画してきた通りのラインに乗ったこと

を思わせていただいた。 

 事業を始めた当初は、ここまでお出でといったような按配で、どうに

か調子が良かったのであるが、年を重ねるごとに次第に雲行きが怪しく

なり、果ては先行きが見えないほど険しくなっていった。 

 金沢でのご講演のためにご来駕いただいた二日間に亘り、勿体なくも

家内をご指導くださった。最初の日は、宿に着かれるなりから講演にお

出かけになられるまで、また二日目は、朝起きられるなりから待ってく

ださっていたとのことを伺い、余りにも怖れ多いことで感窮まってしま

った。今もその深いご慈愛を思うと、涙が溢れてならないのである。何

とも幸せな魂だと思うのである。この感動を一人でも多くの人に伝えて

いかねばならないと思っている。 

 そのとき家内は、主より倒産のご体験の話ばかり聞かされたので、や

がてはうちの会社も倒産するので、そのための心構えのために、お話く

ださったのではなかろうかということになり、益々思いは深刻になって

いった。 

 長年に亘る経済を通しての修行時代にも、何回かの満ち潮の好機があ

った。その都度今度こそ立ち上がれる、これまでの負担を一気に返せる

と思った途端、そのおいしい話は胡散霧消してしまった。一寸喜ばせて

やらないと可哀相だからと思われて慰めてくださっているのかも知れ

ないが、当方にとっては、それどころではない、生きるか死ぬかの真剣

勝負の連続の中にいるのだから、そのような冗談も口から出ないほど、

むしろ殺気に満ちた二十七年間ではなかっただろうかと思う。 
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 冷たい水も飲まない我慢をしている時、つい一杯飲むと後が大変だと

いうのと一緒で、むしろ変な気をもたせるようなことは止めてくれとい

った、ピリピリした生き方をしている毎日毎夜であった。自分の一挙手

一投足すべてが従業員の士気に影響することを思って、顔はどうにかニ

コニコ、しかし心のうちはコニコニになっていたのである。 

 この二十七年間の私にとっての厳しい修行は、どうしても儲からない

事業の収支の後始末をしていかなければならないのであった。マクロ的

に見て、二十七年かける十二ヵ月イコール三百二十四回、おおまかに言

えば、三百二十四回プラスアルファーの資金繰りを通しての、どん底を

這い回る心の試練の時をいただいてきたのであった。 

 こんな状態なのに正法をしたら月末にお金が何百万何千万と降って

でも来るというのだろうか、信じられない、というスタートから、一回、

二回、五回、十回と、お救いをいただいて有難い涙を流しながらやっと

やっとのこと、愚昧でどうしようもないこの魂も、始めて、神はおられ

る、主がお救いくださっている、天上の世界はあるのだということが、

心の底からゆるぎのない絶対の信が湧き出てきたのである。一日一生、

明日のことを思うな。どんなことでもこの一瞬一瞬の中に、主のお導き

がある。それを見落としてはならないと思うようになった。そして更に、

一秒一秒の感謝と報恩の生活が大事であることを、心の底から思えるよ

うになっていった。 

 ここに至るまでは、神についても、町のお宮の神様から真の神に到達

するまで、ずいぶんと時間がかかったように思う。この馬鹿もん、神が

解らんのか、主が信じられんのか、法が信じられんのか、何のためにこ

の世に出てきたのか、いくら法から逃避しても、主の手の平からは絶対

に逃げられないのだ、等々自分の心と自問自答しながら、滑ったり転ん

だり頭を壁にぶつけたりしながら、いろいろな人たちに救いと協力を求

めて歩いた。これまでの人生では到底考えられない、金策のために乞食

のようにペコペコと三拝九拝しながら頼み回って歩いた。 

 しかし人情とは冷たいもので、昔父にずいぶんと世話になっていた人

でも、にべもなく断わられる始末であった。また、女房に悪いから駄目

だと言われた人もいた。しぶしぶ貸してくださる人はまだいい方であっ

た。しかしその中には、この自分がその立場に立ったら、到底色良い返

事は出来ないであろうに、一言で、よし、解った、と言ってくださった

人が何人もおられた。そして心から私の修行をご支援くださったのであ

る。私は、その方々に対していつもいつも思い出すごとに、というより

も日夜忘れることなく心からの感謝を捧げてきた。そして永遠にそのい
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ただいたご恩は忘れてはならないと心に誓っている。 

 しかし、主には、予め自分の回りにいる人から、絶対に経済的な協力

をしてもらえないという環境を、作って出てこられたことをお聞きした

ことがあったが、私とは行って来るほどよりも遥かに遥かに違う、それ

はそれは正に厳しい厳しいご修行の環境を用意し、持って来ておられる

ことを知って、偉大な方とは何もかも想像を絶するような厳しい環境を

自らお選びになられて、出生してこられることを身に染みて知った。そ

の厳しさは、我々如き者には到底計り知れないことである。 

 私は、このような環境をいただいたお陰様で、高かった頭もこれまで

の環境によって大分低くなったのではないかと思うとき、自分自身一人

ではこの自分を心の底から変えることは出来ない、不甲斐ない自分を知

ったのである。こうしてどうにか今日まで恥も外聞もなく、どうにか切

り抜け卒業出来たのは、何といっても偉大なる神と、主のご慈愛溢れる

お計らいとお導きとによりお救いいただいたのである。筆舌では到底言

い現すことの出来ない大慈悲によるものと、心からの感謝を捧げ、残さ

れたこれからの人生を、報恩の誠を世のため人のために捧げて、生きね

ばと決している次第である。 

 二つの会社の閉業により、何人かの従業員に対してご迷惑をおかけし

たことは、誠に申しわけないことであった。始めからこの二つの会社は、

やがては閉じねばならないことは、かつて主が、当地にお出でくださっ

た時にお導きいただいていたことであったが、要員不足の時代には、な

かなかそういったことを予め言い渡して要員募集は出来なかった。しか

し目的はどうあれ、やはり途中閉業、退職といった迷惑を人様にかけた

ことは、誠に謝罪して償えるものではないが、ただひたすらお詫びする

今日この頃である。 

 これも大いなるお導きのお陰様により、大方の要員の再就職をなんと

かお世話させていただいたことは、せめても幸せなことであった。しか

しよくよく考えて見ると、これとてもただ事ではないと思い、心からの

感謝を捧げてきた。 

 取引先の銀行は、いつも貴方のところは取引先が超一流なのに収入が

一向に伸びないですね。しかし今日（こんにち）総て現金払いとは、こ

れまた超珍しいことだと言われてきた。また、そのうちそのうちと思わ

ないで、はじめからそこにはドジョウがいなかったのだからと、諦めて

整理された方が賢明ですよ、幸いに場所が超一等地だから心配ないんじ

ゃないですかと言われ、こちらは他人事だと思って簡単に言うけれど、

当事者は大変なんだぞと、思ったりしながらも何事も人様のご意見は有
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難く素直に拝聴することが大事である、このご意見も、主がこのお方を

通じて今この自分に勇気と希望と悦びとをお与えくださっているに違

いない、緊張して心を澄ませて拝聴しなければならないと、いつもその

ような思いと感謝を心がけるように努力するようになってきていた。 

 世情は、景気が良かったのも束の間で、バブルがはじけて急速に経済

が冷えこんでいくようになった。このような世情では先行きどうなって

いくのだろうかと思うとき、いつも何も先を考える必要はない、これか

ら先のことは何一つ誰にも解らないのだから、ただ今ただ今のことだけ

を、しっかりと法に照らし、思うこと行うことをより正しく、より厳し

く実践していくより他に道はないのだと思い、感謝の日々を過ごしてき

た。長年に亘って培われた法を中心とした生き方に徹することが出来る

ようになり、主が、後ろで見守ってくださっていることが信じられ、不

安が一つもない心で過ごされたことは、偉大なる主のお導きとお計らい

とによるものと固く信じている。 

 しかしこの世情厳しい折、この私の会社の最終処置について、天上で

はどのような解決をなさろうとされるのだろうかと、誠に誠に無礼極ま

ることではあるが、非常に興味を持って事の処理の行く末を見守ってき

た。このような時期に、天の計らい以外人間業では絶対に不可能なこと

であることには間違いはない。しかも小さな土地ではなく、それ相当な

面積であり、そのうえ特に、長年に亘って正法による自己確立の精進努

力を積み重ねてきた、いわば正法の修行場であるこの土地が、誰でも人

もって求めることは出来ない筈だ。天以外にはこの修行場を生かすこと

は出来ないと、私達夫婦はいつもこのように思い、語りながら、天上の

お計らいを息を呑むような思いで、その瞬間を見守ってきた。 

 このような不遜な心の者達を許されてか、全く手の内も見せないよう

な極めて鮮やかな、さわやかなご配慮により、まさに光のようなみ業に

よって、公共のお役にたたせていただくこととお計らいをいただいたの

である。その絶妙なる天の為せるみ業を、私達夫婦はこの眼でしっかり

と見させていただいたのである。しかも、私達がかねてより予期してい

た通りの計らいであった。 

 神はいませり 主はいませり 神は 主は 我とともにいませり。 

 また、これらも誠に不思議な現象だと思うのであるが、求めもしない

のに自然に門外不出の主のみ教えが多数私の手元に集まって来つつあ

るということである。天上の大いなるお計らいとしか思われない。非常

に不思議な出来事が次々私の周辺に起きている。 

 昨年は、連日のように太陽の回りに虹の輪が見られる現象をいただい
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た。しかし愚昧な私にはそのことが何をお示しくださっているのか解ら

ない。もっともっと己自身を磨き、残された一日一日を我が魂を捧げら

れるように精進したい。 

 今日この愚かな自分が、経済という血なまぐさい世界から足を洗わせ

ていただいたのは何のためなのだろうか。もう役立たずでお払い箱の故

か、それともこれからまた新しい使命をお与えくださるためなのかはま

だ定かではない。しかし今日（こんにち）肌身で感じていることは、現

在ただ今、神と主のお計らいのもとに、その光は着々と地球の隅々に向

かって広がりつつあることだ。そして閉業と同時期より、これまでに経

験したこともない、身が二つあっても処理できないような繁忙となって

きた。 

 隣国の心在る偉大な方が、遠いブラジルの地の心在る方が、またアメ

リカの何人かの心在る方々が法悦に感動しておられることを聞き、こう

してはおられない、この一時も何かお役に立てるようなことをしなけれ

ばならない、自分があってはならない、これでは主に対して申しわけが

ない、一秒一秒主のお心を偲び、我が魂を奮い立たせている。 

 あと数年で、この世紀は終わりを告げようとしている。この僅かな期

間に、その集約された神と主の大いなるお計らいとお導きによる大慈悲

が、我々愚昧な者達の眼前に展開されようとしている。何人もそこから

は逃げることは出来ない。それを眼にし、耳にし、心で感じ取っていか

ねばならないのである。 

 主には、かつてこの地でお説きくださった。『今、そなたらは来たる

べき神の王国の礎を並べているのだ。やがて光に満ちた神の王国が生ま

れるために、そなたらはその偉大な役割をいただいているのだ』 

 今生我々は、偉大な神と主の光をいただく、またとない機会に会いま

みえることが出来たのである。後はただもう我が命を捧げて、その大役

にお応えするのみである。私は今日まで、主を信じ、法を信じてこれた

ことは、かつて一九七五年八月、イエス様から直接のご指導をいただい

たからである。そのお言葉と、主のお導きとにより、どうにか今日まで

生き長らえさせていただいたように思う。 

   人には常に愛の心を忘れるな 

   人を裁く心を持つな 

   人は平等である 

   人の上だと思うな 

   人の足を洗わせていただく心を持て 
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 貴方が法を伝えていく中で 

   谷を埋めなければならないときは谷を埋めよう 

   海に舟を浮かべなければならないときは舟もつくろう 

   山を崩さねばならないときは山も崩そう 

   私たちはあらゆる協力をして貴方を守っていく 

   不安な心を持つな 

 

 天上の我らは貴方を限り無く見守り支援して行く 

 伝導するに当たって必要な時には何事であろうとも 

 必ず協力していくことを約束する 心配するな 

 

 私は、このことを固く信じて今日まで生きてきた。このような偉大な

偉大な心の支えをいただいていたがため、どれだけ心強く思ったか知れ

ない。今思い返して見ても、筆舌に尽くしがたい有難い窮みである。こ

の世に生を得てこのような言い知れない深遠な悦びに会い会える幸せ

を深く感謝したい。 

 このようなことが、神を主を信じられない人たちに対して、何か心の

糧となるならば甚だ幸せに思う。 

 天上の偉大な偉大な光の大天使のこのようなお言葉は、誰の心にも涙

とともに染みこんでいく。この自分は、これまでの人生でこれだけの偉

人な愛を人様に差し上げただろうかと思うとき、その偉大なお計らいの

深さ、力強さ、信の深さといったことに改めて深く思い知らされたので

ある。 

 偉大な偉大な光の大天使から、この愚かで怠惰な私如き者が、このよ

うな大いなるご信任をいただいたということは、誠に誠に神の子として

言い知れない有難い窮みであり、光栄なことである。 

 そして、そのご信任による熱きお言葉を、心からかみ締め固く固く信

じてきたが故に、如何なる厳しい環境下にあっても、揺れ動こうとする

我が心を引き締め引き締めて一歩一歩たどって来れたのである。このこ

とは自分一人だけがいくら信じていようが、次第に厳しさを増してくる

厳しい環境のもとでは、家族を始め回りのスタッフが幾多の難関を切り

抜けてきた事実を知り、法を信じ、主を信じてきたからこそに他ならな

いのである。 

 自分一人では、固く信じ抜くというこの偉業を為し遂げることは出来

なかった。多くの協力者がこぞって神と主を信じて、そしてこの不肖の

私を信じてくださったからに他ならないと思う。この家族を始め経営の
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良き協力者と多くの法友がいてくださったからこそ、今日をいただいた

ものと、これらの同志に対して深く感謝を捧げたい。このご恩は永遠の

生涯を通じて忘れてはならないことと思っている。 

 振り返って見ると、三百数十回の資金繰りに加えて一週間に約四回の

勉強会があり、それらをすべてこなさねばならなかった。このような有

難い修行の環境をいただいてきた。むしろ、その学修会に打ち込むこと

によって、心がいやされ、勇気と希望と悦びとがいただけ、救われてき

たのであった。 

 まさにこの二十七年間は、真の神が信じられるか、主を信じられるか、

法を信じられるかという、特訓の機会をいただいてきたように思えてな

らないのである。 

 絶えず今やっていることは、法から外れていないか、今の勉強方法は、

法から外れていないか、また愛の導きである五つのお言葉から外れては

いないか、ということを絶えず眺めてきた。そしてこうすれば良いと思

ったことは、殆どその通りになっていった。自分を出来るだけ謙虚に、

本音で語り合うような学修会を持っていくようにした。法を中心とした

学修会を心がけてきたがため、今日まで『ひかり』誌の発行を、休むこ

となく絶やすことなく続けてこれた。 

 今日まで回りに集まってくださった法友の殆どの方が、非常に熱き心

の方々であったことが今日の成果となった。主に対して、お誓いしたこ

とを、絶対に果たさねばならないという師弟の礼儀というか、義理とい

うか、信義を第一として掲げてきたことが、今日の成果となった。約束

を果たさないようでは、人間としてまず失格であり、到底神の子として

の資格はなく、ましてや法帰依者とは言えないと思う。ここにきて今思

うことは、過去における混乱状態からは、何としても北陸の地を守るこ

とは出来なかったが、今日その意気込みが我々を救っていただいたもの

と思う。 

 その根本は、主のみ教えに忠実に精進努力することを大事にしてきた。

法がある法がないと、約七年間法を知る精進努力を重ねてきたことが救

いとなったように思う。 

 家内の良き協力と内助の功が、絶大であったことが今日の発展の基本

となった。 

 近く北陸大学河島進薬学部長のご配慮により、今後大学において、正

課としての法の学習が開学されていこうとしているが、これらも世界に

先駆けて行われることであり、主の格別のお計らいに対して、心からの

感謝を捧げたい。 
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 最後に、今日（こんにち）に安住することなく、さらに己に厳しく他

には寛容に自己確立を計り、さらなる精進を重ねて地球全域に向けての

伝導に挺身していくことを固くお誓いしたい。 

 法友の各位におかれても、自己の確立、家庭の調和、職場を始め地域

社会の調和をめざすことにより、大調和が実現されていくことを知って

いただきたい。そしてさらなる伝導に徹していただきたい。 

 

 最後に、兵庫県南部地震の罹災者に対し、心から平安をお祈りいたし

ます。 

 

 神と主に対し 初心に帰って己を生かし他を生かす精進を重ね、伝 

        導に渾身の努力を捧げることをお誓いいたします 
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【冬の日に思う】1995-4 月 

 

 硝子戸越しに見える金木犀の小枝に先ほどより一羽のひよどりが寒

そうに止まっている。 

 昨夜から断続的に降り続いている小雪がなお降りしきっている。 

 その時、突然目の前の大空から太陽がサーッと照り輝き、その強い光

の束がすべての見える自然を生き返らせられた。ひよどりは急に羽を広

げて繕い始めた。この一瞬の素晴らしい光の様を飽かず眺めた。 

 今は大寒の最中である。北国にとって一番厳しい季節である。しかし

この厳しく暗い時期も、いついつまでも続く訳ではない。もうそこに春

が足音を忍ばせて近寄ってきているのだ。 

 私は今生の後半の厳しい修行の最中には、いつもこのような思いで、

我が心に言い聞かせてやってきた。 

 太陽が一瞬輝いただけでも、皆が生き返ったようになる。 

 神の大慈悲とは、主の大慈悲とは、何と素晴らしいものだろうか、何

と美しいものだろうかと、思わせていただいた。 

 それに引き換え人間とは何と愚かで、悲しい存在なのだろうか、何と

小さい世界に生きているものだろうか、と思う。 

 まだ、人間よりもこのひよどりの方が、朝の一声から始まって、木か

ら木へと移りさえずりあい、番いがむつまじく楽しく生きているのを見

るとき、人間は欲望があるが故に、こうもいらざる苦悩の淵をたどらね

ばならないのだと思うと、神のみ心のままに生きることの素晴らしさと

有難さを心に染みて思うこの頃である。 

 日々朝起きて、車に乗って、何時も何時も交わす言葉は、幸せだね。

有難いね。という悦びと感謝の言葉である。 

 今生何が一番幸せやった、と聞くと、まず主にお目にかからせていた

だいたこと、次にというか、次ではなく一緒の悦びとして、法に帰依さ

せていただいたこと、と返ってくる。毎日同じ問答をしながらも、決し

て飽きることはない。何度言っても、これから先生きている限り何千回

言っても、はたまた何万回？言えたとしても、決して飽きたとかいやだ

ということはないと思う。いやけっしてない。 

 たったこれだけのことを考えていても、幸せである。感激なのである。

心が何とも豊かなのである。 

 この世の物を中心としたことには、このような永遠に飽きない悦びは

ない。何故といって、それは神のみ心によるものであるからだ。主のみ

心に沿ったものであるからだ。 
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 主のお姿を、お写真で毎日毎朝拝見していても、一回毎にお顔が違っ

ているように見えてならない。自分の心が愚かであるときは、厳しいお

顔になっていらっしゃる。しかし自分の心が満ち足り悦びが溢れている

ときは、ニッコリと目尻に笑みがこぼれてお出でのように見受けられる

のだ。 

 先ほども突然暗い雪景色が一瞬光に包まれ、天国のように変わったの

を眺めたとき、自分の口からは、大宇宙大神霊・仏よ、お陰様で有り難

うございます。有り難うございます。と、申し上げたところ、その光は、

一段と強く強く熱くなってきた。そしてその光は益々強く強く輝かれた

のである。 

 あーー、偉人なる主の大いなるお計らいだと思うと、胸が熱くなるの

であった。 

 回りに集まる誰彼にかかわらず、言うともなしに言うことは、幸せや

ね。守られているね。この雪も夏のために今からお計らいくださってい

るのだ。有難いね。幸せやね。と、しまいには皆が皆感動で、涙声にな

り、鼻を詰まらせている。 

 仲間の皆のお顔が美しい。清らかだ。こうして今生再びこの地で、こ

のようにこうして何時も会い逢えることの幸せを噛み締めるのだ。この

幸せは、誰もがいただいているのかも知れない。 

 しかし、その人その人によって、その中身は違う。顔が違うように心

も違う。 

 小鳥も犬も皆幸せに生きて欲しいと思う。皆仲よく幸せに生きていっ

て欲しいと願う。 

 冬が近付いてくると、何時の年もあの夫婦円満なひよどりの番いが庭

にやってくる。朝早くから勇ましい金切り声を出してやってくる。ほん

の近くの小枝に止まっていても、慣れた顔つきをして止まっている。 

 一番好きなものは、パンとりんごである。りんごは輪切りにしたもの

をつついて食べている。 

 テレビや新聞は、今も盛んに阪神地方大地震について報道をしている。

この放映を見ていると、ボランティア活動には頭が下がる。外国の援助

活動もいち早くやって来られて、もう既に帰国されてしまったようだが、

帰国後の感想についての報道があったが、日本人のモラルについて非常

に褒めて書かれていたが、この態度もまた素晴らしい香りが感じられた。 

 ある女性から、このような物言わぬ盲導犬や救助犬とか、あるいはま

た馬等の終わりの生涯のために寄付をしていることを聞いた。人間はい

くらでも助けられるけれどもこのような物言わぬ者達は、回りにいる人
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間の思いでどうにでもなる要素があり、その終わりが哀れである、とい

っているようである。人間達が都合のいいように使って後は放りっぱな

しの嫌いがある、と言って嘆いておられた。私も同感である。この私も、

もう少し若ければ盲導犬の幼犬や務めを終えた愛する犬達を何匹も引

き取りたいと思うが、自分の残りの日々が少ない故、そのような責任あ

ることは出来ないので残念に思っている。来世にはきっとそのようなこ

とをやらせていただきたいものと思う。 

 この女性とは、何度か競馬場のお馬さんたちに好物を持って慰問をし

たことがあった。金大の乗馬クラブにも何度か訪ねたことがあった。 

 ある農業に携わっておられた人が、戦時中招集により中国に転戦して

いたときのある日のこと、突然一頭の馬が自分のところに飛んで来て全

身を擦り寄せてきたので、びっくりして何事が起きたのだろうかと思っ

て、よくよく眺めて見ると自分の家で飼っていたあの馬ではないか。あ

まりにも不思議な出会いのため、わずかな時間であったが、人馬諸共涙

の再会となったことがある雑誌に書いてあった。このように戦地で亡く

なった馬もまた多数いたことを思うと、何ともやり切れない哀れさが心

を締めつけるのである。これらの物言わぬ者達に対して感謝の供養を捧

げねばならないと思うこの頃である。 

 これらは何も動物に限ったことではない。植物もしかり、である。総

ての物にいえることである。 

 私達はこのような物言わぬ者達のお陰で生活が成り立ち、その御恩を

いただいていることを思うとき、ああー、亡くなったでは済まされない。

心からの供養を捧げることが大切と思う。 
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【親切】1995-5 月 

 

 他人（ひと）様に喜ばれることをさせていただいたとき、自分もまた

嬉しくなります。また、他人（ひと）様から親切にしていただいた時、

その厚意がこのうえもなく有難く嬉しくなります。 

 私たちは常に大自然を通して、神と主より大いなる慈悲をいただいて、

今日、ただ今を幸せに生活をさせていただいております。いただくばか

りで、何一つご恩返しをしていないと、心は苦しくなります。 

 神と主に対して、今日（こんにち）いただいている幸せのご恩返しを

する方法は、周りの人達が喜ばれることや感謝されることをしてあげる

ことです。させていただくことです。 

 感謝・報恩感謝は、人間として、神の子として、最も大事なことだと

思います。 

 

 次に「小さな親切」について作文コンクール中学生作品集から転載さ

せていただきましたので、お読みください。そして、改めて親切とは、

感謝とは、思いやりとは、について、初心に帰って考えてみていただき

たいと思います。 

 

 【心に通じた『どうぞ』の一言】 

           北海道仁木町立仁木中学校三年 塩野文浩 

 僕はちょっとした用事で、自宅から一時間程のところへ汽車に乗って

行こうとしていた時のことです。乗りこんだ時には少なかった乗客も次

第に多くなって、手すりにつかまって立っている人も少なくありません

でした。 

 そんな時、僕の前に、一人のおじいさんが立ちました。白髪で腰が曲

がったおじいさん、手提げ袋からは、かんが見えていました。 

 僕は、このおじいさんに席を譲らなくては、と思いながらもきっかけ

がつかめず、困っていました。やっとのことで席を立ったのですが、「ど

うぞ」のただ一言が出てきません。僕は、何気なく次で降りるふりをし

て、その場を離れました。「きっとおじいさんが座るだろう」と心の中

で思いながら見ていると、おじいさんではなく他の人が座ってしまった

のです。 

 僕は、周りの人にがっかりしました。普通ならお年寄りを先に座らせ

るものですよね。僕は信じられませんでした。だけど、「どうぞ」とい

う一言が言えなかった自分に無性に腹が立って、たった一言、「どうぞ」
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とすすめていれば、と何度も何度も思いました。人も少なくなってきて、

席に腰掛け、向かい側を見ると、おじいさんが座っていました。「よか

った」とほっとしました。 

 いくつかの駅を行き過ぎて、次の駅に着こうとした頃、誰かが僕の前

に立ちました。ふと顔を上げると、あのおじいさんが立っていました。

優しい目の小さなおじいさん。 

 おじいさんは、僕の手を、すっと持つと、その小さな、しわくちゃな

両手で、僕の手を包み、「ありがとう。座らせてもらいましたよ」と言

ったのです。僕は、驚きと喜びで胸がいっぱいで、泣きそうな顔で微笑

むと、おじいさんは、にっこり笑って、次の駅で降りて行きました。 

 「どうぞ」の一言が言えなかった僕に、「ありがとう」と言ってくれ

たおじいさん。心が優しい気持ちでいっぱいになりました。 

 この気持ちを誰かに伝えたくて、「いいことがあったんだ」って母に

話すと、「きっとそのおじいさんもみかんでも食べなから、家族の人に

話しているんじゃない」と言われました。また心が温かくなりました。

「ありがとう」って、自分も相手も幸せになれて、いい言葉だなぁーっ

て思いました。 

 僕もいつか年をとるけど、あんなおじいさんになりたい。モダンなお

じいさん、バリバリのおじいさんじゃなくてもいい。ただ誰かに、「人

間」って素晴らしいよ。人の心って温かいんだよって伝えられる人にな

りたいのです。 

 だから、ずっと、おじいさんの手のぬくもりと「ありがとう」を忘れ

ません。 

 

 

 【あたたかい言葉】 

          徳島県池田町立池田中学校一年 下浦明子 

 わたしの住んでいる池田町は、四国のヘソと呼ばれ、昔は宿場町とし

て栄えた。しかし今は過疎化が進み、わたしの周りでもたくさんのお年

寄りを見かけるようになった。 

 わたしが小学生の時は、近所のお年寄りを訪ねて昔話をしてもらった

り、お手玉の作り方を教わったりして、日が暮れるのを忘れて遊んだ。

でも、中学生になったとたんにクラブ活動などで帰って来るのが七時頃

になり、その後も時間に追われるばかりで、いつの間にかお年寄りと話

をすることがなくなってしまった。 

 夏休みになったある日、私は手芸の宿題の知恵を借りようと、久しぶ
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りに近所の七十八才の一人暮らしのおばあちゃんを訪ねた。 

 「ばあちゃん、どうしたん」 

 いつも元気でシャキッとしているのに、今日は寝ている。食欲がない

らしい。 

 「ばあちゃん、病院へ行ってみる。背中さすろうか」 

 と言うと、 

 「ありがとう。そんなに言うてくれたら、嬉しいて気がパーツと晴れ

たわ」 

 と、一生懸命涙をこらえて笑ってくれた。一人でいると、病気ほど心

細いものはない。 

 「ばあちゃん、はよう治して、お盆に阿波踊りを踊るけん、見てよ」 

 と言って、手をあげて踊ってみせた。それから、おばあちゃんの大好

きなカラオケの話をして、今度教えてもらう約束をした。 

 何日かして、おばあちゃんがわたしの家に来てくれた。 

 「この間は、ありがとう。あっこちゃんのおかげで、もうようなった。

年寄りには、あたたかい言葉が何よりの薬よ」 

 と言った声は、いつもの元気なおばあちゃんにもどっていた。よかっ

た。ほんとうによかった。でも、あれだけのことで、こんなに喜んでく

れるなんて。 

 私の母は、私が弟と口げんかをしていると、「お姉ちゃん、言葉とい

うものはなあ、人を喜ばすためにあるんよ。汚い言葉を言ってたら、顔

に出てしまうんよ」 

 と言われ、急いで鏡の前に行き顔を見て反省したことがあった。わた

しは、おばあちゃんの嬉しそうな顔を見て、言葉って本当に大事なもの

だとつくづく感じた。 

 私が何気なく言った言葉で、おばあちゃんのように気持ちを明るくす

ることができるのなら、これからもっとたくさんのお年寄りに、言葉で

親切をしたいと思う。わたしたちの身の回りをながめてみると、電気製

品、衣服、食べ物などなんでも豊富にそろっている。でも、人にあたた

かい言葉をかけることができるのは人間だけなのに、小さな親切、大き

な喜び、こんな毎日を過ごしたい。 

 

 

 【豊かな心】 

 徳島県鳴門市立第三中学校 秋野陽介 

 つい先日の汽車の中での出来事だった。僕の向かいの席には、中年の
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男性が座っており、僕とその男性の周りは、集団でどこかへ遊びに出か

けようとしている小、中学生や、制服姿の高校生などでにぎわっていた。

しかし、男性は、そんなにぎやかさなど気にも留めず、ただひたすら夢

中になって一冊の本を読んでいるだけだった。 

 その時、一人のおばさんが僕ら二人の前を通りがかった。そのおばさ

んの足には、痛々しい程の包帯が何重にもまかれており、つえをついて

やっと歩くことが出来るぐらいなのだ。どうやら席がないらしく、僕ら

の前で立ち止まった。 

 すると、さっきまで本を読むのに必死だった男性はチラッとおばさん

の方を見ると、すぐさま立ち上がって、 

 「おばさん、足どないしたん。たくさん包帯まいて。痛そうなでえ」 

 と、尋ねた。おばさんは、 

 「ちょっと怪我してな。年とったら、足元がとろくさくなってしまう

けん」 

 と、てれくさそうに答えた。すると男性は、 

 「ほんまにかわいそうに。わしとほな代わろ。荷物上に置くけん。こ

こへ座って足伸ばしなよ」 

 と、言うと同時に、何物を上にあげると席を空け、自分は手すりに身

を寄せておばさんが座るのを待った。おばさんは、 

 「ありがとうございます」 

 と、ていねいに頭を下げると僕の向かいの席に腰を下ろした。男性は、

ヒョイと頭を下げ返すと、また何もなかったかのように本を読み始めた。 

 その後しばらくして、おばさんは僕の方へ向くとこう言った。 

 「僕、おじさんのような心の豊かな人になりよ。おじさんは誰やって

立つんいやのに、おばさんのために、無理して席を空けてくれたんよ。

こんな小さい親切が出来る人こそ本当に心が豊かな証拠。僕も心が豊か

な人になってな」 

 と。僕には、その少しの間の出来事が、とても美しく感じられた。男

性の素晴らしい親切やおばさんの話など、どれ一つとっても素晴らしい

光景であったように思う。 

 その反面、僕は、自分は前にいながら何もすることができなかったと

いう情けなさを感じ、また自分の心の貧しさも痛感した。けれど、痛感

してばかりでは、僕はいつまでたっても心の病気から解放されることは

ない。 

 「心を豊かにすること」とは、自分が自分自身の心の中に存在する「貧

しい心」に打ち勝ち、広い視野を持って豊かな生活をすることではない
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だろうか。 

 今、僕はやっと「心の豊かな人」という大きな目標に向かって、一歩、

歩み始めた。 
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【偶然と必然】1995-6 月 

 

 昭和五十一年といえば、思い出すことさえ悲しい年です。ご承知のよ

うに、主がご昇天遊ばされた年だからです。 

 ご昇天された月は、六月の二十五日でした。私が最後にお別れしまし

たのは、六月六日東北研修会の帰りに、大宮駅のホームでお別れしたの

がこの世での最後でした。 

 主にお目にかからせていただいてからは、これまでに体験したことも

ない不思議なことに多数遭遇いたしました。このときも誠に不思議なこ

とがありました。主には、ご病気のためにお見えになられないことを予

め聞いておりましたが、北陸から参加された方々にはそのことには何も

触れてはいませんでしたから、参加の皆様は、主にお目にかかれるもの

と信じて、悦び一杯でいそいそと参加されておられました。しかし、会

場に到着してそのことを聞かされ、全員がっかりしたご様子でした。 

 その後、二階の会場で班別学習をしていますと、突然参加者がどよめ

き視線が一斉に人口に注がれたのです。そのうち懐かしい主のお声がし

たかと思うと、サンスクリット語で同行の高橋佳子先生にお話されてい

るのが、側近く聞こえてきました。よく聞いていますと、どうも私のこ

とを話しておられるご様子でした。そのとき、私は入口を背中にして座

っていましたので、お顔を拝することは出来ませんでした。私は話して

おられたマハー・カッチャナー様が、止められる様子もないままにお話

を続けておられましたので、そのままご挨拶もしないままの状態でいま

した。 

 今から思いますとき、私が音頭をとって全員がご挨拶をすべきだった

と悔やまれてなりません。後でお聞きしたところによれば、何日もお食

事も上がられないご容体にもかかわらず、お見えになられたことを知り、

全員が感動したのでした。特に私達の班の学習会には、一番最初にお見

えになられたことを伺い、これまた全員が、すごく感激したのでした。 

 最後になったこの東北研修会について、今から振り返ってみますと、

この研修会にはご臨席されないようにお聞きしていたのに、ご臨席くだ

さいましたし、また、この研修会でお目にかかることが、この世での最

後の機会となることは、誰一人予想もしていなかったことでした。また、

偶然帰りの列車が同じ列車になるとは、考えてもみなかったことですし、

それがまた、最後のお別れの機会になろうとは、これらのこともまた不

思議といいますか、必然のことではなかったかと思うのです。 

 その二十日程前、私は小金井の研修道場で反省研修会に参加させてい
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ただいておりました。このときはここに来るまでが、非常に忙しい状態

でした。それは、その前が東大阪の石切における研修会に参加していま

したので、そこから引き続いて小金井の反省研修会に参加するため、途

中家の玄関までさっと立ち寄って下着を詰め替え、列車に飛び乗って参

加したような状態でした。 

 特に、この二つの研修会への参加は、主のご指示によるものとお聞き

しておりましたので、非常に緊張して参加しました。当時私は、心で何

か緊迫したものを感じておりました。 

 日曜日の午後、小金井に到着してみると、参加者は約十名余でした。

私は何かしら不思議に思い、参加者の二、三人の方に、先生からのご指

示によって参加されたのかと聞いたところ、いや自分の希望で参加した

とのことでした。そのうちもう一人の方が私と同様に、主からのご指示

によって参加したということが解り、特に地方の責任者の立場の者を呼

ばれたことを知ったのでした。 

 殆どの人は、昭和四十八年に参集しておられたのですが、私ともう一

人の方とは、大方の人よりも遅れて五十年に参集したのでした。その遅

れを、何とか取り戻そうとお計らいくださっていることが、ひしひしと

心に響いてくるように思いました。『何か急いでおられる』というおも

いがしてならないのでした。 

 反省といっても、まだまだ勉強不足というよりも、生来怠惰な愚か者

でしたから、そんな反省という心の状態にまで、自分に厳しい学習精進

はしてはおりませんでしたから、きっとそういった愚かな心を見通され

てのご判断により、ご指示くださったものではなかったかと、今もって

申しわけのない思いで一杯でございます。一週間に亘る反省研修会も、

後一日で終了という前日の朝、突然、主には午後この会場にお見えにな

られるとの発表があり、研修生全員、飛び上がって驚喜したのでした。 

 しかし、私は何故か、参加する前からきっとこの研修会には、必ず主

がお見えになられることを確信しておりました。発表があったときは、

そういった意味で、回りの人たちよりもさらに特別の感情で悦びという

か、自分の思いが的中したことで飛び上がるような思いでおりました。

研修会の間中、何時も私の横に坐られる、もう一人の方は、最後に私に

対して『幾世に亘りお世話になり感謝いたします』という寄せ書きを書

いてくださり、そのご縁の不思議さに驚いてしまいました。 

 お釈迦様がインドで道を説かれていた時代、この方ご夫妻様が私の家

に長年逗留され、お世話申し上げたというのです。この少し前の石切で

の研修会でも、初めてお目にかかった大阪のある方が、何かしら貴方の



675 

 

側に坐りたくなる、イスラエル当時大変お世話になりました。と言われ

ました。しかし私には何のことかさっぱり解らないことでした。 

 主には、ご講話をされた後、片道約二時間の道程を車で帰っていかれ

たのでした。私はお車近くまでお送り申し上げたのですが、そのとき講

師の方が、私が金澤からのお土産として差し上げたお菓子を、先生のお

土産としてお渡しされているのを拝見し、何とも言えない不思議な感じ

がいたしました。 

 その次の日、一週間の研修会も終わり、全員一目散に国電の駅に向か

って急ぎました。私も帰り道を急いでおりましたところ、途中で忘れ物

をしてきたことに気づき、また再び道場に逆戻りし、皆の後を追いかけ

たのでした。どうにか大分遅れて八起ビルの前に辿り着くと、突然、主

が玄関に出て来られるのに鉢合わせしたのです。私は非常に驚きました。

そして次に感激したのでした。 

 『先生、ただ今研修会を終えて参りました。誠に有り難うございまし

た』と、申し上げた積もりでいますが、実際はどうであったか、記憶し

ておりません。何しろこのような場所で、このような状態で、初めてお

目にかからせていただいたのですから、驚きと嬉しさと感激感動が一緒

くたになってしまい、天空を舞い上がるような心でございました。 

 『先生は、どちらへいらっしゃるのですか』と、お尋ねしましたとこ

ろ、主には、『長野工場に出かけるのです、貴方は暫く時間があります

か』と、お尋ねくださいました。私は都合も何もあったものではありま

せん。もしもアメリカの大統領と会う約束をしていたとしても、やはり

きっと何も予定はございませんと、お答え申し上げていたと思います。

『ハイ、時間は十分にあります』と、お答えいたしました。 

 『それじゃ直ぐ近くの喫茶店に行きましょう』と、言われて、たしか

ビルに向かって右の方へほんの数歩の距離のお店に入っていかれた後

についていきました。店内には私達、ではありません。誠に勿体ない言

い方をいたしました。お許しください。 

 主と、この私の他には店のおばさんだけで、他には何方もおられませ

んでした。店内のテレビは、丁度プロ野球の実況放送をしている最中で

した。非常に短い時間のようでもあり、また長い長い時間でもあったよ

うに思いました。その間にお聞きしたことで、現在もしっかりと記憶し

ておりますことは、経済のお話をしてくださっていたように思います。 

 そして最後に、 

 『今年の夏には家族で伊豆へ反省旅行をしようと思っています。貴方

ももうそろそろ霊道を開いても良い状態だから、一緒に来なさい』と、
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おっしゃられたのです。黒いスーツに黒い靴、そして肩に黒い旅行ケー

スをかけられたお姿の主に、お別れするなり、本部に駆け込み、関係者

に今の出来事と夏の予定についてお話しました。その時には、是非とも

ご連絡ください。と申し上げたところ、回りにいた人たちが一斉に羨望

の声を上げられました。そして落ち着いて当たりを見回すと、その中に

は一足早く来ていた研修生もいました。 

 私はこのとき、始めて、何事にもお計らいのあることを心で知ったよ

うに思いました。如何なることも、今の自分の思いでは、失敗したとか、

あるいは不幸だとか、またはいやしまったとか思っても、それは自分中

心の狭い思いであって、心を中心とした思いではないことが解ったよう

に思いました。 

 それからは、例え車が追い抜かれようとも、また前の車が、のろのろ

と遅い状態であろうと、急いで家を出る直前に、電話がかかったりして

も、総てが何か良いことのためのお計らいである、自分中心の思いによ

ってイライラしたりしないで、素直にその状況の中に生きるように、思

いを切替えることにいたしました。 

 前の車がいくらのろのろと遅くても、きっとこの車がいないとスピー

ドを上げているに違いない、何か事故を未然に防いでくださるためのお

計らいなのだ、または家を出るときに電話がかかったりした時、会社に

急用があろうと、このまま急いで会社へ行くことによって何か事故が待

っていたのを電話によって時間を外し、守ってくださったのだと思い直

し、イライラしないことにしました。 

 これまで自分中心の思いで、何時に約束したからとかまたは何時まで

には、何事があろうとも絶対に行かなくてはならない、と思っていたこ

とも、その時の状況により臨機応変な心の対応が出来るようになってき

ました。 

 また絶対に大事な所用の時には、まさに天のお計らいとしか思えない、

誰かが車を小脇に抱えて走っているように運ばれていくのです。 

 

 天のお計らいを感ずることが出来るようになるには、一秒一秒のこの

素晴らしく有難い時を、神と主とに意識を向けた感謝の心で過ごすこと

が大事だと思います。心を澄ませて生きることが大事だと思います。 

 

 神に対し主に対しお陰様で今日の幸せをいただき、心から感謝申し上

げます。 
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【愛に生きる】1995-7 月 

 

 高橋信次先生には『過去・現在・未来は一点なり、この一時は、過去・

現在・未来の三世にまたがって生きている』と、お教えくださいました。 

 私のこれまでの人生は、未来にとらわれ明日はどうなるだろうか、明

後日はどうなるだろうかと、先のことばかりを思い、とらわれて生きて

きました。苦しかったからです。 

 また一方では、これまでの人生で犯してきた自分の罪業に苦しみとら

われ、その償いに心を奪われてきました。 

 このようでありますから、どうしても真ん中の現在に対しては、どう

しても意識が集中出来ない生き方でありました。したがいまして、現在

の問題に意識を集中して、知恵を絞ることはとても苦手な人間でした。

幸せとは運が良い時に独りで転がってくるものだ、というように考えて

いる人間でした。 

 このような心貧しい人間が、長年かかって今日どうにか法ということ

が、少しばかり解らせていただけるようにならせていただいたように思

います。しかし実践となると何時も失敗ばかりを繰り返しております。 

 誰でも人間は明日のことを思いがちであります。また明後日とか、こ

れから先のことにとらわれがちであります。特に厳しい日々を生きてい

る人ほど、その思いやとらわれが強いようであります。その中で、その

頃には幸せがやってきているだろうか、今よりも厳しい状況になっては

いないだろうか、といった思いを持ち、今現在の苦悩を少しでも和らげ

ようとします。 

 しかしいくら未来に心を向いていても、今現在の厳しい一秒、一秒の

ただいま、ただいまを乗り越えていかない限り、絶対に、明日も明後日

も一ヵ月後もやっては来ないことに気付きます。 

 このような簡単なことではありますが、これまでの人生の中では、こ

のようなことを考えてみたこともありませんでした。それは、現在ただ

いま、ただいまをじっくりと眺め、考えるよう、意識を集中することを

知らなかった為だと思います。 

 このようにこれまでの人生についての思い方は、非常に甘いというか、

散文詩のようなマクロ的なものであったことに気付きました。こまやか

ではなく、非常に飛んでいる見方、思い方をしてきたことに気付いたの

です。 

 先生から『一日一生』という、お悟りのお言葉を教えていただきまし

たが、当時の私には、何のことかさっぱり解りませんでした。 
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 しかし日々厳しい中に生きていますと、何時も現在に対してこのよう

なところに甘さがある、ここを己に厳しくしていかないと、苦しみは小

さくならない、ということに少しずつ気付いてというか、やはりいくら

か法による思い方なり見方をするようになってきました。 

 そのうち、いただいているみ教えを、出来る限り実践して見よう、そ

れ以外には手立てがないことが解ってきた時から、なるべく明日のこと

は思わない、午後のことは思わない、次の一時間のことは考えない、そ

うだ、今の今のこの一秒を法により、大切に大切に生き抜いて見よう、

と思うようになりました。 

 厳しい厳しいという私の人生にも、時折晴れ間がありました。ちょう

ど黒い雲間に一瞬、太陽がお姿を現されるようにです。一瞬、厳しい時

が遠ざかり、一瞬、どっと押し寄せて来る安らぎに心が和むのも、やは

り厳しい時を何とか生き抜いてきたからではないでしょうか。 

 厳しさがあったればこそ、その次に訪れる安らぎは、何にも例えよう

もない、地獄に仏のような幸せを感じます。緊張が続いた分だけ、次に

安らぎがあり、その深さだけ安らぎもまた深くいただけるように思いま

した。 

 先生のご指導に『己に厳しく厳しく、他には寛容に』というお言葉が

ありますが、己に厳しく生きる精進努力がなくては、どうしても自己本

位となり、自分に甘くなってしまいます。他には寛容に、は己に厳しく

実践しているその正しさに相応した寛容が実践出来るのではないかと

思えるようになってきました。 

 己自身に甘い生き方をしていくと、次第に悦びとか幸せが解らない人

間となってしまうようであります。 

 甘い生き方ではなく、やはり己に厳しい一時、一時の中にこそ、心か

ら我が魂の限りを生き抜いているように思います。しかも厳しさが厳し

いほど、その中でいただく悦びや勇気や希望も、また一段と大きく、豊

かに心を満たすように思います。 

 僅かな人生経験しかないのに生意気な言い方ですが、これまで多数の

人にお目にかからせていただいて思いましたことは、法を知らない人で

も、真正直に明るく感謝に生きている人は、皆幸せに生きておられるよ

うに思います。それに加えて、正法を実践しておられる人は、この人生

を最高に生きておられると思います。私たちにはかつて未だ経験したこ

ともない、幸せといいますか、何一つ不安のない平安の中に生きておら

れるのではないでしょうか。 

 私たち神の子の寸秒の生き様は、総て克明に神と主が見ておられるこ
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とを、お教えいただいていますが、神は、その人間の心に応じて、その

目の前にその時必要な人間を差し向けてくださり、心の精進にとお計ら

い下さっております。しかし愚かな私たちは、直ぐさま自分の目で耳で

匂いで、また自分のいやしいあるいは汚い心で感じたものを正しい判断

と錯覚をして、この人嫌い、この人いやっ、好かん、しょむない奴や、

声を聞いただけで虫酸が走るといったように、この世にあるありとあら

ゆる言葉を駆使して、悪口雑言や愚痴等を吐き捨て溜飲を下げます。 

 しかしそこで久しぶりに心がすっきりしたように思うのは、とんでも

ないことで、返って我が心を深く傷つけたのでした。思いっきり深手を

負ったのに、溜飲が下がったとは、何とも哀れな人間ではないでしょう

か。 

 しかし実際は、その人間の心は深く深く傷ついてしまったのです。こ

のような恐ろしい性癖をなくすには、自分の目の前に現れる人に対して

は、常に自分の心に『神様がこの愚かな私の駄目な心をたたき直すため

に、今この目の前の人をお与え下さったのだ』と、言い聞かして、お会

いする心がけが大事です。 

 目の前にいる人との間に神様をおいてお会いしますと、自然と思うこ

とや行うことが正しくなり、怒りとか愚痴とか悪口など自分中心の思い

が出なくなり、明るい心で安らぎをいただくことが出来るようになりま

す。やがてこのことが習慣となって、一歩一歩、法の実践が出来るよう

になります。 

 相手と自分の二人だけの意志で、お目にかかっているのではなく、い

つも神がお計らい下さって、今の有り難い環境をいただいていることを

自覚しながら生きることが大事であります。このような心で人に接した

とき、自分にとって非常に厳しいことでも、むしろこの上もなく有り難

く嬉しく思えるようになります。 

 それは、何事にも、どのような場合にも、間に神をおいて、思う、行

うようにすると、必ずや安らぎがいただけ、自分の心が調和し和むよう

になるのです。いつもいつも神に意識を向けた生き方をしているため、

神の光がいただけるのではないでしょうか。本当に有難いことだと思い

ます。 

 このような心づくりをするためには、まず法をしっかりと学び、日々

生活に生かした実践をすることが大事であります。 

 

 今日からしっかりと生きようとか、しっかり自分を大切に生きるとい

うことは、法によって自分を愛し、大切に生きることであります。 
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 しかしその具体的な実行の方法を学び、身につけていないと、いざと

いうときなかなか実践は出来ません。泥棒を捕らえてから縛る縄をぬう

ようなことになりかねません。それでは折角捕らえた泥棒は逃げてしま

うでしょう。これは、折角神がお与えくださった学修実践のチャンスを、

いただくことが出来ない愚かな仕儀となるでしょう。 

 立派なことは言えませんが、やはり『不断の努力天才に勝つ』という

諺のように、こつこつと精進努力を積み重ねていく以外には道はないよ

うに思います。正法の精進にはエレベーターはなく、ひたすら一歩一歩

しかないと思います。 

 法を学びもう大丈夫と思っていても生活の中に生かすことは、お釈迦

様も言われましたように難至難解、なかなか難しいものです。 

 そこで、一つの学習実践方法としては、日々の家庭生活の中で、自分

ともう一人の自分が、または親子、夫婦が相互に法を物差しとした話し

合いをするように、心がけていくことも非常に有益なことのように思い

ます。そして次第に、親子や夫婦を超越した一組の有難い神の子として

の、有難い環境をいただいている感激の中に生きることともなります。 

 どれだけ長時間話し合っていても、飽きる事なく疲れることもないの

です。もう夢中になって時間が流れていくのです。その流れの中に浸る

ことも大事な精進の一つだと思います。何時間寝ないと駄目だという人

は、もう既に眠る時間にとらわれているのです。眠ることを忘れ、悦び

の中に生きているその時は、神を讃え主を讃え、神との時をいただいて

いるからです。その環境に神の光が満たされているから、疲れも、飽き

ることもないのです。魂は時の流れも忘れて、ただ法の話を聞きたいの

です。話していたいのです。それは神の子だからです。 

 お陰様で、この二十年余りの間、法を学ばせていただきましたお陰で、

夫婦の対話、親子の対話がこの世で何よりも一番大切なことに気付かせ

ていただきました。 

 今日まで長い間対話のなかった夫婦や、親子を多く見かけますが、今

日大方の家庭には対話がないように思われてなりません。 

 それはまず結婚する時、お互いが好きであることが一番大切なことで

あります。結婚を嫌いな相手とする筈もないことですが、一時的な感情

で愛している、好きだとか、または自分の心を偽った結婚をしてはいけ

ないと思います。永遠に好きでならない、心のときめく相手を見つける、

努力をすることが最も大事なことであります。 

 そして好きであることと同様に、尊敬しあえる相手を見つけることが

大事であります。同時に、相互がそれぞれの両親を尊敬出来る相手を選
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ぶことが、神よりお与えいただいたこの短い生涯を、最高に生きていく

根本であると思います。何事にも根本とか基礎がありますように、この

基礎なり根本を、努力してしっかりと作ることから始めないで、二階や

三階に直ぐとらわれてしまうと、やがてそのものは崩壊することは先ず

間違いのないことであります。一本の大樹も大空に枝葉を繁らせている

大きさに比例した、根を地中深くはびこらせていると聞いておりますが、

その通りだと思います。根が小さくては、枝葉は大きく繁茂しないでし

ょう。 

 夫婦がお互いに好きであれば、少々の過ちやミスもとらわれることな

く、許し合える筈であります。夫婦がいつもニコニコと円満であれば、

そこには必ずや心身ともに健全な子供が与えられることでしょう。放っ

ておいても危険な人間になるはずもなく、何時も優しい目が微笑んでい

る、明るい人間となるでしょう。 

 当然のこと、常識や礼儀や感謝の念の厚い子供に成長するでありまし

ょう。しかも一番大切な神性、仏性豊かな暖かい魂として、本来の魂の

次元を十二分に発揮した人間として、ものの哀れを思い、自ずと善悪の

判断がつき、自分に厳しい神の子として成長することでありましょう。 

 あの世から生まれて出てきた儘の丸く豊かな魂を、両親の影響によっ

て歪ませることがなければ、当然何事も正しく丸く豊かに、神のみ心の

ままに成人し、やがて人々に勇気と希望と悦びを与えずにはおかない、

素晴らしい神の子としての使命を果たすため、世の指導者としての道を

歩まれるに違いないと思います。 

 幼い時から勉強勉強ではなく、自然の儘に子供らしく泥だらけになっ

て遊び、その年頃に相応した自然を相手にしての遊び、周りの友達との

遊びこそ、掛替えのない大事な神性、仏性の成長の糧となるものと思い

ます。 

 親は子供があってこそ、親としての修行をさせていただける訳で、い

たずらに子供の思いや行いを曲げて、親のコピー人間に仕立てるのでは

なく、その子供自身が自力を出せるように、良いところは褒め讃え、悪

いところは厳しく指導するという良き親子の環境づくりを心がけるこ

とが、良い親子の基礎造りとなるものと思います。親だからといって、

勝手に子供の漬け物桶の中に手を入れてかき交ぜるようなことは、まず

慎しまなければなりません。 

 肉体は両親からいただきますが、魂は別々であるとお教えいただいて

おります。この夫婦の不調和が原因となって、やがて親子の関係も不調

和になっていくのです。今日の社会環境の不調和、地球環境の不調和な
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原因は、この夫婦の不調和が原因となっているように思えてなりません。 

 お金が大事だ、家を建てることが大事だといって、ものにとらわれ、

心の大事なことを忘れて、子供を放っておいてきた親たちは、やがて、

いくら金があっても償えないような、恐ろしいことが待っていることに

気付かねばならないと思います。それは、今日随所に見られる家庭内暴

力という形によって現れてくるのです。それは、物心ついた子どもたち

の良心の反発です。これまで長い間、我慢をしてきたその反作用の現れ

であります。 

 現代社会はお金やものにとらわれてしまい、そのような「もの」やお

金よりも、最も大事な愛情という宝を、子供に与え尽くすということを

知らない、親や教師や政治家が増えているように思います。 

 愛する我が子に対して、常に心が満たされるほど愛情を与えていない

人が、どうして他人に立派な教育が出来るでしょうか。また政治が出来

るでしょうか。経営ができるでしょうか。 

 その根本はいうまでもなく、夫婦という環境が調和していないことに

大きな原因があるのです。夫婦の間に愛がなければ、当然のこと、親子

関係にも満ちあふれる愛情がありません。先生と生徒の間にも、国の指

導者の心にも愛が無くて、立派な教育や政治が、経営は出来るはずがあ

りません。 

 自分の家庭を愛で満たすことが出来ない人たちが、どうして立派な政

治が、教育が、経営が出来るでしょうか。当然心が円満ではないのです

から、心からの知恵も創意工夫も湧現されることはないでしょう。 

 現代社会は、政治家も経済人も、世のため人のためといってする仕事

は、その殆ど「もの」や「形」のことに限られております。大きい金が

かかる事業ほど立派だと思っているのです。何一つお金のかからない

『こころ』を調和するとか、心を満たすといった事業には、誰一人手を

着けられる人はおりません。それは心を失い、ものにとらわれてしまっ

ている人たちだから、人生の目的と使命ということや神のみ心のままに、

ということも知ってはいないからでしょう。 

 心を基本とした政治家や学校教育者や経済人が出て、中心となればや

がては犯罪も暴力も受験本位の学校教育も、果ては戦争や飢えもなくな

り、政治も小さい政府となり、したがって税金も少なくなり、少ないお

金で平安な地域社会や国や地球が出来上がっていくことでありましょ

う。 

 経済もまた利益のみ追求の経済ではなく、必要な分だけ利益をあげ、

その地域に還元するといった生かし合う調和された経済社会が成り立
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っていくことでありましょう。このようにして仏国土・ユートピアが育

っていくのではないでしょうか。 

 その日の一日も早いことを祈念して止みません。 

 

 神に対して 主に対して 今日の幸せを心から感謝し、その悦びを 

             捧げます。 
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【愛】1995-8 月 

 

 ある若い女性から相談があった。 

 こんな老人に相談をかけてくれるとは、何と有難いことであろうかと

思い、話を聞いた。 

 小学校の先生の実習をしておられるとのことであった。 

 『私が話をしても、皆自分たち同士でガヤガヤ話していて、無視され

てしまうんです。私は生来、子供が嫌いだからでしょうか』 

 「そんなことはないですよ。もう少し知恵を絞って工夫してみたら」 

 『どうしたらいいのでしょう』 

 大分ご重態のようである。 

 「貴方は、中学、高校、大学で、何ていうニックネームで呼ばれてい

たの」 

 言葉が反って来ない。この老人に話したくはないらしい。きっと将来、

結婚した人には話すのかも知れない。 

 いや、待てよ。自分は『道鏡』だったけれど、うちの彼女からは、ウ

ン十年も経つけれど、未だ聞いたことはない。 

 まさか『遅飯食らい』ではなかろうな、とニヤリとした。 

 時々昔の悪友から電話がかかってくることがある。 

 『道鏡』おるかネー。ハーイ、チョット待ってぇ。 

 「誰や。おう。変態かぁー。なんや」 

 もうかれこれウン十年以上の年を食っているというのに、何時までも

かの悪餓鬼時代のあだ名で呼び合い、旧交を楽しんでいるのである。 

 そもそも道鏡という名は、その通り、弓削の道鏡なのだ。何故かくの

如き古風な名前を頂くに及んだか、それは、東大を出て間もない先生が、

ある日の国語の授業で『円山応挙』について講義をしていた時のことだ。 

 『たしか、この教室に応挙というのがいるけれど、道鏡の方が似合っ

ているゾ。何故なら、何時も頭から湯気を上げているから』 

 こういう時に限って言った後、口を半分程ポカーンと明けて、私の顔

に視線を向けたのである。直ちに、悪餓鬼連中が、ドッと笑い転げるこ

とを計算した何時ものポーズである。ちょうど、落語家が人の顔を見て

計算しながら、話しているのと、似通っているのだ。しかし微塵もその

ようないやしい感じのしない、したたかな芸人以上の漫談家なのだ。 

 悪知恵では何処にも引けをとらない悪餓鬼も、田舎育ちの鈍感なため

か、直ぐには反応はなかった。が、次の瞬間、ドッと笑いと拍手が巻き

起こったのである。今日だったら、全くドンクサイということになるけ
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れど、当時は、それはそれで早い方だったのかも知れない。 

 それからというもの今日までの長期間、ことある毎に『道鏡』と、愛

され？続けて来た。 

 電話ぐらいならまだしも、既に妻子にばれているから何のことはない

が、こともあろうに田舎町ではあっても、いやしくも金澤銀座（チョッ

ト古いかな。チョットどころではないな）のド真ん中で、しかも人通り

の多い向かい側から『道鏡っ』と、大声で呼ぶ奴がいたりする。 

 このあだ名のために、ウン十年間どえらい迷惑をして来た。あのギャ

ングのために、クソッ。 

 しかしこれが縁となり、彼が名監督として短期間に作り上げた、北陸

では名門のバレー部に入門し、その後四年間、みっちりとしごかれたの

である。また、彼の特技に、全校の教職員ならびに生徒のあだ名を殆ど

調査し、知っているのだ。時々眠気を催している時には、その特技の一

端を披露した漫談をしてくれるので、ファンが急増し、ギャングという

珍しいあだ名と相まって他の教師に大きく水をあけていた。 

 悪餓鬼皆が尊敬し、熱愛していた彼の岩井隆盛先生には、金沢大学の

名誉教授を最後に、今年の春早く、桜を待たずに旅立って逝かれた。 

 彼女は、先刻からそのままで待っているのである。 

 このうすボケは、何を考えているのだろう、いよいよボケて来たのか。

こともあろうに、こんな時に、と思っているのではないだろうか。と、

少しばかりうろたえたのである。 

 しかし原稿に書くと、スローモーション・ピクチャーのように、こん

な風に長くなってしまうのだ。ところが実際は一分も経っていないので

ある。 

 彼女に対する答えは、質問が始まる前からもう、ほっかほっかな奴が

既に出番を待っていたのだ。 

 『明日学校へ行ったら、直ぐ様、先生はネー、貴方たちの頃には、皆

からマルマルと言われていたのよｫー。今日は、皆のニックネームを聞

きたいナー。教えてくれるぅ』と、言ってごらん。 

 『ソレハ面白そうネ。ヨシッ。やって見っか』とは言わなかったが、

電話は切れた。 

 二、三日してからだった。 

 彼女の甘い声が聞こえて来た。途端、うまくいったな。良かったぁ、

と思った。 

 『うまく行きましたぁ。有り難うございますぅ。私ぃ、子供が可愛く

なったぁ。もぉ－、先生、先生って、回りを取り巻かれて大変なの』、
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彼女の嬉しそうな声を始めて聞き、心が宙を飛んだ。 

 その言葉が『いかはるっ。来やはった』調の関西なまりだから、なお

さら生き生きとした悦びに聞こえて来たのである。 

 

 愛とは、このようにその人の次元にまで下りて、目を見ながら話をす

れば、総てがうまく行くのである。 

 人の次元までに下りることは、エレベーターではないのだから、そう

は簡単に上がったり、下ったりは、出来ないと思いがちであるが、しか

し法を学修実践していく中で、それは容易に実行出来るようになる。 

 とかく人間は、直ぐ様のぼせ上がって増長慢になりやすいが、下に下

りることは人もってそうは間単には出来ない。 

 しかし『実るほど頭の下がる稲穂かな』という言葉があるように、心

が広く丸く豊かな人程、謙虚である。選挙等の時だけ、もみ手をしなが

ら妙に這いつくばる、あの謙虚ではないのだ。 

 この世の名誉や地位、財産、お金などの不浄な物ではなく、宇宙の総

てを所有している、つまり心が大きく、丸く、広く、豊かな人は、常に

謙虚で、其の神仏のみ心を心として思い、行っているから、心は素直な

のである。 

 偉大な魂でなくとも、我々のような者でも、法を学び不断の精進努力

をしていくことにより、それは至極容易なことである。 

 その人の次元よりも一寸下まで下りて、そっと手を添えて支えて上げ

る、これが愛なのである。 

 現代の学校教育は、知識の切り売りだから、教育の現場では混乱が絶

えない。 

 何が真の教育なのか、ということが理解されていない、というよりも

教えられていないのが現実である。教える指導者がいないからである。 

 だから子どもたちに教えてやっている、といった全く心得違いの先生

が増えている。 

 正しい学校教育については、主のご著書、『心の発見・科学篇』二三

二頁の中でお導きいただいている。ご覧いただきたい。 

 学校教育とは、知識の詰め込みではなく、愛の思い、愛の行い、神の

子として、神のみ心を心としての思い、行いについて、正しい心の在り

方を教えることなのである。 

 それには、先生自身家庭において、あるいは地域社会において、正し

い法のもとに、思うこと行うことの学修実践を積み重ねない限り、真の

教育は至難なことである。 
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 先生は教えてやっていると思いがちであるが、そうではなく、毎日毎

時、目の前に座っている大勢の子供たちから、美しく清らかな心の波動

を受けて安らぎを一杯いただいていることや、大自然が示しているよう

に、子供といえども相互に生かし合っていることを知らねばならないの

である。即ち知識ではなく、人生の目的と使命を学ぶこと、心を学ぶこ

と、法を学ぶことが最も大切なのである。 

 人生の意義が解った時初めて、心から教えさせていただいている、子

供たちから自分も学ばせていただいていることの真実が理解されてく

る。そうして総てにおいて、お陰様という真意が理解され、愛というこ

と、また調和ということが心から理解され、人生の正しい在り方に初め

て気付くのである。 

 目の前に座っている子たちは、算数や読み書きは教わらないと知らな

いが、しかし、先生よりも心が汚れていない清らかな心の持ち主である

ことを知って欲しい。 

 その汚れなき清らかな心で、心の目で、心の耳で、先生たちの心を見

つめ、思いを感じ取っているのである。 

 もしも離婚している先生がいるとしたら、その理由にもよるが、果た

して子たちの教師としての資格があるだろうかと、言いたいのである。

また、自分の子たちを粗末にしている教師がいるとしたら、その先生は

子たちを教え指導する心の資格は、もうないのではなかろうかと思う。

そこには愛がないからである。愛とは、生徒や学生達に迎合したご機嫌

とりのことではない。愛とは、中道であって厳正なものである。 

 人を教え指導する立場の者、先生と名の付く総ての者は、その思うこ

と行うことが、神のみ心から外れ正しくないと、一般の人よりも倍以上

罪が重いと、お教えいただいている。 

 何も親だけが神の子ではない。子たちも立派な神の子である。むしろ

親たちよりも子たちの方が、神のみ心に近いのではなかろうかと思う。

心が清純だからである。 

 したがって親たちよりも、先生たちよりも、むしろ神のみ心を素直に

直感することが可能ではないだろうか。 

 この世は人間関係のみならず、命のあるもの、命のないもの総てに対

して、愛の思いと、愛の行いを実践努力するために、自ら願って出させ

ていただいていることをお教えいただいている。 

 

 神に対して 主に対して 今日（こんにち）只今の平安を感謝いた 

             します。そして総てが主のお計らいとお 
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             導きとによることを我が心にいただいて 

             おります。有り難うございます。 
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【信ずるとは】1995-9 月 

 

 一九八七年四月号「ほくりく」誌より、高橋信次先生ご指導の『心行

の解説』が掲載され、次のようにお説きくださっている。 

 

 「『心行』とは心の教え、ということであります。 

 心行の内容は、人間と宇宙の関係を明らかにすると同時に、森羅万象

の根源は『心』にある、神仏のエネルギーが万生万物を育み、支えてい

ますので、万物の成り立ち、人間の在り方、つまり『心』と『行い』を

示したものなので、これを『心行』としたわけです。 

 また『心行』とは、別な言葉でいえば『信行』でもあります。『心行』

の最後の部分に、八正道こそ人間悟道に通じるとしていますが、八正道

は、日々の生活に行じてこそ意義があり、悟りを得る最短距離でもあり

ます。したがいまして、『心行』は、ただ理解しただけではなんにもな

りません。これを理解すると同時に、行うことにあります。つまり信じ

て行う、ということです。 

 『心行』とは、それ故に『信行』でもあるわけです」 

 

 これまで我々は、何事も簡単に信じてきたが、果たして信ずるとは、

どういうことなのか、まず広辞苑によって調べてみた。 

 「まことと思う。正しいとして疑わない」と記してある。 

 ある月例学修会でのことである。一番バッターのある女性が、ここ暫

くの自分の反省について話された。何時もの彼女と違い、何となく沈ん

で見えた。 

 「貴方は、ここ一週間くらい前に何か違った宗教か、それとも何か思

想的なものにとらわれませんでしたか」 

 かつての自分もそうであったが、難しい法の話は、直ぐ様眠くなった

が、このような霊的な話になると、急に眼がパッチシ開いてくる。今日

集まった人たちは、何時もより余りにも早い出し物なので、一斉にウー

ンとは言わなかったが、皆が前に身を乗り出して来た。 

 今の質問に対して、当のご本人はどのように答えるのか、固唾を呑ん

で彼女の口もとを見つめた。 

 「エーッ、そんなことは何もありませんでしたが……」 

 「何か心に強く信じたことがあった筈ですがネ」 

 「エーッ、なんだろう。ああっ、そうそう。この間病院に占いの方が

見えて、皆が見てもらっていたので、私も見てもらったんですが、この
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ことに何か関係がありますか」 

 「ああー、当たっている、当たっているぅ」と貴方も言っていました

よね。 

 「ウフフ・・・ハイ、そうです、そうです」 

 こんな時、大抵の人はきまりが悪いのか、それともテレるのか、同じ

肯定用語を二度繰り返す癖がある。虚をつかれたため、体制を建て直す

ためであろうか。 

 皆がドッと笑った。本人も明るく笑った。 

 大方の人は当たるかな、外れるかな、という思いで、二つの顔を見比

べているのだ。 

 当方は、格別頭を使って難問を解こうとしているのではなく、至極気

楽なものなのだ。だがしかし、法を遊び半分に扱っているのではなく、

この人の心の真実が、自分の思いと合っているかどうか、自分も学修を

させていただいているのである。どういう立場の人間も一人だけでは修

行は出来ない。 

 気楽なものだというのは、何か当ててびっくりさせてやろうとか、も

しも間違ったらどうしよう、と悩む必要はないということなのだ。それ

は、何処かの当て物やとはその根本が違うからなのだ。 

 その人の心から出ている波動を見て言っているので、自分の心に受け

ていることが違っているとしたら、それは只今の自分の心が何かの欲望

にとらわれていて、心が波立っているのである。 

 それはちょうど池の水面に風がないときは、月影も写すし、風が出て

水面に波が立つと、何も写さないようにである。しかし、これは大聖者

のお心のことであって、決して私如き者のことではない。 

 もしも自分の思いと合致しているとしたら、現在只今の自分の心の在

り方について、一段と深く学修させていただけるのである。これは幼稚

園児でも小学生でも誰でも可能なことなのである。特別なことではない。

心の眼に写ったものをその儘述べることだからである。 

 当たるとか外れるとか、宝くじではないのだ。神聖な法の世界のこと

である。人の運命がかかっている重大な問題なのだ。今この人が、突然

この世を去ることになったら、とても呑気なことを言っている暇もない

大変なことなのだ。人様の永遠の魂、永遠の生命にかかわっていること

なのだ。 

 

 何時もこのような時には、改めて、大宇宙大神霊・仏を念じ、心を正

し、意識を集中して、その方の話を聞かせていただき、心を込めて答え
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させていただいている。 

 この人は、僅か数分間、占いの人に自分の運命を占ってもらっただけ

なのに、このほんの短い時間に聞いたことが、異常なほど鮮明に心に食

い込んでいるため、心がその分汚れてしまっているのである。そして自

分自身何故か解らないけれども、何とはなしに心が暗くなっていること

に気付いているのである。気分が暗く沈み風邪でも引いたのでは、と思

っているのである。 

 人は誰でも、皆明日のことを知りたがっているのである。一分先、一

時間先のことが解らないため、その真実を知りたいという願望を持って

いる。法に帰依する以前の自分も、そういった願望の強い人間であった

し、人様の運命を見ることが大好き人間であった。しかしある時、人の

死を予告したことがその通りになってからは、一切止めてしまった。 

 法に触れて、初めて人間は過去、現在、未来の三世に跨って生きてい

る、生かされていることを学んだ。未来は遠いものではなく、現在只今、

自分の思っていること、行っていることが正しければ、その正しい結果

が、一分先か一時間先か、それとも半年後か、一年後にその正しさに相

当した結果が現れて来る。また、今今というこの未来に向かって流れて

いる一時、一時の中で、思うこと、行うことが正しくないものであった

ならば、やがて訪れて来る一時一時に、これまでに作った原因に等しい

結果が否応なしに、やってくる。即ち、原因と結果は常に輪廻している

ことをお教えいただいた。 

 人間の一生は、如何なる人であろうとも、明日まで必ず生きていると

いう保証はない。であるが故に、昔の賢者は「あしたに道を聞かば夕べ

に死すとも可なり」と、詠われたのではなかろうかと思う。この一瞬一

瞬こそ生涯である。その積重ねが、五十年、あるいは七十年生きた、と

いうのである。それは法を知らない人の言うことであって、人生五十年

ではない。 

 人生は、この目の前の一瞬一瞬なのだ。故に、この一瞬一瞬の生涯を、

法の物差しによって思うこと、行うことを昨日よりも、よりより正しく

生きるように、知恵を絞り、己に厳しく、我が心を見つめて生きねば、

悔いを千歳に残すこととなるのである。 

 自分本位に生きては、何のために何千年振りにこの世に望んで出させ

ていただいたか、その好機が失われることになるのである。この一瞬、

一瞬は、天上界で学修したことについて、実践の試験を受けているので

ある。だから、目明き盲の状態で、現在只今を生かされているのである。

そして目の前、周囲には地位、名誉、財産、物やお金がごろごろと転が
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っている環境にいるのである。全くカンニング出来ない環境で、只今資

格試験を受験していると思って間違いがないのである。試験官は、天上

界におられる光の天使であり、またこの自分の心なのである。天知る、

地知る、我知る、なのである。 

 これまで、いろいろな他力信仰を遍歴して来た多くの人に出会って来

たが、大概の人は、口々に次のように言われる。 

 「丸山さん、正法ばかりでなく、どの宗教も皆良いことを言っている

よ。全部間違っていることはない。その中には必ず正しいことを言って

いるよ」 

 過日の、高橋信次先生に対する感謝と誓いの会でも、参加された何人

もの方が「この会のお世話人の人たちは皆謙虚だねとか、皆美人揃いだ

ねとか、あるいは丸山さんは、経営者の経験があるから、細かいことま

で口出しをしないで、他人任せに出来るのだ、とか、あるいは、物腰が

低いから本物や」等と言っておられたのを耳にした。 

 このような会話は、前述の何処かの他力信仰を遍歴して来られて、ま

だ法の何たるかが解ってはいない人と同じなのである。それではこのよ

うな見方や思い方の、何処が間違っているのかというと、謙虚な人や、

物腰の低い人は何処にでもおられます。美しい女性、優しい女性も、何

処にでも見受けられます。 

 そういった姿形だけを眺めて、本物やという人は、その人自身、法が

ある、法がないということが、心に堕ちていない人だと思う。ましてや、

何処の宗教でも何か一つ正しいことを教えている、と思っている人は、

全く以前の他力信仰から抜け出ていない人と言っても過言ではない。 

 つまり、姿形による判断をしているということは、物を中心とした判

断に生きている人であり、法による正しい見方、思い方の解っていない

人のように思う。 

 その方々も、高橋信次先生の教えを真剣に学び、実践して今日に至っ

ておられ、また高橋信次先生の知識的なことについては誰にも負けない

ほど、知り尽くしているのかも知れないが、法ということが解ってはお

られない状態である。 

 何事も最初が肝心のように思う。正法も、始めは入門の教科書である、

先生のご著書『心の発見（神理、科学、現証篇）』と『人間釈迦（一部

から四部）』を、小冊子「はじめての人に」を参考にして精読していた

だきたい。 

 そして読む要領は、読みながら自分の解釈をしながら心に入れないで、

書いてあるその儘を心に入れるように努力することが大事と思う。また、
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カセット・テープによりご講話を拝聴させていただく時も、同様に、聞

きながら自分流に解釈しながら心に入れることは、止めた方が良いと思

う。 

 頭で理解するのではなく、心のチャックを全開して聞き、その儘を心

に入れるようにすることが良いように思う。 

 ある学修会に初めて出させていただいた時のことである。長年法を学

び、ご精進してこられた方々なのに、心が汚れているのである。光がな

いのである。 

 何故だろうか、法に帰依されているというのに、何故心が暗いのか、

光がないのか、きっと何か正しい学修をして来られなかったのではなか

ろうかと思い、尋ねたが回答がなかった。 

 それからは、ことある毎に、ご著書以外のものは読まないこととか、

ご著書の正しい読み方、ご講話の正しい聞き方について、じっくりと時

間をかけて呼びかけていったところ、二年くらいかかってどうにか光が

出始めて来たのである。 

 心の表面意識は、今自分が信じていることが真に正しいか、間違って

いるかが解らないのである。解ったとしても、自分にとって都合の良い

ことを正しいと思いがちとなりやすい。 

 それは偽我だからである。しかし、現在如何なる悪事を働いている人

であろうが、また常に人のために己を捨てて奉仕をしている人であろう

が、それぞれの心の潜在意識は、今思っていることや行っていることが、

神仏の心を基準として、正しいか間違っているかについて、一瞬一瞬判

定をしていることを知るべきである。お教えいただいているように、心

は、如何なる人も総て神仏に直結しているために、真に正しいことを知

り悉しているのである。故に、心までごまかすことは出来ないのである。

他力信仰等を経験した人たちの良いことや正しいこととは、次元が違う

ことを学ばねばならないのである。 

 真に正しいことは、法の中にしかないのである。悟っていない人の言

うことは、その人自身の考えで、思想ともいう。いくら尊敬している、

父母であろうともその教えは道徳であったり、考えであったり、体験で

あったりする。 

 正しい法の学修を目指すことである。その方法は、ご著書を真剣に精

読するだけで、後光が出るように思う。ましてやそのうえ正しい反省を

されれば、当然光に満たされるようになることは、当然のことである。 

 

 法を正しく心に堕として、初めて正法者といえる。そして心行・祈願
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文を唱え、心の精進努力を重ねていく中で、光に満たされ、日々安らぎ

の中に生かされるのである。 

 そのためには、法を信ずるための正しい学修、正しい精進、正しい努

力に命がけで取り組まなければならない。 

 明日あると思うなかれ。明日はないのである。今日一日さえもおぼつ

かない。 

 

 神に対し主に対し 収穫の時をいただき、実り豊かな心の収穫とな 

          るよう精進努力に務めることをお誓いいたしま 

          す。 
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【語る者ではなく行う者でありたい】1995-10 月 

 

 高橋信次先生からいただいたお言葉は多数ありますが、その中でも特

に心に厳しくいただいているお言葉の一つに、次のお言葉があります。 

 『語る者は多し、されど行う者は少なし』 

 私は、日々何時もこのお言葉を思い出し、自分は今現在、語る者であ

ろうか、それとも行う者であろうかと、問いかけております。 

 語る者とは、どのようなことかと考えてみました。高橋信次先生は偉

大な方であられた、ということや高橋信次先生の説かれた教えは、素晴

らしい教えであるとか、高橋信次先生は、人の心はもちろんのこと天上

界を始め地獄界をも瞬時に見通すことが出来る方であるとか、または自

分が法を実践もしないのに、ご著書を拝読したことをそのまま受け売り

の話をしているといったことや、高橋信次先生はこう言われた、ああ言

われたと、お話をされるのみで、自分自身がそのいただいたお言葉を実

践努力した悦びをお話されていないようなことではないかと思います。 

 また、行う者とは、法を学び、それを日々の生活の中に生かす実践努

力をすることや伝道することではないかと思います。やはり一番大事な

ことは、法によって自分を生かすことであります。生かすとは、自分を

愛することであります。愛することとは、自分を大切にすることであり

ます。自分を大切にすることとは、自分を救うことであります。 

 まず自分も救えない者が、いくら高橋信次先生の偉大性を叫んだとこ

ろで、そこにその教えを実践していないとしたら、その真価は一つも証

明されないのではなかろうかと思います。 

 過日も、金沢市崎浦公民館での学修会が終わった時、初めて参加され

た女子学生さんに如何でしたか、と感想をお聞きしたところ『皆さん愚

痴を吐き出しに来ているように見えた』と、お話しくださいました。 

 実際は、そのような愚痴を言いに来るような暇な人は一人もおられま

せんので、法による思い方や行い方について、このようなことでよいの

か、それとも間違っているのか、あるいはこのような場合、どのような

思い方をすれば正しいのか、といったことの指導を受けに来ておられる

ことをお話しましたら、やっとその学修会の内容を理解されたようでし

た。 

 私は、今日までの約二十年間余りの間、始めのうちは、講演会方式の

学修をしておりましたが、その話を聞いて実際生活の中に生かす実践と

なると、中々現実の生活に生かすことは至難であることを知り、二年程

たってからディスカッション方式の現在の学修に変更いたしました。そ
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して約二十年間経過した現在、その成果を振り返って見ますと、講演会

方式よりも即生活に生かす具体的な学修であるため、のみ込み易く、遥

かに実効が上がっていて悦ばれております。 

 この学修方式は、生活の中での思うこと行うことの一切、何事であれ、

疑問に思うことは何でも良いという勉強会なのです。いわば、個人指導

を兼ねた学修と思われて良いと思います。 

 ですから、会員の方は、精々納得するまで質問することかできる、と

いったマンツーマンの学修なのです。但し、ご著書を一通り拝読し、求

めておられる方に限ることを条件としております。 

 何故このような学修方法を採用したかと申しますと、一人でも早く正

法者を養成しなければならない、そして一人でも多くの正法者を社会に

送り出し、その環境を調和しなければならないという思いでした。いく

ら、先生の教えは素晴らしい素晴らしいと、叫んだところでその叫んで

いる者自身が、法から外れた行動なり、実践のない思いや行いをしてい

るとすれば、叫びながらその後でその叫びを消しているようなものであ

ることに気付いたからでした。 

 それから行うということは、偉大なお方がおられる、ということを叫

んでいくこともその一つかもしれませんが、先生が慨嘆されての始めの

お言葉の真意は、法を日々の生活の中で実行すること、であったと思う

のです。ところが、そのような叫ぶことだけならば、誰でも簡単に出来

ることでありますが、いざ実行となると、中々一夜漬けの試験勉強のよ

うな訳にはいかないのが実情であります。 

 何故かといいますと、私たちは、何千年、何万年の転生輪廻を繰り返

して、今現在このように幸せに生かしていただいているのに、少しも我

が魂は成長していないことに気付く筈であります。私は、自分の愚かさ

を理解しておりますので、決して高い所にその目標を置いてはいません。 

 与えられた一日一日を大切に感謝して迎え、その中でいただく法を求

めて来られる方に対して、その方の足もとに下りて、自分の体験をお話

させていただくことにしております。西に求める人あらば、西に向かい、

北に、明日をも知らない人があり、救いを求められれば、北に走り、自

分の総てを捧げさせていただくことに明け暮れることが、自分に与えら

れた務めであり、先生に対する報恩感謝の誠を捧げる道ではなかろうか

と思っております。 

 そして、日々多数の人をお与えいただいている中で、新たな勉強をさ

せていただいているのです。毎日毎日が出会う一人一人の方から学ぶ有

難い機会でもあります。 
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 求めて来られる一人の人に教えて上げるといったことではなく、自分

の実践体験をお話し申し上げ、また、自分もその方を通して学ばせてい

ただいているのだ、ということであります。この世は、調和のための修

行をさせていただくために出させていただいていると、お教えいただい

ております。神がお与えくださった目の前の方は、この私に何かを教え

てくださるために、お与えくださっていることを思う時、ただ感謝ある

のみであります。そしてその正しい思いの中で、素晴らしい学びや心の

発見がいただけるのであります。法の理解が一段と深くいただけるのも

このような機会であります。 

 私は明日のことは解りません。ただ解っているのは、現在ただ今とい

うこの一時でしかありません。この一時をどうしたら良いのかというと、

今現在お与えいただいていることに、意識を集中し、ただそのことのみ

に心を向けることであります。その結果を求めず、ただ一心を込めての

全智全能を捧げるのみと思っております。 

 非常に身のほども知らないことを言うようでありますが、私は今日ま

で、勝手に我が生涯の師は、高橋信次先生であると思って生きて参りま

した。そしてそのことを誇りとして来ました。誠にご無礼なことではあ

りますが、このような不遜な思い方をして今日まで生きてきておりまし

た。しかし、心のうちでは、何一つご恩にお応えするようなことはして

いないことを良く知っているのです。何もしていない者が、勝手に自分

に都合の良い思い方をすることは、誠にご無礼の極みであり、許される

ことではないこともよくよく知っている積もりです。 

 これは人様に申し上げることでもなく、またそのような奢り高ぶった

心を持ち、態度をするためのものでもありません。何か自分の中での見

得のようなものか、それとも我が未熟な魂の支えとでもしたいためなの

か、さだかではありませんが、ここのところを一日も早く整理しなけれ

ばならないと思っております。 

 私は何にも解ってはいません。何にも知りません。ただ解っています

ことは、高橋信次先生という偉大な偉大なお方からお聞きしたこと、お

教えいただいたこと、ご著書を拝読したことについてだけは、しっかり

と心に置くように努力しているものであります。 

 今後地球がどうなるとか、あるいは何時頃天変地異が起きるとか、あ

るいはあるいはといった未来思考のことは、一切何も知りたいとは思い

ません。ただ先生のみ教えだけは、しっかりと心に抱いて生きていきた

いと願っているものであります。それ以外は、何にも聞きたくもありま

せんし、また知りたいとは思いません。何故かといいますと、一番大事
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な大事な先生のお諭しやお教えやお叱りのお言葉すらも実行出来てい

ないのに、さらにそれ以上抱えることは不可能なことであります。この

未熟な私には、これが精一杯のことなのです。皆様のお情けに縋って生

かしていただいているのです。 

 このように愚かで怠惰でどうしようもないのに、日々願いの儘に、明

るい心で悩みもなく必要なものは総てお与えいただいて生かしていた

だいておりますことは、ただただ有難くご厚恩に涙するのみでございま

す。誠に誠に勿体なくも有難い極みの日々でございます。 

 高橋信次先生の神理の言魂（ことだま）に、次のお言葉をいただいて

おりますが、このお言葉も私の心に長年に亘って刻み込まれております。

このお言葉を大切にして、残された日々を生きたいと願っております。 

 

  『下座にあって 一隅を照らす者 その人は地上の宝である』 
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【再び思うことについて】1995-11 月 

 

 人間は誰でも、常に心の中で、何かを考えているものだとお教えいた

だいております。 

 何かを考えている、その考えていることを思っているというのです。 

 既にご承知のことと思いますが、高橋信次先生のご著書『心の指針』

では、思うということについて、次のようにお教えいただいております。 

 『私達は、毎日の生活の中で、自分だけよく思われよう、楽をしよう

と考え、他人のことを考えなかったりしますが、これは自己保存の我欲

につながっていることを知るべきです。 

 自己主張も自分にもどるのです。競争相手をケ落とそうなどという思

いは、あの山彦に似て、己にかえってきます。「馬鹿野郎」といえば、

山彦もまた「馬鹿野郎」と、自分の声でかえってきます。 

 思う、考えることは、創造行為でもあり、自己の運命をよくしたいと

思うなら、まず、正しく思うことをしなければなりません』 

 

 人を見る見方も、これまでの自分中心の思いで見ると、好き嫌いによ

って判断されてしまい、相手を正しく見ることは出来ません。 

 また、お話しすることも、その思っている思い方によって、言葉が出

て来ます。自分中心という物差しで思い、お話しをすれば、当然その言

葉には、相手を生かす希望と勇気と悦びのある話しは、出てはこないと

思います。 

 心の中で、相手に対して、不平や不満の思いがあるとしたら、相手に

出す言葉は、正しい法に依らない限り、まずニコニコとした笑顔で話す

ことは出来ません。もし心の中で思っている思いを、顔に出さないよう

に心がけたとしても、自分自身はその心によって不愉快になることは避

けられません。 

 何時も会う人によって、それぞれ自分中心の思い方をしていると、そ

のために非常に疲れ易く、しかも心が苦しくなるため、心は常に混乱の

し通しとなり、安らぎはなく、そのような生き方をしていると、やがて

は、当然病魔に襲われることとなるでしょう。 

 その人自身、自分の心を偽った生き方をしているからであります。こ

のような人を二重人格者というのではないでしょうか。 

 法を知らない人の大方は、多分大なり、小なりこのような生き方をし

ておられ、これが人間として当たり前と思っているのではないでしょう

か。しかしそれは、神の子としての正しい生き方ではないとお教えいた
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だいているのです。 

 私自身、今から約二十年余り前に、法に触れさせていただいた時、こ

んな生き方って果たして本当に出来るのかなあと、疑心暗鬼の思いで一

杯でした。しかし私の場合は、何とか一歩でも二歩でもこのような実行

をしないと、明日を迎えることが出来ない、絶対絶命の崖っ淵に生きて

おりましたから、正しいとお教えいただいているものの中で、一番大事

な思いから、見よう見真似でも実行しないと、転落することが分かるた

め、何でもかんでも口にほうばれるものなら、何であろうと詰め込み、

明日を迎える支度をしなければならない有様でした。 

 何とか目の前にちらつく地獄からは、何としても逃げたい、逃げなけ

ればならない、どのような体たらくとなっても、何とか助かりたい、助

かりたい、恥ずかしい憂き目にだけは、会いたくないという、一心であ

りました。 

 当時は、ガスレンジの上に腰かけてお尻に火が着いているといった状

態でした。このような状況の中での勉強ですから、とてもとてもゆとり

のあるお勉強などは、一切出来ず儘、思いは明日の資金繰りに心が奪わ

れているのでした。しかもお尻に火が着いているようなお勉強では、当

然すがすがしい明日を迎えることは出来ないのでした。まず明日まで後

七時間か八時間しかない現在の思いがこのような始末ですから、当然の

こと、この儘の延長の明日しか迎えることが出来ないことは、当然なこ

とであります。 

 そうです、今この原稿を書いている只今、この現在只今の思いは、変

えない限り、このまま明日まで持ち続けるものであるという、分かり切

ったこのようなことが、当時始めてやっとやっと心に堕ちた頃でありま

した。 

 読者の皆様におかれては、ななんと、まあぁ、浅ましい、このような

誰でも知っているこのようなことを一大発見をしたように言うとはと、

お笑いになるものと思います。 

 私は「着たきり雀」、このような諺は、当地方のみのものかも知れま

せんが、もしもそうでしたら、何卒お許しください、言うなれば、寝る

時も起きている時も、同じ紺色のスポーツウェアを身に纏いつつ、とい

った恰好をいうのであります。 

 私はこれまでの体験からは、思うということが正しい行動をするに際

しての一番大事な根源であると、思うようになりました。かと申しまし

ても、私自身、まだまだお恥ずかしい限りの駆け出しにしか過ぎません。 

 過日もある方に電話でお叱りをいただきました。「貴方は最後の最後



701 

 

まで人の言うことを聞かない。私は正法は十分に分かってはいないけれ

ど、しかし人の話は最後まで聞いている」という内容でした。私は「そ

の通りです。申し訳ありません。これからは注意していきます」と、申

し上げました。 

 このような簡単な会話でも、その中に潜んでいる双方の思いというも

のが分からないと、どうしても、最後まで聞かない方が悪い、というこ

とになるでしょう。しかし、その一回だけの話合いであったものと、毎

日のようにやりとりがあったものとは、またその中にある思いが違って

きます。しかも、正しい法に沿っての会話ならばいざ知らず、そうでな

い自分の都合によっての話であると、その判断はまた違ったものとなり

ます。 

 このように自分が持っている相手に対する思いというものが、その思

い方の強弱によって、また違ったものとなるものと思います。自分が持

ってきていた思いが、何かの不平や不満と作用し合って爆発する場合も

あります。また泣き声も入って来る場合もあります。 

 思いも、心の根底にある思いに他の思いが作用して、相乗的に倍加し

あらぬ方向に飛び火して、思いもかけない大爆発となる場合もあります。 

 私も青年時代は、このような常に爆弾を抱えている人間でありました。 

 姉の家のおばあちゃんが亡くなられた通夜の時のことでした。葬儀全

般の世話人をしていたのですが、姉から、通夜の席にお参りされた人数

よりも、食事の準備が多すぎた勿体ない、という苦情を言われ、私の持

ち前の癇癪玉が破裂しました。 

 また、姉のあの嫌な癖が始まった。こちらに任せたといっておきなが

ら、何を言うのか、こちらは姉のためを思って朝からこうして一生懸命

になってやってあげているのに、という恩着せがましい思いからであり

ました。 

 こういった時には、自分のいやな癖がまた始まった、と一つの心はし

っかりととらえてはいるのですが、しかし、言葉の方は、それにおかま

いなくどんどん投げやり的に飛び出していくのです。止めようと思って

も、言った言葉がありますから、何か面子のようなものにとらわれての

思いもありましたし、最大の原因は、自分のやっていることは、絶対に

間違いはない。そして、こんなにも一生懸命に献身的にやってあげてい

るのだ、お礼の一言も言うでなし、むしろ文句を言うとはけしからん、

という思いが大きく膨れ上がり、爆発の原因となったのでした。 

 私に対して、父は昔から「お前は根っからの根性良しや。お前はこん

なことでは人に騙されるのが落ちや」と、良く言われました。その時私
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は、何時も心の中で、根性良しの何処が悪いと、心の中で父に対して反

発しておりました。 

 この私の過去の生き様を見ても、自分は絶対に何事にも自信があるん

だとか、自分以上のことは誰も真似が出来ない、といった増長慢の思い

が、心の中に居座っていることが、このような爆発の原因となっている

のでした。 

 心静かに、自分のこれまで出した言葉で、何かトラブったことがなか

ったか、過去に遡って点検調査して見られることが大切だと思います。

そうすることによって、何かが思い出されるものと思います。そのトラ

ブったことを、現在の自分の立場で公平に当時を眺め、その時の自分の

思いはどうであっただろうか、またその相手の思いを相手の立場に立っ

て考えて見て、その双方の思いを、自分に片寄ったものでない正しい見

方によって、見直して見る作業をすることによって、過去の過ちを修正

するなり、または自分が間違っていたと思い込んでいたものであっても、

改めて自分は正しかったんだという、安らぎをいただける場合もあるわ

けです。こうしてつぎつぎと作業をすることによって、自分の思う思い

方の癖が判然と把握することが出来、今後の思い方の修正に非常に有益

なものとなることは間違いありません。 

 最後に、思うことの中で最も大事なことでありますが、高橋信次先生

のご著書や、お説きくださっています教えは、将来再びこの世に生まれ

変わってきても、中々会うことが出来ない位、偉大な偉大な教えである

ことはご承知の通りであります。いまや世界各国から心在る人々が、法

を求めて年を追うごとに増えてきていることは、何故でしょうか。 

 人によっては、この正法に帰依しておられながらも、未だに正法以外

の宗教がすべて間違いだということはない。どこかに良いことも言って

いる、全部否定することこそ間違い、と言っている人もおられます。し

かしそれは間違いであります。絶対に間違いであります。その方は、先

生のご著書なりご講話を、もっとしっかりと拝読されるなり、拝聴して

いただくようお願いするものであります。 

 その大事な大事な根本は、高橋信次先生は、お悟りになられた偉大な

偉大な言い表わしようのない上上段階光の大大天使であられる方だか

らであります。 

 このことは、あまりにも皆が知り尽くしていると思い込んでいるため、

見過ごしている人々が多いように思えてならないのです。何故かと言い

ますと、悟られたお方とはどのような方を言うのでしょうか、とお尋ね

しても明快に答えが返ってこないのです。そしてただ、エッエッ……と
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言われるだけなのです。 

 『人間釈迦』第一部の二○四頁からをお読みください。 

 『ゴーダマは、アモンからブッダと呼ばれた。ブッダとは神の心と一

体となった観自在力を備えた者をいうのである。観自在とは、過去、現

在、未来を見通す超能力のことで、それは人の前世、過去世、あの世の

生活、現在の心の状態、そして、その人の未来図が手にとるように分か

るのである。さらに集団を形成している部落、民族、国についての過去、

現在、未来も個人と同様に分かってしまう。当時のインドではこのこと

をアポロキティ・シュバラーといった。 

 ブッダ（仏陀）の観自在力は、いわば観自在力の頂点に立つものであ

り、それはまさに神の能力に等しい、というところから、そうした呼称

となった』 

 

 また、『心の発見』現証篇一三一頁も、引き続きお読みください。 

 『「どぶ沼のなかを見てみるといい。美しい蓮華の花が咲いているで

はないか。 

 諸々の衆生よ。 

 そなた達の身体は美しいものか。 

 美しくはあるまい。 

 あのどぶ沼と変わることはないであろう。いや、それ以上に汚いもの

だ。 

 なぜなら、眼をごらん。眼には眼糞。鼻をごらん。鼻には鼻糞。そし

て耳には耳糞。歯には歯糞がある。人間の身体から、外へ出るものは、

何一つとして綺麗なものはない。汗、大小便。 

 それはどぶ沼のそれよりも汚いだろう。 

 しかし、この無常な肉体も、眠ってしまえば、苦しみもなく、悲しみ

もない。 

 眼が覚めれば、また苦しみや悲しみを思い出し、また造り出している

ではないか。 

 苦しみや悲しみは、すべて心が造り出しているのだ。 

 肉体の五官が、客観的にとらえたものが、心のなかで造り出されると

いえよう。 

 それゆえに、心こそ本当の自分自身ということなのだ。 

 この心が悟れば、たとえ汚い肉体であっても、あのどぶ沼の蓮の花の

ように美しく、安らぎの境地に到達することができるのだ。諸々の衆生

よ。 
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 心こそ永遠の生命なのだ。心を正しく、あの蓮の花のように大自然に

美しい花を咲かせよう」 

 このように、自然の変化をとらえて、人々の心に、悟りへの道を説か

れたのである』 

 ・・・ 

『「悟られた仏陀は、輪廻から解脱しているため、生死を超越してい

るのです。だから、生まれることも死ぬこともないのです。あなたが、

もし、印度に行かれるとします。ケントマティー、ジャブ・ドーバー、

は美しい国です。それを、ゴーダマ様は、その頃、未来の国と申されま

した。ジャブ・ドーバーは、東の国で、ルビーやダイヤモンドで飾られ

た大きな建物があり、道には挨りもなく、坐っていて遠い国の人と話が

できる国といわれておりました。 

 その通りの国は、マンデァ・デュシュー（中国）から東の国だと申さ

れました。 

 今、この国から印度までは、船で行くか飛行機でしょう。そしてタク

シーに乗ったり、バスに乗ったり、電車に乗ったりして目的地に着くで

しょう。 

 乗っているあなたは変わりませんが、乗り物は目的地に行くまでには

大分変わったはずです。 

 日本から中国、ベトナム、タイ国の上空を通って印度に入るでしょう。

それぞれの国の空を飛んで行くはずです。 

 それぞれ乗っているあなたは変わらないはずです。つまり私達の生命

も、あの世とこの世を、幾度も肉体舟を乗り換えて、今、ケントマティ

ーの都にいます。 

 仏陀はこのように、あの世も、この世も、自由に行き、見ることがで

きるため、肉体の煩悩に惑わされないのでございます。 

 アポロキティー・シュバラー（観自在）になられているため、生まれ

ることも滅することもないことを悟られております。つまり、輪廻転生

における生と死を解脱されているから、生まれるとか死ぬということは

ないのです。 

 それゆえに仏陀になられたのでございます。 

 万物万生・生命のある者は、すべて輪廻をくり返しても、仏陀はすで

に過去、現在、未来の姿を悟っておりますから、自分を見失うことがな

いというわけでございます」 

 語ったことはまことに重大なことであった。仏陀は生命の転生輪廻に

こだわりを持っていないから、不生不滅の悟りに達しているということ
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だ。』 

 

 こうしたことを、大抵の人は皆知っていると思っているのです。しか

しいざとなると、なかなか答えが間に合わないのが普通のようでありま

す。 

 一般の宗教と高橋信次先生が説かれた正法との違いは、全く次元の違

う存在のものなのであります。 

 正法は人間の考えたものではなく、神のみ心であります。しかもそれ

を説いてくださったお方は、上上段階光の大大天使であられました。 

 この事実は、しっかりと正しく心に刻み込んで生きることが、神の子

として一番大事な思いではないでしょうか。 

 何故ならば、神仏を信ずることとは、本当だと思うことであります。 
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【求めよ さらば 与えられん】1995-12 月 

 

 '95 秋の研修会が終わった翌日、本部関係者の反省会がありました。 

 最初に、参加された研修生の感想について、発表がありました。 

 その中で、特に注目すべき発表が二つありました。その一つは、ある

心熱い方の救われた悦びの発表についての感想でありました。 

 その内容は、この方の発表は、毎回決まって同じことを話しておられ

るが、どうして皆さんは聞き飽きないのだろうか、何時も同じことを言

って人を笑わせているけれども、何がおかしいのだろうか、おかしくも

何ともない。むしろまたかといった思いがする。また、講師は、何故何

時も黙って見守っておられるのだろうか、といったような感想であった

ように聞きました。 

 私はこの感想を聞いて、日頃思っていることを次のようにお話しいた

しました。 

 この感想を持たれた方は、まず自分の心に救われた悦びがないのか、

それとも小さいのか、もう消えてしまっているのか、また意識を何時も

外に向けて聞いておられる方ではないか。 

 この心熱い人の発表を、自分の心に問いかけて見られたら、この方の

熱いお心が伝わり、自分の心の姿も見えてくる、またとない学習の好機

のように思う。 

 私は何時も、この方が話される儘に暖かい思いで見守って来ました。

この方の心こまやかな悦びの発表によって、聞く人の心を大きく揺さぶ

り、感動と感激で心が豊かに膨らむことともなれば、幸いと思っていま

した。 

 また、この方のお話は、毎回同じものではなく、聞くごとにその悦び

が大きく成長していることに気付いていました。この方も、きっとその

ことが解って来られたから、これからも毎回ずうっと続けて発表するこ

とをお許し願いたい、と言っておられるのではないかと思っていました。 

 この方に直接お聞きしたのではありませんが、この方は毎回会場に入

るまでに、今日はこのような話をしよう、等とは思ってもいない人だと

思うのです。むしろ、この救われた金澤の会場に到着すると同時に、当

時の感激と嬉しさ有難さがよみがえり、心が熱く燃えたぎり、出席され

た方々に対して話さずにはおられない、心の叫びに大きく支配されての

お話だと思うのです。これまで、これで何回も話しておられるうちに、

この方は、心でしっかりと神の実在、主の実在を、はっきりといただか

れたのではなかろうかと、思わせていただいて来ました。 
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 神はいませり、主はいませりということを、この方の心に見えたこと、

実感として伝わってきたことから、叫ばずにはおれない、やむにやまれ

ない、この熱い心の内面から噴き出す大きな衝動、心を突き破るのでは

ないかとさえ思う、この偉大なる我が心の叫びを、叫ばずにはおられな

い、しかもその悦びの叫びは、決して参加された方々に聞かすためのも

のではなく、むしろ天に向かって、畏れと感動の入り交じった心の高鳴

りが神と、主に対して、このような愚かな自分をお救いいただいたこと

の悦びと、感激とを、感謝を捧げての叫びではなかろうかと思わせてい

ただいておりました。 

 そして私は自分の心に、この心熱い方の悦びと感謝の万分の一にも当

たる思いがあるだろうかと、思わせていただき、毎回、本当に恥ずかし

い思いで一杯になりました。これもこの方の、大きな天にも届くような

波動のお陰様と感謝してまいりました。 

 人の心は、善にも悪にも無限だとお教えいただいておりますが、この

方を通して、悦び、感動、感謝にも上限はなく無限だということを学ば

せていただいたように思います。 

 人の心は、まず神の実在を心にいただいたとき、また、主の実在を心

にいただいたときの感激と感動は、言い尽くせないものと思います。そ

のうえお救いいただいたことは、この世で誰でもが体験出来るそう容易

いものではないと思います。自分の総て総てを、捧げ尽くしてもなお足

りない、この嬉しい嬉しい、有難い有難い、幸せな幸せな思い、この小

さな心では今の自分の感激と感動と悦びとを、どう説明しようもないも

どかしさを思いながら、叫ぶ、ただ口を大きくあけて叫ばずにはおれな

い、ただただどうしようもない、どうしようもない、感激、悦び、感動、

感謝ではないでしょうか。このような心の内面を語り尽くす言葉や表現

の仕方を私は知りません。何とも自分の心の狭く、浅ましく、貧しく、

愚かなことが疎まれてなりません。 

 心が貧しく小さいことを恥じ入ります。 

 私は、この方のように立派なことは何一つ申し上げることは出来ませ

んが、ただ想像して見ますと、神の子は、どこにいようが、何時もこの

方のような悦びと感動と感激で、身が焼かれるような環境をいただいて

いるのだということを、知らなければならないと思います。 

 この方は、そのことを、私達の冷え切った心に、吹きかけてくださっ

ておられるのではなかろうかと思わせていただきました。 

 

 学習会も家庭も、会社も、道を歩いているときも、総て総てにおいて、
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神と主には、常に常に暖かく優しくお見守りくださっているのです。 

 神と主には、何時も何時も神のみ光を足もとに投げかけてくださり、

一歩一歩の足の運びまで思いやって、見守ってくださっていることが伝

わってくるように思われてなりません。 

 

 私はここまで書かせていただいているうちに、この熱きお心の方ばか

りに心を奪われていたことに気付きました。そうです、今の幸せに気付

かせてくださった心在る方の存在こそ忘れてはならない、有難い宝であ

ったことに感謝を捧げねばならないと思います。有り難うございました。 

 神の子の心は、戴いて、与えるという作用をしながら生かせていただ

いていますが、戴くことが大きくなり過ぎますと、つい心に調和を欠き、

自分を見失いがちとなります。 

 まず神と、主の大いなる慈悲をいただいて、日々平安に生かせていた

だいておりますことに、心からの感謝を捧げねばならないと思います。 

 この大いなる慈悲とは、どのようなお計らいでしょうか。そのお計ら

いに対して、私達は如何に報恩感謝、ご恩返しを日々捧げているでしょ

うか。戴くばかりでお返しがないと、私達の心は荒み、苦しくなります。

常に戴いている相応に与える、捧げることをしないとバランスが崩れ、

苦悩にさいなまれることとなります。 

 人間として、一番大切にしなければならないことは、思うということ

の中身が、非常に重大であることを思います。人の幸、不幸の根源は、

この思うということであります。この頃、私は特に痛切に思います。こ

の思うことの如何が、前述のことにつながっていくものと思います。 

 天空に輝くあの太陽のような、明るい明るい慈愛溢れる、総てを生か

し続けて、なおかつ悦び一杯のあのようなお心に近づきたいと思う昨今

です。 

 法友各位の平安を心よりお祈りいたします。 
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【1996 年分】 

 

【お救いいただいた悦び】1996-01 月 

 

 ある日の金澤市崎浦地区の学修会でのことでした。二階の会場に入る

と、一人の男性の方が足を引きずって歩いておられるのを発見いたしま

した。 

 富山の会場では歩いておられるのを一度も拝見したことがなかった

ので、早速その方の足下に跪いて足を眺めました。両足とも大分長い間

過労のために、病んでいるようにお見受けいたしました。 

 特に左足が酷いようで、直ぐ様神様にお祈りをさせていただきました。 

 

 『大宇宙・大神霊・仏よ、私は、神との約束により、天上界より両親

を縁としてこの地上界に生まれて来ました。 

 慈悲と愛の心を持って調和を目的とし、人々と互いに手を取り合って

生きて行くことを誓い合いました。 

 しかるに、地上界に生まれ出た私は、天上界での神との約束を忘れ、

周囲の環境、教育、思想、習慣そして五官に翻弄され、慈悲と愛の心を

見失い、今日まで過ごしてまいりました。 

 ある時は、人を恨み、憎み、妬み、そしり、愚痴をこぼし、足ること

を知らぬ欲望に心を動かし、情欲に心を汚す等、長年の間、数多くの愚

かな過ちを犯してまいりました。 

 神よ、私の長年に亘る過ちをお許しください。神よ、私の罪をお許し

ください。 

 大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎをお

与えください。 

 

 今この者は、長年に亘る過ちを悔い改め、神の心を心として生きてい

く決意をいたしているものでございます。神よ、どうかこの者の長年に

亘る愚かな過ちをお許しください。この者の罪をお許しください。 

 

 大宇宙大神霊・仏よ、この者の意識に光をお与えください。心に安ら

ぎをお与えください。 

 

 この者は長年に亘り、肉体に対して感謝と思いやりの心のない儘に、

特に両足を酷使してまいりました。 
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 神よ、この者の今日までの愚かな思い、行いをお許しください。 

 

 肉体細胞の意識よ、両足の意識よ、長年に亘り、この者は貴方方に対

して、感謝と思いやりの心を持つことなく、酷使してまいりました。ど

うかこの者の感謝のなかったことをお許しください。そして、この者が

母の胎内に宿った時、貴方方と、この者が、地上界における修行に対し

てあらゆる協力をすることを誓い合ったことを思い出してください。 

 しかるに、この者は、貴方方に感謝と思いやりの心を持つことなく、

自我我欲の儘に今日まで過ごしてまいりました。どうかこの者の愚かな

思い、行いをお許しください。 

 そして、この者のこれから先、残された人生の修行にご協力ください。

この者が、これから先残された人生の修行に協力するため、貴方方は復

活してください。 

 

 大宇宙大神霊・仏よ、この者の肉体細胞の意識に光をお与えください。

心に安らぎをお与えください。 

 

 また、この者の周辺にいる諸々の霊よ、貴方方は元の所へ帰りなさい。

万物の霊長である神の子の修行を妨害してはならないのです。妨害する

ことによって貴方方の罪は重くなり、またその苦しみも大きくなるので

す。迷える霊よ、貴方方は直ちに静かに離れなさい。 

 

 大宇宙大神霊・仏よ、迷える霊に光をお与えください。心に安らぎを

お与えください』 

 （この祈りの言葉は、自分の心を正しく精進しないで、自分中心の思

いの儘に行ってはいけません。体から光が出ていないと危険です） 

 

 このように祈らせていただきました。この方は、その時からもう随分

と楽になられた筈でした。その後、また光を入れさせていただきました。

その時から、殆ど足の苦痛はなくなった筈です。 

 この方は長年の間、家業の輸出物の重量物の搬出搬入をやって来られ

たために、足の関節がつぶれ、常時その激痛に苦しみ、富山市内のあら

ゆる病院や専門医に診察していただいたのですが、何れの医師も、皆口

を揃えたように 

 「これは医学的に治療する方法はない。今後はだまし、だまししなが

ら大事に使われることですね」 
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 と、言われるだけだったので、遂にその方はこれから先残された人生

を、このようなびっこを引きながら生きねばならないものと諦めて生活

しておられたのでした。 

 それからのその方は月に一、二回、遥々富山市から金澤の崎浦地区学

修会に参加されるようになりました。 

 この会場でお救いいただいたため、これまで手すりに捕まりながら、

一段一段上がった階段も、今では楽に上がれるようになったことを感謝

されて、会場の二階へ上かる階段を光の階段と名付けられ、毎回来られ

る毎にまず、階段に手を合わせて合掌されてから上がられるようになら

れました。 

 学修会では、お相撲さんのように四肢（しこ）を踏んで見せられ 

 「このように救っていただきました。痛みがなくなりました。皆さん、

神はおられるのです。主はおられるのです。私は、神様の光によって、

この通り救っていただきました」 

 何時も感極まって涙と感動で声を詰まらせながら、救っていただいた

悦びをことこまやかにお話しくださるのです。 

 この方のお話は、人よりも大分長く、しかも初会に話されたことと殆

ど同じ内容のお話を繰り返しお話しされるのです。 

 お話しの内容は、何時も決まり切った、悦びをいただくまでに至った

こと、お救いいただいたことの悦びのお話しなのですが、誰一人聞き飽

きたという方はおられず、何度聞いても始めて聞いたような感激で、聞

く者まで胸が込み上げ熱くなるのです。この方は参加の法友に話されな

がら、再び自分の心にも言い聞かせておられるように思えるようになり

ました。 

 自分の口から、悦びの言葉を神と主に捧げ、また会場の法友にもお裾

分けされ、また何度でも我が心にも語り聞かせておられる、この生き様

をずうっと拝見していて、この方は、自分の悦びを大きく大きく循環さ

せておられる、そして毎回さらにさらに大きな悦びに変えていっておら

れることに気付かせていただきました。このお姿こそ正に循環の法に適

った思い、行いであると思うと、何時も私の心は震え、感激で何時も目

が霞み、幸せに未熟な心も満たされるのです。何とも言えない安らぎを

いただくのです。 

 この方は、学修会に参加されてまだ一年にもなっておられないのです

が、己に厳しい実践をご精進されておられるのです。しかも、一言申し

上げても何十年も学修して来られたように、即座に理解されるのです。

これには何時もただ驚くばかりです。 
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 このようなお姿を拝見し、やはり前世で精進努力をして来られた素晴

らしい方である、としか言い様のないお姿なのです。 

 始めて富山でお目にかからせていただいてから、二、三ヵ月経った頃

だったと思いますが、 

 「これからぼちぼちやります」と、言われたので、私は 

 「ぼちぼちでは駄目です。急いでやってください」と、申し上げまし

た。 

 それからのその方は、ただ素直に、何の迷いもなくただ真一文字に、

一念を持ってご精進されるようになっていかれました。 

 私は心の中で「やはり・・・」という嬉しい思いで、じっと眺めてき

ました。 

 私たちは、この方の心から溢れる大きな悦びを、神と主に捧げられる

深いお心に触れさせていただき、いつしかこのお姿を通して、感謝を報

恩として捧げることによって、その悦びと感謝に応じた悦びを、神と主

には、さらにその上に重ねてお与えくださる光の様を、目の当たりに拝

見させていただいていることを気付かせていただくようになりました。 

 何と素晴らしいことでしょうか。何と有難いことでしょうか。未熟な

私如き者の話すことよりも、確かに生きた法の実践による成果を語って

おられるのです。 

 神と主によって、一人の人の熱いお心がお救いいただいた悦びは、ま

たさらに多くの人々をお救いくださるものだということを、始めて現実

にお導きいただいているのです。 

 この方は、神と主に対して、救われた悦びを大きく育てながら叫んで

いくうちに、その中で神の実在、主の実在を我が心にいだかれたのでし

た。 

 法に帰依しておられる方ならば、誰もが総て総てお救いいただいてい

ます。自分はまだ救われてはいないと思っておられる方でも、救われて

いることにただ気付いてはおられないだけなのです。もうとっくに既に

救われているのです。お救いをいただいているのです。 

 神と主には、勿体ない言い方で恐縮ですが、私たちのように卑しい心

はお持ちではありません。このように苦労して貴方を救いましたよ、こ

この所がもう良くなったでしょう。私が救ってあげたのですよ、とは申

されないのです。精進が足りないために鈍感な私たちは、だからお救い

いただいても少しも気づかないのです。また、お救いいただいても、そ

の悦びは小さいのです。当然、感謝も小さいのです。もしくは感謝がな

いのです。 
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 またはもうすっかり忘れてしまっている方は、もう既にこれから先の

自分の人生の幸せを小さくしぼんだものとしているのです。 

 一秒一秒の思いが、正しければ正しい程、幸せな結果をいただくこと

が出来、貧しいものであれば貧しい結果となると、お教えいただいてお

ります。 

 悦び、感謝が小さければ、その心はしぼみ、益々悦び、感謝、報恩も、

また愛も小さくしぼんでいくことでありましょう。 

 悦びは、一人でも多くの人々にお裾分けさせていただくことによって、

相乗作用が働き、その幸せはさらにさらに大きくなります。人々に叫ぶ

ことは、天にも通ずるものとなるものと思います。 

 一秒一秒の時には、神と主に対して、お救いいただいた悦びを、報恩

感謝として大きく大きく叫んで行くことが、我が心を大きく成長させて

いくものだということを、知らねばならないと思います。 

 一秒一秒の人との出会いにも、神と主によりお救いいただいた悦びを、

大きく大きく何度でも何度でも絶叫していくことこそ、正法者の道では

なかろうかと思わせていただいております。 

 新しい年の始めにあたり、会員各位の平安をお祈りいたします。 
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【私の心の中におられる高橋信次先生】1996-2 月 

 

 『北陸を頼みましたよ』お目にかからせていただいてお別れするとき

には、何時も私の顔を覗き込むようにされて言われるお言葉は必ずこの

お言葉でした。 

 このお言葉をお聞きした中で特に鮮烈に思い出されるのは、草津であ

った経営研修会の帰りのときでした。このときはたしか先生をお見送り

してから、私は電車で帰ったように思います。 

 ホテルの玄関で私の顔を覗き込まれるようにして、あのお優しい目で、

このお言葉をくださった日のことが今も非常に強く私の心の中に生き

ています。 

 ここまで書いているうちに、もう涙が溢れてきました。 

 ああー、あの日々はもう帰らないのだなぁー、と思うと、胸がしめつ

けられるように悲しいというか、寂しいといいますか、えもいわれない

思いになります。 

 先生にお目にかからせていただいた時は、もう戻っては来る筈もあり

ませんが、場所は今もある筈です。しかし、もうあの日々の場所ではな

くなっている筈です。でも、私はせめてあの場所、あの地、彼の地と訪

ね歩きたいと思うこの頃です。 

 それは月日が経つにつれ、その思いが激しく自分を駆り立てるのです。 

 志賀高原熊の湯のあたりは今頃はもう雪が降りている頃か、山の斜面

で語り合った法友の数々を思い出し、思いは志賀高原に走ります。 

 山の斜面で禅定中のことであった。急に 

 『禅定やめー』という指示が出されました。 

 下の方から霊域の悪い人たちが上がってくるから今日はこれで解散

します、ということでした。 

 授業が早く終わったあのときのような思いで、宿舎に向かって三々

五々下りていくと、下の方から新興宗教の人たちが上がってくる姿が見

え、急に禅定の途中で、霧のような細かい雨が降ってきたのは、このた

めなのかと、改めて先生のお言葉の意味が理解されたことが思い出され

ます。 

 『キリンビールは、大丈夫ですよー』遠くに立っておられる先生が私

を見つけられ、大きな声で叫んでおられます。私の心はジーンとなりま

した。 

 少し前にお目にかからせていただいたとき『このたびキリンビールが

入庫することになりました。お陰様で有り難うございます』と申し上げ
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たことを覚えてくださっていたのです。 

 その頃私の倉庫会社に、石川、富山両県で消費するキリンビールが毎

日相当量入庫することになったのです。金沢市の人口が約四十万人だっ

た頃と思いますが、その倍の約八十万本が常時ストックされていました。

金沢だけでもこのような数量ですから、この二県分ですから相当な量で

した。 

 当時の私の心境は、明日をも知れない会社の赤字経営に、心を暗くし

ておりました。しかし、私は何時も心の中では、先生にこのことについ

て、ご指導していただきたいとは思ってはいましたが、もう一方の心は、

こんな私事についてのご指導はお願い出来ない、と思っていました。そ

のような思いのときですから、特に嬉しく思いました。 

 この他にも何度か、研修会でお目にかかったとき 

 『会社は大丈夫ですか』 

 「はい、大丈夫です」 

 と答えました。 

 この頃になってやっと思うことが出来るようになりましたのは、先生

は、何時も私たちの事業のことを思いやってくださっていたのだ、とい

うことが心で解ってきたように思います。 

 いろいろな悩みや苦しみの全部をよけてくださっていたから、安心し

て研修会や講演会に参加することが出来たのだ、ということが、やっと

やっと解ってきたのです。 

 でなかったら、火の車の会社を捨てて何処ぞへとは行けなかったと思

うのです。ぜーんぶ、すべてを見通されて、その解決にお計らいお導き

をいただいていたと思うのです。 

 その一つのことですが、これはまさしく先生がすべてお膳立てをして

くださり、この私を東京にお呼び出しくださったという他はないと思う

のです。 

 それは、昭和五十年七月六日の金沢講演が終わってから、一応使命を

果たしたということで、これっきりで退会しようと、悶々としていた頃

でした。 

 六月に入って間もなく、その頃自分のことについて種々ご指導してい

ただいていたＡ先生から、二十日過ぎに出て来ないかというお誘いがあ

り、どうせブラブラしている折でもあったので、気分直しに良いと思い、

出かけることにしたのでした。 

 二十六日の当日、Ａ先生のお宅にお邪魔をして、Ａ先生のお帰りをお

待ちしていますと、十八時頃になって帰って来られるなり 
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 「丸山さん、私は今日ほど驚いたことはありませんでしたよ。信次先

生の偉大なことは十二分に知っていた積もりだったのですが、本当に今

日は驚きました。 

 一週間の予定で千葉で先生の特訓を受けていたのですが、貴方が来て

おられるので早退しようと思い、そのことを何時申し上げようか、何時

申し上げようかと、思いながら、ちょうど時機を見て 

 「先生、私は所用がありまして、これで帰らせていただきたいのです

が……」 

 『金沢の丸山さんが来ているのでしょう。直ぐ行ってあげなさい』 

 と申されたのです。 

 私はその瞬間、我が耳を疑うような、一瞬総てが停止してしまったよ

うな、驚きにつつまれたのです。 

 貴方が来ることは、家内の他誰も知っていないのに、先生が既に知っ

ておられたのには、全く驚いてしまいました。こんなにびっくりしたこ

とはありませんよ」 

 夕食後、梨を食べながら雑談をしていたとき、突然中におられた一人

の方に聖霊が入られたのです。そうです、聖霊と申し上げたほうが早く

ご理解いただけるものと思います。私はこれまで聖霊などという言葉は

用いたことはありませんでしたが、今日ただいま、この場合はこの言葉

を使わせていただくべきだと思ったのです。 

 その後の出来事は、これまでの既刊誌を一号からお読みいただければ、

詳細に書いてありますから、是非ともお読みください。 

 そうです。間違いなく聖霊が入られたのです。聖霊がその方の心を支

配されたという方が、もっと適切な言い方かも知れません。 

 重々しいお声の、その聖霊はこのような私にお話しくださいました。

北陸地方に住む衆生に対して、法を伝道する者としての心がけについて、

愛をお説きくださいました。 

 

 人には常に愛の心を忘れてはならない 

 人を裁く心を持ってはならない 

 人は平等である 

 人の上だと思うな 

 人の足を洗わせていただく心を持て 

 

 最後に、その聖霊の御名をお聞きいたしました。 

 『名乗るほどの者ではありません』 
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 幾度お伺いしても答えは一緒でした。 

 しかし最後に、私たちの心を思いやってくださったのか 

 『イスラエルの者です』 

 と言われたのです。 

 私はこれまでの人生の中で事あるごとに、この事実を思い出しては、

自分の心の中で自問自答してまいりました。 

 これまでの私は、前段の 

 『丸山さんが来ているのでしょう』 

 と言われた、高橋信次先生のことを別にして考えておりました。しか

しここにきて、やっと、高橋信次先生とこの聖霊とを重ねて思うように

なりました。何故もっと早くここに気付かなかつたのかと、我が心の貧

しさに悲しい思いがいたします。 

 当時は、きっとクラリオ様ではないか、とお噂をしておりました。 

 しかし、日が経つにつれてそうではない、高橋信次先生が既にご存じ

であったから、きっとイエス様ではなかろうかと、思うようになってき

ました。 

 ところが今日では、高橋信次先生の分霊であられますイエス様と思え

るようになりました。 

 このことが私の人生と、正法に対する信を大きく変えていただいたの

でした。 

 関係の皆様は、既に昭和四十八年に帰依され、先生に師事しておられ

たのですが、私と東北の叶内様とは、二年遅れた昭和五十年に帰依させ

ていただいたので、特に先生には種々お計らい、お導きくださり、何か

と追いつくための機会をお与えくださいました。 

 そのお計らいいただきました一つに、反省研修の受講がありました。 

 そのご案内をいただいたとき、始めは参加者全員、先生よりのご指名

によるものとばかり思っていましたところ、一人一人の方に聞いて見る

と、私と叶内様の二人だけが、ご指名による参加だということが解り、

非常に感激いたしました。また、この研修会に参加することが決まった

とき、直ぐ思いましたことは、この研修会には必ず先生がお見えになっ

てくださる、と思ったのです。それがその通り、土曜日に終了する前日

の金曜日に片道二時間かかる道程を何故かわずか私たち約十名余りの

者たちのために、お忙しいお立場にもかかわらず往復四時間かけて来て

くださったのです。そのうえ、次の土曜日昼食後解散となり、その後先

生をお訪ねし、このたびのお計らいに対して、お礼を申し上げようと思

い、八起ビルへ行きましたところ、バッタリ玄関で先生にお目にかから
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せていただき、先生のご案内により近くの喫茶店で、約一時間余りの間

お話しを聞かせていただく機会をいただいたのでした。 

 約十名余りの受講生全員が同じように八起ビルに行ったのですが、私

は途中で忘れ物に気付き、引っ返したために皆さんとは少し遅れて到着

したのでした。それが運命の一瞬となり、このような栄えある幸運をい

ただいたのでした。 

 この世には、偶然は一切ないとお教えいただいておりますが、私のこ

の必然は、まさにお計らいによるものと、私の永遠の生命がある限り忘

れてはならない、再び巡り来ない光の機会であったと思います。 

 そのためにも私は、今世命を捧げてお誓い申し上げたことを、人間と

して、男として、神の子として、師事した弟子として、何としてもしっ

かりと果たさねばこの世を去ることは出来ないと、固く固く我が心に誓

い、目的に向かって日夜精進努力させていただいている次第です。 
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【インド大使への手紙】1996-3 月 

 

 拝啓 我が国では既に初冬の季節を迎えておりますが、貴方様には

益々ご清祥にてお過ごしのことと、お悦び申し上げます。 

 何の一面識もない者が、突然お手紙を差し上げるご無礼を何とぞお許

しください。 

 さて、このたび貴方様におかれましては、インド大使にご栄転遊ばさ

れ、誠におめでとうございます。心からお祝い申し上げます。 

 私は、目下金沢市にあります北陸大学薬学部の非常勤講師をさせてい

ただいている者でございます。 

 昨年文部省では大学の講義に人間学を採用することに決まった時点

で、北陸大学では、医学、薬学の他に人間学・心について講義すること

が決まり、その講師を委嘱された者でございます。 

 私は、去る九月四日付けの読売新聞「あこがれの国との橋渡し」欄を

拝見し、貴方様のインド大使にご栄転される抱負を拝読させていただき

ました。 

 私は、その記事を拝読して非常に驚き、出来るだけ早急にお手紙を差

し上げ、申し上げねばならないと、思ってきたことがありました。 

 本日、ようやくそのことを書かせていただく機会をいただきましたの

で、ご無礼をも顧みずこのような手紙を差し上げる次第でございます。 

 私が貴方様の抱負について書いてありました記事の中で、非常に驚き

ましたことは「ヨガの勉強に張り切る妻ともども、十月の赴任が楽しみ」

というところでした。 

 私は、長年に亘りお釈迦様がお悟りになられて説かれた慈悲と、その

後お釈迦様が説かれなかった愛について、イエス様が説かれた正法とい

う神のみ心について学んできたものでございます。但し、宗教哲学のよ

うな勉強ではなく、それぞれ説かれた教えは、別々のものではなく、総

て神のみ心を説いた一つのものであり、その教えを生活の中において実

践することこそ人間としての正しい生き方であることを教えていただ

き、今日まで約二十年余りの間勉強させていただいた者でございます。 

 私の師は、高橋信次先生というお方で、地球上唯一の大科学者であり

ます。「自分の他のもう一人の自分について」科学のミクロの世界を通

して追究されている中で、科学とお釈迦様やイエス様の教えが合致して

いることを発見された方であります。しかも、習いもしないのに、お釈

迦様が説かれた教えを当時のサンスクリット語で話され、また、イエス

様が当時イスラエルにおいてお話しされた教えを、当時のへプライ語で
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そのまま話されるほか世界中の言葉で、多くの人々に対してゴーダマ・

ブッダ（お釈迦様）の教えもイエスの教えも皆同じ一つのものであり、

即ち、神のみ心を説いたものであることを教えられたのであります。 

 また、ゴーダマ・ブッダもイエスも直接書き残されなかった神理につ

いて、多数のご著書を残された方であります。そのご著書は、国内を始

め世界各国の書店で見ることが出来る他、ご講演のビデオ・テープやカ

セット・テープは多数残されております。 

 高橋信次先生は、このお釈迦様やイエス様の教えが後々の人間によっ

て曲げられてしまい、正しい教えではない形骸化されたものとなってし

まったものを正して行かれたのであります。 

 そして、今日地球上の争いや飢えや災害は、人間が正しく生きる道を

見失ってしまったことに起因するのだと教えられたのです。その原因は、

前述のお釈迦様の説かれた慈悲と、イエス様の説かれた愛が、間違った

ものとなってしまったことにあると教えてくださいました。 

 それは、お経の意味も解らない儘にお経を唱えれば救われる、自分の

心を正すこともなく自我我欲の儘に祈れば救われる、といった仏教やキ

リスト教となってしまったのであります。 

 かつて難行苦行の末悟られたお釈迦様やイエス様の説かれた教えの

中身を理解し、生活の中に生かす実践をすることこそ、救われるのだと

教えられたのであります。 

 現在、お教えいただいたように実践している多数の方々には、お医者

様が見放した難病や奇病が癒され、また種々の苦悩から救われておられ

るのであります。 

 高橋信次先生には、説かれた正法という教えを一人でも多くの人々に

伝え、一日も早く地球が仏国土ユートピアとなるようにと、お導きくだ

さいました。 

 私達はそのみ教えを固く守り、今日まで国内はもとより世界各国の在

留邦人会に先生のご著書を多数寄贈してまいりました。そのご著書を拝

見されたり、あるいはニューヨークの書店で求めたという方が、相次い

で訪ねて来られるようになりました。そしてその方々が一様に言われる

ことは、あらゆる宗教を遍歴してきたが、そこには真に救われるものは

なかった、しかしこの高橋信次先生の教えこそ、我々が捜し求めていた

地球上の総ての人々が真に救われる唯一の教えである、と涙を流しなが

ら言われたのであります。 

 去る十月始めには、ブラジルの在留邦人会長をしておられる八十歳の

方が、遥々私のところに訪ねてこられました。そして「この教えに会わ
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せていただくために今日まで生かしていただいて来たのだと思います」

と涙を流しながら、是非ともブラジル全国民にこのご著書を読ませたい

と言って帰って行かれました。 

 また、相次いでアメリカからは、国連地球調和担当理事の方が訪ねて

来られ、かつてニューョークの書店でこのご著書を発見され、感激しな

がら拝読されたことをお話しくださいました。続いて韓国からも経営者

の方がお見えになられ、やはりこの教えを全国民に伝えたいと言って帰

られました。 

 このように今や、世界各国の多くの人々の心に先生の説かれた法灯が

点され、あたかもりょう原に点された火のように燃え広がりつつありま

すことは、如何なる人も阻むことは出来ない、神の子の真実の叫びでは

なかろうかと思わせていただいております。 

 このたび貴方様には、我が国を代表するインド大使にご栄転遊ばされ

ましたことは、単に日本政府により任命されたものではなく、真実のお

計らいは神仏により、貴方様をかつてのお釈迦様のご生誕の地インドに

差し遣わされたものと思います。それは前述しましたように形骸化され

た仏教を正しい法により修正し、かつての仏陀の教えに戻すための再建

を計る使命をいただかれたものと思うのです。そして一日も早くこの地

球が混迷から目覚め、飢えのない、戦争のない、争いのない調和された

平和な仏国土を建設させんがためのお計らい、お導きをいただいておら

れるお方と思いました次第でございます。 

 それは、かつて貴方様が過去世においてインドの地にお生まれになら

れ、仏陀のご説法を直接お聞きになられ、大きな感動を心にいただかれ

た魂ではなかろうかと思わせていただいたのです。そしてその当時、何

時の時代にかこの世に転生輪廻したときは、必ずやこの偉大なる仏陀の

み教えを身命をとして広めることを神仏にお誓いになられたのではな

かろうかと思わせていただいたのです。 

 貴方様にはここまでお読みくださり、ご理解出来ないで苦々しくお思

いになられたことと思いますが、これは私が申し上げますことよりもお

贈り申し上げましたご著書をご高覧くだされば、人間の心に過去世のこ

とが記憶されることをご理解くださるものと思います。その証拠として

「幼い頃から父の仕事の関係でインド財界人と接し、未知の国への思い

を育んできた。私の目を海外に向けさせた最初の国」という貴方様の思

いが述べられております。 

 ここまで申し上げましたことにより、貴方様には生まれた時から今日

までの道程には、ここに集約されるためのお導きとお計らいとが満ち満
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ちていたことにお気づきになられるものと思います。そこで、貴方様の

御奥様がヨガの勉強に張り切っておられるとありましたが、このような

大使命を持たれた貴方様にとりまして、いやそうではなくても現実のイ

ンド大使として日本政府の代表としての正しい在り方としても、ヨガで

は困るのです。きっと御奥様には、お釈迦様が今から約二千数百年前に

正しい神のみ心をお悟りになられたものと、ヨガとの違いについてご研

究されなかったのではなかろうかと思わせていただきました。 

 日本大使として、これは不味いことであります。仏教とヨガは全く異

質のものであります。 

 かつて、中国の天台山から伝教大師がお釈迦様のみ教えを持って帰ら

れ、比叡山に一山を興し、その地を拠点として我が国に仏教を広められ

たのでございます。しかしながら、今日既にこの比叡山にも、お釈迦様

の真に正しい教えはなくなっております。ここに参詣した人達は、この

お寺の坊さんから皆一様に聞かされることは「戦時中菜種油を入手困難

になった時、我々でこの寺の前の広場を開墾し、ここに菜種を植えてそ

の油で法灯絶やすことなく今日に至った」と、開山された伝教大師の「法

灯絶やすべからず」と、言い残された教えが、もうこのように形骸化さ

れてしまっているのであります。 

 何故かお解りのことと思いますが、法灯絶やすべからずとは、人々の

心に点された法、即ち神のみ心であります。それが今日では、仏壇に吊

された明かりの灯となってしまっているのであります。 

 かたや、伝教大師は始めは最澄といわれる方でありました。この最澄

と空海こと弘法大師は、時の政府の命により中国へ仏教を学びに派遣さ

れたのですが、玄海灘の大荒れに遭遇し、二艘の船をつないでいた纜が

切れて、それぞれが違う場所に辿り着いたのであります。 

 お釈迦様の分身でありました伝教大師は、神仏に見守られて計画通り

の地（現在のアモイ）に流れ着き、それから天台山に行きインドから伝

わった仏教を学び帰国したのであります。 

 しかし既に当時の仏教は、お経をあげる仏教に変わっておりました。 

 一方の弘法大師は、現在の西安近郊の長安の寺に入り、ヨガストラー

を学んで帰ったのであります。ヨガストラーはお釈迦様の教えではあり

ません。現に弘法大師が書かれた般若教秘けんの中に、かつて自分はイ

ンドの地においてブッダより教えをいただいたと述べてありますよう

に、この方は、かつてインドでお釈迦様がおられた当時、ガランダとい

う名前のマーハー・ベッシャー（大富豪）でありました。そしてお釈迦

様の修行のお手伝いとして竹林精舎を寄進された方であります。 
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 高橋信次先生のみ教えによれば、この方は天上界の菩薩界より出られ

た方であり、一方の伝教大師は、お釈迦様の分身であられる方で如来界

より出て来られた方でありました。 

 このように魂の次元から見ても、伝教大師に比べ弘法大師の教えが如

何に低い次元のものかお解りのことと思います。真に正しい教えである

ならば、神のみ心に密教という秘密のものがある筈がないのであります。 

 この密教の起源がヨガストラーであります。お釈迦様はヨガストラー

は説いてはおられないのであります。真に正しい教えとは、かつて神の

命によりこの地球上に生まれられ、難行苦行の末悟られて人々に正しい

人間としての道を説かれた、モーゼ、ゴーダマ・ブッダ、イエス・キリ

ストの三人の方が説かれた教えなのであります。その他にはおられない

のであります。しかし今日では、仏教が正しい、いやキリスト教が正し

い、やれ何々教が正しいといったことが原因で、戦争や混乱が絶えない

ため、天上界より上上段階の光の大天使がお出ましになられ、ゴーダマ

の教えもイエスの教えも皆一つのものであり、皆同じ神のみ心を説いた

ものであることを実証されたのであります。 

 また、地球上に出た魂達の殆どが、天上界において神と約束したこと

を忘れてしまい、この世の物、即ち名誉、地位、財産、お金といった、

この世で修行するための方便としての物にとらわれ、盲目となって自我

我欲に翻弄されてしまい、その殆どが天上に帰ることなく、百人死んで

百人が全員地獄に落ちているのが現状のため、今日人類絶滅の危機を迎

え、この窮状を救わんがためお出ましくださったことをお教えいただき

ました。 

 このような地球の現状をお教えいただき、私達法を学んでいる者達相

計り、高橋信次先生のみ心に沿うべく日々ご著書を通じ、月刊誌『ひか

り』により、また定例の学修会を通じて一人でも神のみ心を心として正

しい法による生き方の実践精進を叫んでいる者でございます。 

 かつてお釈迦様には、二千数百年後ジャブドーバーのケントマティー

（インドから見て東の国の都）に偉大な光の大天使が生まれ、衆生に対

して道を説かれると予言されましたように、高橋信次先生には昭和二年

九月二十一日にご生誕され、三十数年の難行苦行の末お悟りになられ、

多数のご著書を世に出されるかたわら各地においてご講演やご指導を

され、昭和五十一年六月二十五日予言された通りその短い一生における

使命を終えられご昇天されたのでございます。 

 その説かれた法は、天上界のご計画の通り、心在る人から人へと着実

に伝えられ、今や急速に地球上の隅々に向かって広がっていきつつあり
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ます。 

 私は直接お導きいただいた者として、この重大な事実を是非とも貴方

様に申し上げないでは、やがて貴方様の悔いの種となるものと思い、勇

気を侍ってお話し申し上げたいと存じ、このようなお手紙を差し上げま

した次第でございます。何とぞご賢察くださり、法についての学修をさ

れ、その重大なるご使命を果たされんことを請い願う者であります。 

 最後に、ご参考までに高橋信次先生のご著書、「人間釈迦」第一部な

らびに「心の発見」とその他参考資料をお贈り申し上げますので、何と

ぞご高覧くださいますようお願い申し上げます。 

 特に、人間釈迦のご高覧に際しましては始めの「はしがき」よりお読

みくださいますようお願いいたします。 

 

 なお、ご高覧のうえ「人間釈迦」の後三部と「心の発見」の後二部を

ご希望いただくようでございますならば、何とぞご遠慮なくお申しつけ

くださいますようお待ち申し上げております。 

 または、ご高覧のうえ、もしご不要でございましたならば、誠にご無

礼ではございますが、着払いとしてご返送くださいますようお願いいた

します。 

 貴方様ならびに御奥様の平安を心よりお祈りいたします。敬具 

  平成七年十一月二十二日 

 

 追記 平成八年一月二十二日現在、初めて解ったことですが、大使は

富山県のご出身であられ、また御奥様のお母様は金沢在住とのことでご

ざいます。 

 ここにも偉大なる主のお計らいとお導きをいただいていることを思

わせていただき、心からの感謝を捧げます。 
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【正しく聞く、語る、思う】1996-4 月 

 

 私たちは常に、家族を始め多数の人とお話をしているから、明るく楽

しい心で日々生きていくことが出来るのです。そこには、法を実践した

悦びの話もあれば、家族との楽しい話もありましょう。自分にとって、

楽しくて嬉しい話かも知れませんが、聞く相手のことを何も思いやれな

い人の話ほどいやなものはありません。 

 心の勉強をしているんだから、貴方はどんな話であろうと、聞かねば

ならない役割なんだ、とばかり長々と一方的に話をされる方もおられま

す。 

 また、こちらから電話をかけて話す場合もあります。 

 この場合当然当方の要件を先に話をします。ところが、当方の話が終

わるのを待っていましたとばかりに、実にうまく自分の話に切り替える

人もあります。 

 大抵そのような人は、殆どといっていいくらい、皆揃ってその入り具

合が非常にお上手です。ちょうど、子供が縄跳びにうまく入って来るよ

うな、実にそのタイミングがうまく、慣れておられるのです。しかし、

そういった人の殆どは、当方がはじめに話すことには、何の応答もない

のです。うん、とも、すん、とも言われないのです。しかし、当方の話

が終わるや否や、侍っていましたとばかり、いやそれよりも、遅いねー、

と言わんばかりにして飛び込んでこられ、一応は「話していいですか」

とは言われるのですが、中には、あまりに急ぐばかりに、そのことも忘

れてか、または言う礼儀も弁えてはいないのか言わないで、さあー、自

分の出番が来たゾー、とばかり、話を始められる方もおられます。 

 ウンともスンとも言わないのは、何処で自分が入ろうかという思いと、

その出番が来たときには、これを話そうという思いが心を一杯占めてい

て、相手の話すことに耳を傾けることは出来ない人なのです。 

 人間は、聞くことと、話すこと、あるいは聞くことと、メモを取るこ

との二つの方向に意識を向けることは不可能であることをお教えいた

だいております。もしも何時もそのような生き方をしておられる人がお

られれば、聞くことか、メモを取ることの何れか一方が、機能しないこ

とがあるのです。ですから、このような人は、必ずといっていいほど、

聞いたり、聞かなかったりしている人だと思います。 

 正しく聞くには、自分の心を何事にもとらわれない平安な状態にして、

今聞くことを目的としているならば、全意識を集中して聞くことに懸命

になることであります。しかし、中にはいくら集中して聞こうとしても、
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直ぐ心が他のことにとらわれてしまい、中々集中した心の状態を保つこ

とが出来ない人もいます。これは、お母さんのお腹にいた時から、少な

くとも三才頃までの間の母親の愛情に起因するものと思います。 

 このような方の殆どは、きっと小さい子供の時から、お母さんと十分

にお話をして来なかったか、または、その後の環境で、余り話が出来な

かったか、出来ない人ではなかろうかと思います。その人の幼い頃、何

時もお母さんが側におられず、黙々として一人で遊んでいたのか、それ

とも両親以外の人に育てられたのではなかろうかと思います。幼児の時

代から何時もお母さんに、自分の思ったことを話しかけ、お母さんから

その言葉に対して返事が帰って来る、そういった交互に話し合うという

会話を十分訓練して来なかった人ではなかろうかと思います。また、そ

のお母さんも母親とそのような温かい母子関係をいただいては来なか

った人かも知れません。 

 相手の話を聞いて自分が思ったこと、嬉しいこと、楽しいこと、悦び

のこと、美しいと思ったこと、可哀相と思ったこと、悲しいと思ったこ

と、寂しいと思ったこと等々、その話の中から汲み取ったことを自分の

意見として話すことを十分にしてきた人は、そのような会話が出来る人

間に成長しますが、して来なかった人は、大人になってもそのような心

在る会話は出来ないようです。 

 話す相手がいない環境で育った子供は、何時しか一人で一人言（ひと

りごと）を言いながら一人遊びをする要領を覚えます。どうしても、こ

のような人は、自分の思いを言葉にして外に吐き出すことが出来ないた

め、自ずと自分の思いを心にため込んでいくようになります。 

 それがやがて我慢につながっていきます。そして、人との会話が円滑

に出来ない人間に育っていきます。重症になると全く話の出来ない人間

になっていきます。 

 無口な人間、人と人との会話の中に入って来れない人、自分の都合の

良いことだけを話す人、暗い人、自分の思いを順序よく話し出来ず、断

片的にしか話せない人、物を言うときに滑らかに舌が回転せず、声も出

にくくつかえたり、同じ音を何度も繰り返したりする、いわゆる「ども

る」人等、そういった人に成長していくように思います。 

 また、重症になると、電話に出ても自分の名前は言われるのですが、

それから後は、何か話をしてくれー、といわんばかりに何時までも黙っ

ている人もおられます。あまり黙り込んでいるので、もしもし、と言う

と、はい、と答えられ、いやーおられるんだなぁーと、思います。何か

ご用事ですかとお尋ねすると、初めてぽつり、ぽつりと話始められる方
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もおられます。 

 また、話はされるのですが、当方の話になると、ああーそうですかと

か、はいとか、ふんふんとか、言った合いの手を入れてくだされば、お

互いに会話が弾むのですが、そういった人は大抵、相手の話は全然聞か

ないで、自分の心の中で次に自分が話す準備をしておられるのです。自

分の方が非常にお忙しい心の持ち主なので、人様のことよりも自分のこ

とで精一杯なのです。 

 そのような人は、全く人を思いやる、人の立場に立って考えることが

出来ない、心の底から自己本位の人なのです。ですから、自分の話が終

わる毎に、心の中の自分だけの世界に入り込んでしまうのです。ちょう

どあの「みの虫」のようにです。ですから、人と話している時でもその

寝袋から出たり入ったりと、これまた非常にご多忙なのです。 

 また、口から言葉が出てくるなりから、終わるまで愚痴（自分にとっ

て都合の悪いこと）ばかりをうんとこさ言われる方もおられます。その

難儀な環境からなんとか逃れる努力をしようとは思わないし、当然それ

に立ち向かって行く勇気がないために、その有難い環境を乗り越えての

悦びの体験をして、人様に悦びをおすそ分けしようという温かい思いや

りはないのです。ここに自己中心の頑固なその人の心を見る思いがいた

します。 

 人間がこの世を生きていくには、お互いに助けたり助けられたりの生

かし合う、思いやり合う、許し合う、補い合うという愛の心がなくては、

一歩も正しくは生きることは出来ません。 

 こうしてよくよく考えて見ますと、小さい時から常に両親を始め多く

の人間関係の中で、温かい愛情に満たされて成長することが如何に重大

なことであるかが分かります。 

 今日世情でとかく大問題となっています、いじめっ子問題、子供の自

殺問題等子供の問題が悲しく伝えられていますが、これらも親子の関係

が小さい時から調和された円満な関係であれば、まずそのような問題は

発生しないと思います。報道や裁判等では、受けた人間を中心とした結

果だけを見ての、法律による、または人の考えで判断し、心の面でのそ

れまでに至る問題が見落とされていることは、非常に重大なことと言わ

ねばならないと思います。 

 両親の調和された愛情によって成長した子たちは、心が円満で健全で

すから、如何なることに遭遇しようとも、簡単に自分の命を断つなど、

神仏との約束を冒涜するようなことはしないでしょう。 

 正しく語るとは、聞く人に希望と勇気と悦びを差し上げる思いを話す
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ことと、お教えいただいておりますが、自分が今世生まれた環境の中で、

その環境により負けていることはないか、反省をして修正をしないと、

その儘苦悩を引きずって生きていくこととなり、その苦しみは益々大き

く成長することとなるでしょう。 

 聞く人は、話す人の毒を食べないように、自分の心を守るのに良い勉

強をさせていただく機会でもあることに気付かれたら良いと思います。 

 黄色い菜の花が一面に咲く畑を吹いてくる春風のような、さわやかで

心が和むような、法悦のお話をしてくださる方も多数おられます。この

ようなお話は、話の上に「お」がつくのにふさわしい有難い法悦のおす

そわけですから、誰もが身を乗り出して聞かせていただきます。このよ

うなお話は、何時間お聞きしても疲れないし、誰も大好きです。 

 私は、毎日毎日夜昼なく多数の方とお話をさせていただいたり、ある

いはお手紙を拝見する機会が多いのですが、つくづく胎児の時からの母

親の愛情と幼児における親子の対話の大事なことを痛感いたします。 

 最低子供の三才までの間、お母さんは絶対にお仕事をお止めになって、

愛するお子さんと一緒に過ごしていただきたいものと痛切に思います。

一緒に過ごすことによって、一日一日本当のお母さんにならせていただ

くことを知らねばならないと思います。子供を生んだから、直ぐ様「お

母さん」とは呼ばれますが、自分には実感がないように、まだまだ真の

母親にはなってはいないのです。子供を生ませていただいたことによっ

て、またこの愛する子供によって、両親は生涯かけて母親に、あるいは

父親にならせていただく有難い有難い修行の機会を、今、神様よりお与

えいただいているのであります。 

 子供には母乳やミルクよりも、もっと両親の調和された愛情が必要な

のです。その少なくとも三才までの間に、両親の調和された愛情が与え

られないと、心が健全に成長しないのです。 

 それは、子供が生まれる以前の夫婦になった時から、常に笑い声の絶

えない円満な夫婦であること、心からの相思相愛であり、相互に深く尊

敬し合う二人による愛情のエネルギーが、胎児の時から与えられ、その

エネルギーによって胎児の肉体の細胞分裂が正しく行われ、心身共に健

全な子供が生まれることをお教えいただいております。 

 今日、新生児にこれまでに類例がない多数の新しい病気が発生してい

るのも、この両親の心の調和が欠けていることが一番の原囚だとお教え

いただいております。 

 とかく親は、子供の病気や怪我や死等は、子供にまたはその相手に原

囚があると思い、補償等を提起しているケースが非常に多いことも、そ
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の親の心に原因があることが教えられているように思われてなりませ

ん。そのような親によって、きっと天に帰った子たちの心は痛むことで

しょう。お導きによれば、子たちに起きる不幸は総て親に対する神の警

告だとお教えいただいております。 

 両親が相思相愛の環境の中で、生まれた子供は、自我が芽生えるよう

になると、自我を一杯出す子供に成長していきます。それを両親は自分

中心の思いによって、あれこれと注意をしがちでありますが、それは心

ない親によって、その子供の心の円満な成長を阻害してしまうこととな

ります。 

 子たちの円満な心の成長は、自我を一杯出すことによって、その出し

ている分に相応した分、その魂の知性も感情も理性も本能も、やがてそ

れぞれ円満に成長していくのだとお教えいただいております。 

 常に顔が目が笑っている、眼がキラキラと輝いている、明るくにこや

かな男性なり、思いやりの深い謙虚な女性と結婚することが、心が豊か

で円満な素晴らしい子供に、巡り会える秘訣ではないかと思います。 

 それにはまず、自分自身が、正しく思う、正しく行う人間となるよう

に、法を真剣に学び、懸命に生活に活かす実践努力を重ね、伝道を始め、

無所得の奉仕をされることが大事だと思います。 

 自分の魂を磨くことは、即ち自分を愛することであります。その自分

を愛した分だけ、また他の人をも愛することが出来るのです。 

 豊かな愛の持ち主となる精進努力の積み重ねによって、あの世で固く

約束した魂との出会いが、お計らいいただけるのではないでしょうか。 

 今現在、法に帰依しているとしたら、生まれる以前のあの世の環境は、

神界次元以上の世界から出て来られたと考え、神界次元以上とはいかな

る世界か、心の発見を始めご著書を拝読されて、改めて今現在の自分は、

神界次元以上の思い方や、行い方を実践しているだろうかと、振り返っ

て見られることが、己の心を発見し、高める一つの方法ではなかろうか

と思います。そのようなことに気付かない儘、自分本位の生き方の中に

あぐらをかいて安住していますと、帰る世界は自ずと決まってくるので

す。決して出て来た故郷には帰ることは出来ないものと思います。 

 昔からの諺に「三つ子の魂、百まで」という教えがありますが、三才

までの愛情の与え方がその子たちの一生を支配するということを教え

ておられるように思います。 

 どうかこれから結婚を迎えられる方は、自分が正しく見る、正しく聞

く、正しく思う、正しく語ることが出来るように努力し、にこやかで、

目が生き生き輝いている、常識、礼儀、感謝、特に報恩の行いがきめ細
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かく出来る、愛豊かな人を選ばれ、この人生を楽しく幸せに、世のため、

人のために尽くせるよう『己を生かし他を生かす』、法による悔いのな

い生涯を全うされますようお祈りいたします。 

 また、既に結婚しておられる方は、法を真剣に学び、命がけで実践努

力して、より正しい人間になるよう努めるとともに、一人でも多くの

人々に対して、より豊かな愛を差し上げられる人生を創っていっていた

だきたいと思います。そうであれば、如何なる人も皆、平安な人生の中

に生きていかれることと思います。 

 終わりに、高橋信次先生のご著書、人間釈迦第一部（一七○頁）偉大

なる悟りの中に、次のお言葉が書かれてありますが、あらためて、日々

ご一緒に心読させていただきたいと思います。 

 『法は慈悲と愛を喚起する力である 

  神は無限の慈悲と力をもって正法を信ずる者の行く手に光明の道

をひらいてくれよう』 
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【法縁】1996-5 月 

 

 このたび鹿児島に当会の南九州地区学修会が開かれ、そのご縁で、三

月の始めに心ある方からお電話をいただきました。 

 自分のお友達が、ご病気で苦しんでおられるので、心の在り方につい

て、話をして貰いたいということでした。後日友人の入院先からお電話

をくださり、その後その友人の方とお話をさせていただきました。私は

お話をお聞きしながら、今から二ヵ月程前、金沢大学の付属病院に入院

しておられた富山のある女性のことを思いだしていました。あまりにも

その環境が似ておられたからでした。 

 「まずご著書を拝読することと、日々手の指、足の指、髪の毛一本一

本に対して、ベッドに対して、おふとんや枕に対して、また毎日毎夜診

察していただく先生方に対して、看護婦さんに対して、掃除してくださ

る方に対して、食事を運んでくださる方に対して、建物や設備に対して

等ありとあらゆる目に入る物、総てに対して、今日までこの私の修行に

ご協力いただき、誠に有り難うございました。心から感謝いたします。

有り難うございます。有り難うございます」 

 と、このように心で申し上げ、感謝三昧の生活をされるようにお話し

させていただきました。 

 このことがご縁となり、この心ある方と折に触れてお話をさせていた

だく機会をいただいてまいりました。 

 ところが、この入院しておられる方のお母さんが、何とか助けたいと

いう願いから、この私のような者に手紙をくださいました。 

 このお手紙を拝見し、何と母親の愛情の有難いものかと感動し、心か

らこの親子をお救いください、と祈らせていただきました。 

 そしてこのお母さんに対して、次のような手紙を送りました。 

 「あなた様のお手紙を拝見いたしました。そこで私が思いましたこと

を率直に申し上げますと、まず、貴方様ご自身が正しいという物差しか

らお勉強されないと、正しい法によってのお話は中々ご理解が出来ない

ものと思います。 

 何故ならば、貴方様ご自身今日まで生きて来られた中で、正しいとか

あるいは間違っているというご判断をされて来られた物差しは、きっと

道徳という物差しではなかったかと思います。または、国の法律という

物差しではなかっただろうかと思います。しかし、道徳にしろ、法律に

しろ真に正しいものではないのです。貴方様は察するに、大正十四年の

お生まれの方ではないかと思いますが、貴方様が小学校の頃の教科書に、
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たしか「曽我兄弟の仇討ち」というところを学ばれたことと思いますが、

当時の文部省制定の教科書では、曽我兄弟は親の敵を討って立派だ、と

いう教育でありました。 

 しかし今日にそれを当てはめて見ますと、例えば交通事故で父親が亡

くなったその敵を子供が取りに行くということであります。現代は直ぐ

様殺人犯となって即刑務所に繋がれることとなります。このような犯罪

は、現在は個人がその恨みを晴らすのではなく、法律によって処断され

るようになっています。 

 または、昭和の初期頃までは道端で立ち小便をした場合は、法律によ

って罰金五十銭ということでしたが、今日では五十銭というお金があり

ませんから、法律は時代の変化に応じて作り替えねばならないので、常

に国会において改正をいたしております。このように、道徳であろうが

法律であろうが、皆人間が考えて作ったもので永遠に不変のものはあり

ません。したがいまして正しいものではありません。 

 仏教に「無常」という言葉がありますが、肉体をはじめこの世にある

万生万物一切の物は総て、常にその形を刻々変え続け、永遠に現在の姿

をその儘保つことは不可能であることをお教えいただきました。そして、

総ての物はやがて消滅して行きます。生まれたものはやがて滅し、やが

て再び生まれ、また滅して行く、という循環を繰り返しているのであり

ます。 

 したがいまして、私達が今日まで生きていく中で使っている正しいと

いう物差しは、自分中心の考えでありました。その中身は、道徳もあり

ましょう、また人から教わった人の考えもありましょう。すなわちこれ

らは皆思想であります。この思想はまた永遠に正しいものではありませ

ん。何故かといって、それは総て人間が考えた一つの物差しに過ぎない

からであります。 

 しかし、私達が勉強させていただいています正しいという物差しは、

神様のみ心であります。そのみ心を、この世にいる神の子人間に対して

気付くようにとのお計らいから、大自然の姿を通して教えておられるも

ので、地球上は勿論のこと、大宇宙全体が総てこの神様のみ心により動

かされ生かしていただいているのであります。 

 あの天空に輝く太陽は、あの国が好きだからあの国だけ少し多目に熱

と光を与えようとか、あるいは花は、総て太陽の方を向いて花を咲かせ

ます。如何なる日陰であろうが、または誰にも見て褒め讃えては貰えな

いような深山に咲こうが、東京の銀座のど真ん中の衆人環視の中で咲き、

多くの人間に見て貰い、褒め讃えて貰いたいといった欲望は、一切持っ
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てはいないのです。ただ神様から今お与えいただいている環境の中で、

ただ与えられた時間の中で一生懸命に命の限り咲き誇り、己を生かし他

を生かすという神様のみ心に沿った生きがいに悦んでいるのでありま

す。人間のような自分中心の欲望は、一切持ってはいないのです。 

 また、山々に多くの草木が生えておりますが、彼らはお互いに思い思

いの方向に枝を伸ばし、あるいは根を張っておりますが、誰一人そのこ

とに対して、文句やけちをつけるものはいないのです。相互に生かし合

い、助け合って神仏のみ心の儘に生きているのであります。だから、山々

は人間の心をいやしてくれるのです。 

 更に人間は、次々この世に生まれ、また次々この世を去っていきます

が、神様は、貴方は王様だから、あるいは大統領だからといって、特別

に前以て、貴方は何月・何日の何時にこの世を去りますよ、とは教えて

はおられないのです。ここにもあの天空に輝く太陽のように、神様のも

と皆平等に、生かされているのです。 

 太陽もまた、その熱と光を生きとし生けるもの総てに平等に、片寄る

ことなく、変わることなく不動の状態で、しかも無所得で与え続けてお

られるのです。善人悪人の差別すら一切なく、お許しくださり、皆公平

にお与えくださっているのです。このお姿こそ、神仏の大慈悲の現れと

お教えいただいております。このような永遠に正しいという物差しは、

人間の知識では決して造ることは不可能なことであります。 

 正しい人間の生きるべき道、即ち心のあり方については、かつてはお

釈迦様やイエス様といわれる偉大な偉大な光の大天使が、神様の命によ

りこの地上にお出ましになられ、困苦欠乏の中で難行苦行の末、お悟り

になられて衆生にその教えを説かれたものであります。今日、その教え

られたものが長年の年月により、人間の考えが入って思想に変えられて

しまい、今日に見る末法（法がない世相）の時代となってしまったので

あります。 

 この暗闇のような世相を救わんがために、天上界の筆頭の主と言われ

る偉大な偉大な光の大大天使が、この日本にお生まれになられ、やはり

難行苦行の末お悟りになられて、世界の衆生に対して法を説かれ、ご使

命が終わられると即ご昇天遊ばされたのであります。その方の御名は、

この世的には、高橋信次先生といわれるお方であります。 

 神ではありませんが、世界中の言葉で法を話されご指導されていかれ

た、まさに神のような慈愛に溢れたお方でありました。御自らの御命を

削るようにされて、世界中の衆生を救済していかれたのでございます。

この御方は、いわゆる宗教家ではなく、比類なき世界唯一の存在であら
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れる大科学者であられました。そして今日、多数のご著書とご講演のカ

セット・テープとビデオ・テープが残されております。 

 法とは、神仏のみ心であります。 

 神のみ心を心とした大自然の姿を人生の教訓として、人間は総て神の

子として正しい生き方をしていかねばならないのです。貴方様がこの法

を今知りたい、または助けて欲しいと、いくら言われても、まず貴方様

ご自身が、この法を学ぶため勉強会に出られたり、またはご自宅で必死

になってお勉強されることからはじめなければ、私が申し上げることも

理解出来ないのです。貴方様ご自身、娘さんが可哀相と思うことよりも、

もっと大事なことは、貴方様ご自身がまず最初に救われることが一番大

切なのであります。その次に、娘さんという順序なのです。まず始めに、

私が書きました小冊子「はじめての人に」のようにご著書を拝読される

ことからお始めください。 

 こうして考えて見ますと、このご病気の娘さんをご縁として、まず貴

方様が救われること、またそれによって娘さんが救われるということで

あります。また、見ず知らずの私がこの娘さんのご病気を縁として、こ

のように貴方様ともご縁を持たせていただいたということも、有難い有

難い神仏のお計らいであり、お導きではなかろうかと思わせていただい

ております」 

 

 そのうえ私は、このご縁をお導きくださいました心ある方を縁として、

今日まで永年音信不通であった法友の消息を約二十一年振りに知るこ

とが出来たのであります。近く久しぶりに旧交を暖めることにいたして

おりますが、何とも不思議としか言いようのない感謝をいただきました。 

 更に、先の富山のやはりご縁をお導きくださいました方も、過日の富

山学修会において法の偉大性を深く理解され、深遠な悦びに満たされる

ようになられました。 

 このような神仏のお計らいくださるみ業に、ただただ感動しかござい

ません。ただただ茫然と立ち尽くすのみでございます。何とも有難く、

素晴らしいことであります。 

 縁とは、あざなえる縄の如し、心の世界はこの地上の距離や空間は一

切関係なく、総て神のもと一点なり、とお教えいただいております。 

 不思議な出会いとか、不思議な法縁等、不思議は一切ないのでありま

す。不思議という偶然は一切なく、総て必然であります。例え、靴のつ

ま先に石ころが当たろうとも、総て総てが必然だとお教えいただいてお

ります。 
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 その必然の真実を知っていくことが、悠久の年月を越えての真の法悦

ではなかろうかと思わせていただいております。 

 このたびこのような素晴らしいご縁をお与えいただき、よくよく考え

て見ますと、肝腎要の二人の患者さんよりも、誰よりも誰よりも最も大

きい法悦をいただきましたのは、この不肖私でございました。 

 主に対して、また関係の、皆様に対して心からの感謝を捧げたいと思

います。 

 

 最後に、高橋信次先生のお言葉を掲げさせていただきます。 

 

 『神は光なり法は神の心なり、この法を実行せよ、心の中は光明にみ

たされん』 

 『夜空の星、太陽をとりまく惑星集団は一糸乱れぬ秩序のなかにある。

その分を守り、天命のままにしたがっているが故である。人の肉体も同

様である。小宇宙として、調和されている。人の世も、それぞれが分を

守り、天命を知るならば、破壊や苦悩は、生じてはこないものである』 

 『調和は無限の進歩と安らぎを与える。調和の根底には愛が働いてい

るからだ。愛には自己主張がない。おごりがない。へつらいがない。喜

び悲しみがあったとしても、それにとらわれることがない。苦しむ者が

あれば、その苦しみを癒し、悲しむ者には光を当てて生きる希望を与え

よう。 

 愛は神の心であり、私心を去った調和への偉大なかけ橋なのである。 

この世に愛が満つれば、地上に仏国土が誕生しよう。 

 神はそれを望み、神はそれを辛抱強く見守っている』 
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【'96 年四月二十一日南九州地区学修会における挨拶】1996-6 月 

 

 丸山弘でございます。今日は多数ご来場いただきまして、誠に有り難

うございました。 

 これも偏に、神と高橋信次先生のお計らいとお導きの賜物と、心から

深く感謝を捧げたいと思います。さらには、今日までこの会開催につき

まして、格別のご尽力を賜りました関係各位に対して、心からお礼を申

し上げたいと思います。有り難うございました。 

 かつて一九七五年九月二十八日に、高橋信次先生にはこの地にお立ち

になられまして、『価値観の発見』と題され、地上の総ての衆生に対し

て法をお説きくださいました。 

 それから約二十二年後の今日、この地に私如き者が出させていただき

まして、こうして皆様とともにこれから法を勉強する会が開催出来ます

ことは、私の永遠の生涯におきましてこのうえない光栄に存ずるもので

ございます。 

 高橋信次先生には、一九七六年六月二十五日にご昇天なさいました。 

 先生ご存命の時、日本列島を東北、関東、東海、北陸、関西、西日本

と、六つに区分されまして、それぞれそこに責任者を指名されたのです。 

 その中の北陸地方、五百数十万の人たちに対して、私が悟った法を伝

えなさい、と私は指示をいただいた者でございます。そして今日まで陰

に陽に未熟な自分の心を見つめ、自分自身を調和しながら法を伝えてま

いりましたが、先生ご昇天の後、私は一人荒野の真ん中に放り出された

ような非常に大きな衝撃を覚えたのでございます。 

 そして一人静かにこれからどうしたら良いだろうか、どのように法を

お伝えしたら良いだろうかということについて考えました。 

 約一年間考えているうちに私はあることに気付いたのです。 

 それは、正法、正法といって、高橋信次先生のご著書を拝読したから

といって、高橋信次先生のビデオやカセットテープ、また直接ご指導を

いただいたからといって、自分は飛んで歩いていたけれど、何かいっぱ

しの正法者のような気取った物の言い方、考え方をして生きていたけれ

ども、さて、自分の心というものはそれだけ調和しているだろうか、自

分の心の中に光が満ち満ちているだろうか、ということを考えて見まし

た時、私の心は全く砂漠のような、みずみずしさの何もない自分である

ことを発見したのです。 

 では、何故このようになってしまったのかと考えてみました。 

 



737 

 

 皆様ご存じのように砂漠というものがあります、サハラ砂漠とかゴビ

砂漠とか、あの砂漠というものはどうして出来上がったのかと申します

と、ご承知のように雨が降らないからです。 

 私たちの心も、心の法雨というものが溢れ、滲まない限り、心は砂漠

化します。心に悦び、感謝といったものがなかったとしたら、ノイロー

ゼになります。ノイローゼというものは、感謝がないからです。悦びが

ないからです。感謝とか悦びというものは、人間として誰もが最低持た

なければならない筈なのです。ところが正法、正法と言いながら悦びも

感謝も、また常識、礼儀も、またご恩に対する報恩、ご恩返しの思い、

行いもないとしたら、とんでもないことだ、それで正法が自分の心に根

付く筈がない、正法が理解出来る筈がない、ということが解ったのです。 

 ああー、もう一度出直して常識、礼儀、感謝、報恩という、この四つ

の精進を目指して努力しようと思った時は、もうご昇天から一年も過ぎ

ていました。 

 先生ご昇天後一年になって、やっとそういうことに気付いていろいろ

と考えて見たところ、駄目な子が高橋信次先生のテープを拝聴したから、

ご著書を拝読したから、いきなり優等生になれる筈がないことに気付い

たのです。 

 正法というものは、常識、礼儀、感謝、報恩という人間として最低必

要な最低限のものが身に付かない限り、法という偉大な光がその上に点

されることはないということを知ったのです。 

 それでそういうことから自分自身の心を見つめて来ました。 

 お釈迦様の当時、ある時お釈迦様が山道を通りかかると、一人の百姓

が山を開墾しておりました。木の切り株やら石ころやら草等を取り除く

作業をしていましたが、お釈迦様に対して話しかけてきました。「今日

はどちらに行かれるのですか。貴方様は良いですね。何時も手も足も体

も汚さないで、人に対してお話をしていらっしゃるけれど、食べるもの

着るもの等は皆人から貰って良いお身分ですね」と、申し上げたそうで

す。 

 ところがお釈迦様は『いやいやそんなことはない。貴方は今山を切り

崩してそこから石ころや木の切り株等を取り除き、そこを畑にしようと

している。私もそういうことをやっているんだよ。一人の人の心にある

石ころや大きな岩を取り除いて、法の種を撒いても直ぐ発芽するような、

豊かな心づくりを指導しているんだよ。そうしないと、私が説いている

法という種が、そこに撒かれても発芽しないんだよ。人々は今日食べる

ことは知っているけれど、もっと大事な自分の心を豊かなものとする、
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法の種を受け入れる心の準備といったことを知らないんだよ。私はそう

いう尊い役割をいただいて今一生懸命にやっているんだよ』と申された

ところ、その百姓さんは非常に恥ずかしい思いをしたというお話を聞い

たことがありました。 

 私は、このお話を思い出して、常識、礼儀、感謝、報恩というこのこ

とを自分の心に植えつけるということは、ちょうどお釈迦様が言われた

ように、法の種というものを自分の心にいただき、発芽させる豊かな土

壌、つまり豊かな心を作る前段の仕事が、常識、礼儀、感謝、報恩とい

う作業ではなかろうかと思ったのです。 

 私は昭和五十年三月八日に大阪において初めて、高橋信次先生にお目

にかからせていただきまして、法に帰依させていただきました。それか

ら僅か二、三ヵ月後に、ご著書も拝読しないまま、また法も解らないの

に北陸の各地で話をして歩いておりました。私はドキドキしながら二つ

のカバンにあらゆるご著書を一杯詰めこんで回っておりました。 

 そして、何時も行く毎に今日はどのような質問をされるだろうか、今

日はどのような皆様からテストをされるだろうかと、それはそれはドキ

ドキ、ビクビク、正法どころではない、そういう人間だったのです。 

 何時も家内と出かけていたものですから、帰りの車中では、家内から、

ああーとか、ええーとかばかりで、一向に中身がないではないの、高橋

信次先生のお話をお聞きして、何か気付きませんかね。先生は立て板に

水を流すようにお話されている、貴方の話はケツケツと聞いていても苦

しいし、私は全く冷汗もんや。 

 そういうことで車に乗ったら乗ったで、ネチネチといじめられる、そ

うした中でお話に行かせていただいているものですから、全く生きた心

地がしない状態でありました。 

 そういった時に、富山県のある方が反省について、私に質問をされた

ことがありました。 

 「私は反省と言うものを、奈良県に在るある内観道場に行って勉強を

してきた。それから高橋信次先生のお名前を知り、法に帰依したもので

す。丸山さん、貴方が言っている反省というものは、我々から見たら非

常に次元の低いものだ。我々はもっと高い次元の反省を勉強し、実践し

てきた」と、申されたのです。 

 私は冷汗一杯の生き方をしているものですから、うわー、また大変難

しいことを言われたなあと思い、「私は高橋信次先生に教えていただい

ている以外の所には行ったことがないのです。そうですか、一度先生に

お尋ねしてみましょう」ということで、後日、高橋信次先生にお目にか
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からせていただいた時「先生、私の所のある方が、丸山お前の言ってい

る反省は非常に次元が低い、奈良の内観所ではもっと非常に高い次元の

反省を指導している」と言われたのですが、それは本当でしょうかと、

お聞きいたしました。 

 高橋信次先生は一言『そこには法がないんだよ』と、申されたのです。

しかし聞いていたのでは、高橋信次先生はお手紙でそこは良いんだよと、

ご承認しておられると聞いていたのですが、私には『そこには法がない

んだよ』と、おっしゃいました。しかし私には、その真の意味が解らな

いのです。 

 生来私は非常に引っ込み思案の人間なものですから、先生がこのよう

に言われたら「先生、法がないということはどのようなことですか」と

食い下がれば良いのですが、食い下がれない内向的な性格だったもので

すから、何時もこのような時には言葉を呑んでしまって、そしてその後

で聞けば良かったなあ、もっともっと食い下がって聞けばこのように悩

まなくても良かったのに、と愚痴っている人間でした。 

 この時もやはり心で愚痴りながらその日から、自分の万年筆をポケッ

トから出して机の上に置いて、ある、それを今度は後ろへ隠して、ない、

何だろうこりやー、あるにないは付いたものだ、何のために私にこのよ

うなことを言われたのだろうか、私はそれから毎日毎日会社においても、

家に帰ってからも暇があると、あるない、あるない、あるない、とやっ

ておりました。きっと当時このような私の姿を見た人は、大分変わって

いる人間だと思っていたが、いよいよ頭にきたのではなかろうかと思わ

れたに違いないと思います。 

 そういうことをやりながらもどんどん月日は流れていきました。当時、

今の『ひかり』誌の前身である『ほくりく』誌を発行しようという話が

持ち上がっておりました。私の回りにおられる人たちが皆出そう出そう

と言われるのですが、一番消極的なのは私でした。それは毎月私が何か

原稿を書かねばならないのですから、一番の責任バッターは私なんです

から、私にはそういう能力も何もないものですから、自信もないし止め

よう止めよう、そう言いながらも何時の間にか昭和五十七年十二月の中

頃に『ほくりく』という月刊誌の第一号が出来上がり、その次の二月号

の原稿を書いておりました。 

 慣れない仕事のため疲れていながらも、やはり万年筆を出して、ある、

法がある、法がない、これは一体何だろうかと、何時ものように考えて

おりました。もうあの時から七年の月日が経っておりました。ところが

そのように何回かやっている或る瞬間、遂に解ったのです。七年目にし
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て解ったのです。「法があるって解ったぞ」、まあその時は込み上げる

ような涙と悦びで感激いたしました。 

 法とは、悟られた偉大な光の大天使の一言一句であり、神のみ心であ

る。法とは永遠に変わることがない永遠のものである。法律も法と言い

ますが、この法は、人間が作ったものですから、十年、二十年、三十年

で、罰金が五十銭、今罰金五十銭と言われても誰も驚く者はいません。

五十銭というお金もありません。法律というものは、常に国会において

作り替えております。 

 しかしこの法というものは、永遠に変わることがない、かつてペテロ

という方がおられました。イエス様の十二使徒のお一人の方ですが、今

生は、東大総長の矢内原忠雄というお名前で出ておられました。このペ

テロという方がイエス様の時に言われた言葉があります。「草は枯れ 

花は散る しかし主のお言葉は永遠に変わることがない」 

 現在私たちは『ひかり』という月刊誌を出させていただいております

が、その中に『正法と経済』という、昭和四十九年頃に高橋信次先生が

お書きになられた原稿が載っております。普通二十年も経ったらそうい

うものは間に合いません。今日経済学者や経済評論家という人たちは、

総てテレビから姿を消してしまいました。何故なら東西の冷戦というも

のが崩壊してしまった、ソ連が崩壊したために経済の予測が見事に外れ

たからです。語る人はいません。 

 しかし、高橋信次先生の昭和四十八、九年頃にお書きになられた『正

法と経済』は、この『ひかり』誌に掲載してありますが、依然として未

だに今の時代にもぴったりと当てはまる、これが法というものでありま

す。悟られた方の一言一句は永遠に変わることがないのです。そしてそ

のまた教えを基本として指導しているところを法がある、というのです。

また一方、その法を基本としていない、つまりその指導者の考えを中心

とした指導をしているところは、法がないというのです。 

 書店に多数の本が並んでおりますが、その殆どは、その著者の考え方

であります。それは思想です。そこには光がありません。しかし悟られ

た方の一言一句が書かれたご著書は、光に満たされています。これを拝

読している人もまた光に満たされます。しかし、思想を信じている人た

ちには、光がありません。他力信仰もまた然りです。そういうことが解

ったのです。 

 そのうえ不思議なことに、その日からは以前のように二つのカバンに

ご著書を一杯詰込むことをしなくても良くなったのです。その月の『ひ

かり』誌を一冊持って出かけるだけとなったのです。こう申し上げたか
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らといって、私は超人的でも何でもありません。皆様と一緒です。皆様

よりもむしろ劣る人間かも知れません。しかし法というものを自分の心

に落としただけで、自分のような愚かな者でも偉大な法悦というものを

いただけることを私は体験したのです。皆様方にも法とは、思想とは如

何と我が心に問いかけて見ていただきたいと思います。 

 私たちは『ほくりく』ならびに『ひかり』誌を通じて、最初から法と

は何ぞや、思想とは何ぞや、そういうことを中心とした編集をして来ま

した。皆様には是非ともご著書の補完的教科書として毎月お読みいただ

きたいと思います。そしてご批判をいただきたいと思います。 

 次に、私たちが開いております学修会は、大阪、富山を始め今度は毎

月第三日曜日に、ご当地でも開催させていただくわけですが、通常の学

修会ですと講師が一方的に講演をして、それでおしまい、ということで

すが、私の学修会は今日、ロの字型に机を並べて、私のところにも白布

がかけられており、また皆様方のところにも同じように白布がかけられ、

椅子もまた寸分変わらない皆平等の立場で並び、そしてお互いにこの一

カ月間法を中心として精進努力した成果を発表する学修会であります。 

 また、その間において解らない質問、疑問そういうこともどしどしご

質問いただき、それに対して私なりに解っていることをお話させていた

だく、それをまた次の一ヵ月の間に精進されて次の学修会で発表してい

ただくという、一歩一歩階段を上がる勉強会をやっております。 

 それは何故かと申しますと、以前私が一方的にお話するという講演会

方式の勉強会をやって来ました。ところが、何年経っても皆様から後光

が出ないのです。光が出ないのです。そこで一人での自分自身との戦い

の中では、何年経ってもなかなか難しいなあ、高橋信次先生は一日も早

くこの地球を光の満ちた、神の王国にしなさい、飢えのない、争いのな

い、病苦のない平和なユートピアにしなさい、お前たちはその使命があ

るのだとお教えくださいました。それではこのようなことをしていては、

到底世界に向けて出ては行けない、ということに気付きまして、ご出席

の一人一人の方と私とがマンツーマンのお勉強を限られた時間の中で

学修し、それを基本に精進していくそういうことに切り替えた訳です。

そうしますと非常に早く後光が出るのです。 

 毎月発行しております『ひかり』誌には、大阪や富山や金沢での学修

会で指導している実態が伝道だよりとして事細かに書いてありますの

で、そこをお読みいただければ、どういうことをやっているのか、そし

てまたその現場でどういうことが起こっているのか、一目瞭然として解

ります。ここの勉強会もそういうことで続けさせていただきたいと思っ
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ております。 

 その間、自分は今日は話せないなあと思われた方はパスで結構です。

パスと言って俯いて貰えばそれで良いのです。それで別に私は文句を言

う資格もありませんし、皆様と平等です。 

 質問とか勉強してきた方は、どんどん発言してくだされば良いのです。

例え発言しなくてもそれを通して耳で聞いてまた自分を生かす、持って

帰ってまた自分の生活に生かす、勉強方法をいただくということも良い

ことと思います。 

 この五月号の『ひかり』誌の中に、高橋信次先生の『組織と個人』と

いうお言葉が載っておりますが、この中に正法を学ぶには組織の中に入

りなさい。独学では心の精進は進まない。という意味のことをお教えく

ださっています。ここのところも一つご心読くださり、私たちの勉強会

がどういうものであるか、見ていただきたいと思います。 

 私自身も満点ではありません。立派なものではありません。しかし誠

心誠意命をかけてやってきております。ですから、今朝からも高橋信次

先生の祝福の光輪が太陽の回りに大きく出ております。私たちの勉強会

の要の時には、何時もこういう現象をお見せくださいます。 

 今朝ちょうど六時に桜島の向かって左側の端の方から朝日が上がり

ました。私はそれを拝見し、高橋信次先生に祈りを捧げました。そして

そのようにお与えくださいました。 

 先ほども拝見に行きましたが、まだ出ておりました。天と我々とが結

ばれているという一つの証明でございます。ですから、真実というもの、

正しいというもの、それを私たちの勉強会を通して本当に正しいんだろ

うか、好い加減ではなかろうか、疑問を持って勉強会にご参加下さい。 

 また、本当だと思われたら一緒に学ぼうではありませんか。そして一

日も早くこの地球が争いのない、飢えのない、病苦のない、また人間は

総て神の子であり、神のもと皆平等であり、皆兄弟であることを自覚さ

せ、平和なユートピアとなるよう努力しようではありませんか。 

 今私たちの法の友達がブラジルのサンパウロでも勉強しておられま

す。このビデオもカセットも月刊誌も、ご著書も皆差し上げてあります。

アメリカにも法友がおられます。韓国にもおられます。かつて私たちは

これまで国内を始め、地球上の各国にある日本人会に対して、高橋信次

先生のご著書を寄贈してまいりました。その数量は、約八階建のビル位

の高さに相当する程の数量となりました。各方面より感謝と悦びのお手

紙を多数いただいております。 

 しかし根本は、この日本の本土です。ここで高橋信次先生がお生まれ
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になられ、ここでお悟りになられ、そして法を地球上総ての衆生に対し

てお説きくださったのであります。私たちは先生が呼吸をされたこの地

に出させていただき、学ばせていただいた者達です。この根本の地が光

に満たされなければ、地球の隅々までその光が届く筈がないのです。 

 どうか皆様ご精進くださいまして、そしてこの場にお集まりください

ますようお願いいたしまして私のお話を終わらせていただきます。ご静

聴有り難うございました。 

 （一九九六年四月二十一日 鹿児島市ジェイド・ガーデンパレスにお

いて） 
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【法に生きる】1996-7 月 

 

 『貴方の周りに魔をおいてはならない』 

 ある日突然、高橋信次先生よりお導きいただきました。 

 当時の私は、誰でも頼まれれば人を預かってあげることが、愛だと思

っておりました。 

 高橋信次先生を金沢の地に初めてお迎えするため、昼夜の別なく伝道

に明け暮れていた、今思い出しても涙が溢れるほど懐かしい頃、一人の

法友からご子息を手伝いに使ってくれないかということで、非常に有難

く思い来ていただいておりました。 

 年の頃は二十代半ばの青年でしたが、別に気にも留めず毎日事務所に

勤めていただいておりました。時折事務所をのぞくと、仕事のない時は

大抵机に伏せてぐうぐう大きないびきをかいて眠っていました。 

 それでも私は、どうせ今は忙しい仕事もないことだから、良いかーと

思っていました。 

 その青年が来てしばらくすると、各地区から私に対する批判の声が上

がっていることを耳にするようになりました。 

 「研修会に参加する人は、丸山の気にいっている人だ」等、あること

ないことが会員間に流れているようでした。 

 私は、法に帰依する以前北陸地方では最大の企業に勤務し、そこのト

ップの秘書を長年の間務めた経験を持っておりました。当時は仕事柄特

に人間関係と言動には格別注意をした生き方をしてきていましたので、

法のお世話をさせていただくようになってからも、これまで以上の心づ

かいをしてまいった積もりでおりました。 

 ところがそのようなデマが流れるようになったので驚いてしまい、何

故、どうして、何処からそういった根も葉もないことが出ているのかと

調べて見ました。 

 調べて見たところ、なんとその発信源は、私の足もとだったのです。

つまり、くだんの青年が元凶だったのです。 

 当時の私は、まだ正法も何も解っていない、全くの駆け出しのズブの

素人でした。 

 ですから、そういったデマ放送をやっていることが解っても、悪意が

あってやったことでもないから、まあいいかぁー、若いからそんなもの

だろうぐらいにしか思っていませんでした。 

 ところが突然、高橋信次先生からお電話をいただき、初めて自分の愚

かさに気付かせていただき、天井まで飛び上がるような驚きを覚えたの
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でした。 

 こともあろうに、魔を住まわせ良いことをしている。愛の実践をして

いると思い込んでいたことが、実は全くの逆も大逆のコンコンチキチキ

の大馬鹿者だったのです。 

 法をしっかりと正しく勉強をしないため法以前の自分中心の愛で判

断し、光の中心であるべき所に、魔を養っていたのでした。 

 そしてこともあろうに、高橋信次先生の千里眼ともいうべき、観自在

力により発見していただき、お導きいただいたのでした。 

 また、眼はたしかに二つ開いているのですが、心の眼が開いていない

ため、魔が同居していても何も解らない、目明き盲とはこのようなこと

を言うのだと、初めて自分の不明を解らせていただきました。 

 その愚かさの原因は、何といってもしっかりとご著書を拝読していな

かったためでした。正法の学修は、ご著書を拝読していないと、学修会

に参加しても、また個人指導の機会をいただいても、その指導を理解す

ることは勿論のこと生かすことも出来ないのです。宝の山に入っても何

一つ得ることは出来ないことを知っていただきたいと思います。そして

また、そのような人たちが聞きかじりで、やがて自分流に法を曲げてい

くこととなるのです。 

 次の体験も、まだ法に触れて四ヵ月余りの時のことでした。 

 ある日の午前、これまでお会いしたこともない、眼の鋭い何故か手首

に白い布切れを巻いた一人の青年が訪ねて来ました。 

 後で解ったことですが、朝早くからビルの中をぐるぐる徘徊している

挙動不審の者がいることを、既に関係者はキャッチしていたのでした。 

 当時は、朝から晩までこの駅前の会社の事務所に、法を求める人たち

が訪ねて来られ、殆ど私は仕事が出来ない、しかも嬉しい日々でした。 

 机から立ち上がろうとしたところ、急に息苦しくなり、次第に呼吸困

難になっていきその場に崩れるように座り込んでしまいました。 

 側にいた事務員があまり突然の急変に驚き「社長、社長どうしたんで

すか。何処か具合が悪いんですか」と、大声で叫び、他の者も駆けつけ

大変な騒ぎとなりました。 

 私自身も、あまりにも急激な体の変化にただ驚き、何でこのようにな

ったのか、何が何だか解らない、ただ息苦しい状態でした。 

 しかし、意識だけはしっかりとしており、前の壁に何かが這いながら

蠢いているのが見えてきたのです。 

 初めて自分の眼にこの世のものでない、あの世の不思議なものが見え

てきたのでした。よくよく見ると、それは大蛇の大きな胴の一部が見え



746 

 

るのです。大きな鱗の一枚一枚がはっきりと見えるのです。 

 しかし、少しも恐ろしいとか気味悪いといったような思いがしないの

です。 

 咄嗟に私は今来た青年に憑依している魔物だと直感いたしました。こ

のように書いていますと、読者は何かもう一時間も経ったように思われ

るかもしれませんが、本当はものの一分か二分ぐらいの出来事でした。 

 この魔物、つまり大蛇が私の首に巻きついている、と思い、直ちに事

務員の女の子に、「心行・祈願文」を一緒に読むように振り絞るような

声で頼みました。 

 やっとやっと読み上げていくうちに、次第に息苦しさがなくなり、大

きな声が出るようになり、救われたと思うと途端に涙が溢れて来ました。 

 私はこの体験を通し、初めて真剣に法を学修、実践することの大事な

ことをいやというほど解らせていただいたのでした。 

 後にある偉大な霊能者にこのことをお話申し上げ、ご指導をお願いい

たしましたところ、「それはそういった魔が憑依した人が来た機会を縁

として、貴方の守護、指導霊が早く法による体験を積み上げて欲しいと

いう必死の願いから、貴方自身に憑依の体験をさせたのだ」と教えてく

ださいました。そして人を指導する役割の人は、誰も皆人の十倍も百倍

も厳しい環境におかれ修行のご縁をいただいていること、何時も体験す

るように計らわれていること、偉大な高橋信次先生のような方であられ

てさえも、経済を通した心のご修行のために会社倒産という厳しい環境

を選ばれてのご体験をされておられることについてお話くださいまし

た。 

 魔は、常に光の世界を嫌い法が広がっていくことを妨害しようとして

おります。これまでも何度か新しく法が広がろうとしたとき、決まって

立ちはだかって光の道を閉ざそうとしてきました。そして法の中心に向

かって攻撃をして来ます。その魔は、その中心の周りにいる人たちの心

を縁として、情け容赦もなく襲撃し、その中心を倒そうと激しく攻撃し

て来ます。 

 今日までの二十数年の間に、何回となくこのような攻撃を体験してき

ました。 

 魔に見入られた人は、その殆どが長年にわたり、心の底に怒り、愚痴、

妬み、そしり、悪口、怒り、不平不満の思いを一杯堆積している人でし

た。その堆積している心の中の土砂を八正道により、浚渫(しゅんせつ)、

反省、悔い改めることなく自己中心の儘に生きておられる人たちでした。 

 いくらご著書を拝読しようとしても、なかなか心の中に潜んでいる魔
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に邪魔をされ、意識を集中してのお勉強が出来なく、根気も無く決めた

ことも続けることすら出来ない心の人でした。それはそのような魔が心

の底に潜んでいるため、法の実践による心からの悦びもなく、当然のこ

と感激や感動もない人でした。 

 そういう人の特徴は、法による話はまず出来ません。しかし世間話に

なるとセキを切ったように人が変わったように生き生きと話されるの

です。当然のこと、人を思いやることに欠け、人を愛することはなく、

謙虚さも見受けられません。責任感もありません。 

 ちょうど南九州地区学修会参加に向けて、日々思うこと、行うことに

は三度三度の食事にも気を付け、病気になったら参加出来ず多数のご参

加の方に大変な違約となりご迷惑をおかけすることともなる、それより

もそれよりもまず神と主に対して誠に申し訳ないでは済まされない償

うことの出来ないほど、大変な罪を重ねることともなるので、心明るく

感謝と悦び一杯で参加させていただけるよう、努めて来ておりました。 

 ところが出立の二日前の深夜というよりも明け方寝ている中で『人間

釈迦』の中にある『心を燃やすな』のところを読みたいと思ったので、

直ぐ様起床し拝読させていただきました。 

 そしてあらためて法の定着していない新しい地へ行くための心構え

をお教えいただき、南九州に向かって出立いたしました。 

 その『心が燃えていないか』のところには 

 『諸々のサロモン達よ──。 

 そなた達の眼は燃えている。燃えている眼で物を正しく見ようとして

も見ることはできない。欲望に心が移り、足ることを忘れた心があるか

ぎり、正しき物の判断は出来ないし、安らぎの境地も得られない。 

 そなた達の耳は燃えている。燃えている耳で、正しくものを聞くこと

が出来るであろうか、それは出来ない。ひとりよがりの増長慢がそうし

た耳をつくり出し、他人の言うことが聞こえないのである。心の高ぶり

を捨てねば、心の平和は得られぬであろう。 

 そなた達のロは燃えている。口角泡（あわ）を飛ばし、感情をむき出

しにして、相手の心を忘れて論争する。論争は感情を刺激し、対立を生

み、闘争に発展する。 

 どこに慈悲の心があるのか。 

 語る言葉に慈悲があれば、相手の心を燃やすことはないであろう。言

葉によって、相手に意志が正しく伝わってこそ、燃えている言葉も静ま

るというものである。 

 生老病死は、他力の苦行では決して開放されることはないのだ。常に
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不安と不信が同居し、疑問があっても明らかにできず、永い習慣に心ま

で柔軟さを失ってゆくものだ。 

 燃える心を静めるためには、心と行いによる八つの正しい道を活かす

ことである。生活の物差しとすることである。そうして、燃えている原

因を除くことが大事なのだ。 

 原因を除かないかぎり、また残り火によって、燃え出すであろう。 

 心は常に、丸く、大きく、豊かでなければならない。燃えれば、煙も

出るだろうし、その煙は心をおおい、神の慈悲の光をさえぎってしまう

だろう。 

 正しい八つの道を尺度として、反省の中から、その残り火さえも根絶

させなければならないのだ。 

 その時に、人の心は慈悲の光に埋まり、苦しみから解脱し、光明とい

う世界がひらけてくる。 

 五官にとらわれた肉の身のはかなさ、無意味さ、人間のなんたるかを

知り、安らぎの心を悟るのだ。 

 光明の世界を、実在界という。その実在界は、やがてそなたたちの帰

るべき安住の地なのだ。本当の世界なのだ。肉体は無常であり、人生航

路の乗り舟にしかすぎぬ。 

 今そなた達の持っている肉体と同居している実在界への乗り舟は、眼

には見えぬが巌として存在しているのだ』 

 

 まず今私達が為すべき一番大事なことは、命がけで高橋信次先生のご

著書『心の発見・人間釈迦』を、小冊子「はじめての人に」の通り拝読

することから始めてください。それも盲信をしないで、疑問を持って拝

読していただきたいのです。お願いいたします。 

 必死になってそこを通らない限り、正法の道に入門することは出来な

いのです。 

 学修会にいくら参加されても、何一つ理解し心に落とすことは出来な

いのです。 

 正法の道は自力を出して始めて、その努力された自力の分、他力（神

仏のご加護）が与えられるのです。根気よく自力を出して心を尽くして

精進努力をされることが大事と思います。 

 そのためには、これまで発刊しております月刊誌「ほくりく」と「ひ

かり」誌を、始めから取り寄せお読みになることが他人の体験から学ぶ

ことが出来、おおいに学習に活かすことが出来、自己確立を早めること

が出来るものと思います。 
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 各位の不断の努力とご精進をお祈りいたします。 
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【「第二十一回高橋信次先生に対する感謝と誓いの会」における挨拶】  

 1996-8 月 

 

 本日は非常に悪天候にもかかわらず、鹿児島から、また熊本から、鳥

栖から、大牟田から、久留米から、福岡から、それから福山、岡山から、

松山から、兵庫から、大阪から滋賀から岐阜から東京から地元福井、富

山、石川からかくも多数お集まり下さいまして誠に有り難うございます。 

 こうして「高橘信次先生に対し、二十一回の感謝と誓いの会」を重ね

て参りました。法はどんどん広がっております。私達は法がある法がな

い、法とは何か、思想とは何か、ということを中心にしてこの勉強会と

いうものを、重ねて今日まで参りました。その法とはなんぞやという、

私達の学習の成果が天上よりご承認されるものとなり、今日日本の隅々

に広がっているのです。そしてまさにここに法があるという、光輪の現

象をいただいて参りました。学修会のある毎に、物事がある毎に、光輪

による祝福をいただいております。 

 かつて私は、昭和五十年七月六日金沢での講演会を終えまして、この

七月六日というのはもうすぐ目近(まぢか)ですが、昭和五十年の七月六

日というのは、昭和四十三年の七月六日に高橋信次先生がお悟りになら

れた、非常に記念すべき日なのです。その七周年の講演を東京でおやり

になられるのをこの金沢で開催して下さったのです。金沢での「心の原

点」というご講演会はたったの一回でございますけれども、非常に意義

のある講演会でございます。そのご講演が終わったあと私は非常に自分

自身が自信をなくしまして、講演会が終わったらこれでこの会をやめよ

う、というそういう失意の気持ちでおりました。 

 ところが八月に入って、私の非常に尊敬していた方から電話があり、

ちょうど私の心を見すかしていたように八月の終わり頃に、ちょっと二、

三人で集まるけど、来ないかねというお誘いがありました。私は、まあ、

むなしいけれども行ってみようかということで、東京へ行きました。 

 昭和五十年八月二十六日にその方のお宅へ行き、その方の帰られるの

を待っておりましたら、だいぶ時間が遅れてやって来られました。入っ

てくるなり 

 「丸山さん、私は高橋信次先生の側近として、お側にずっと長くお仕

えして来ましたけれども、こんなに驚いたことはありません。今もこの

心臓がドキドキしております。先生はみんな知っておられますように、

先生は千里眼であられる、自由自在であられるといわれ、よくよく知っ

ていた積もりなのに、これ程までに全てを見通しておられるということ
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は知りませんでした。 

 我々は一週間ほどの先生の特訓を受けに千葉へいっておりました。千

葉で一週間の特訓を受けていたのですが、貴方との約束があるものです

から、まだ一、二日残っていたけれども途中でお願いして出ようと思い、

今言おうか今言おうかと機会を伺っていました。 

 ところがその前に先生から、金沢の丸山さんが来ているんでしょう。

貴方行って上げなさい。もういいから、すぐ行きなさいと言われたので

す。これにはもうすっかり私は驚いてしまいました。こんなにびっくり

したことはありません」 

 と言われたのです。 

 私もそれを聞いて非常に驚きました。私のような愚かな者をちゃんと

名前まで覚えて下さって、そして東京に来ているということまで、ご存

知だったということを私は非常に驚きました。 

 私達は平素から親しい人、男性が三名と女性が一名と四名集まりまし

た。その中の女性の方は、金沢の講演会でイスラエルのイエス様の時の

現象をされた方です。 

 高橋先生公認の霊能者で、私たちはイスラエル当時、縁生の深い方で、

夕食を終えて皆で梨を食べておりましたところ、突然この女性に私の守

護霊が入られて、そして『皆様本当に今日はご苦労さまです。この丸山

を守護している者です。今日はこの者をここに呼ぶために皆様も集まっ

ていただきました』 

 そして、私のこれからの人生についていろいろ諄々と諭して下さいま

した。 

 そしてその話が終わるか終わらない時、この世では聞いたこともない、

この人生では全く聞いたこともない、耳にしたこともない大変重々しい、

それはそれは例えようもない威厳のある重々しい声の方が入られまし

た。そして私のことを全て知っておられるのです。 

 

 『あなたはイスラエルの生命、イエスの時にいた魂です。私達はあな

たが北陸に法を伝えていく使命があるということを十分に知っており

ます。 

 

 あなたが法を伝えて行くためには、私達はあらゆる協力をします。天

上界のものはあらゆる協力を惜しみません。 

 山を崩さなければならない時は、山を崩しましょう。 

 谷があれば、橋を架けましょう。 
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 海に舟が必要であれば、舟を浮かべましょう。 

 あらゆる困難を排除し、あらゆる協力をします。あなたは心配しない

で下さい、不安を持たないで下さい。私達の言うことを信じなさい。不

安を持つことは天上界との交信ができないことになります。 

 

 この北陸はこの日本列島の縮図のような所です。非常に宗教も多いし、

新興宗教もいろいろのものがあります。それから魔は非常に競い立つで

しょう、あなたの前途にいろいろなものが競い立つでしょう。しかしそ

れに勝つには愛しかないのです。特にこれからこの北陸に道を伝えてい

くには、 

 

 常に愛の心を忘れてはいけない。 

 人を裁く心を持ってはならない。 

 人間には平等にせよ。 

 人の上だと思ってはならない。 

 人の足を洗う心を持て。 

 

 正道を一つ一つ大事に実践して行くならば、あなたはやがて祝福され

るでしょう』 

 

 その時私達四人はもう本当に顔も上げられないほど、涙が滝のように

流れ、感動でみんな泣き伏しておりました。でも、泣いている中で、そ

の方のお名前が知りたくて、是非ともお名前を教えて下さいとこもごも

お願いしましたけれど、私は名前を名乗るほどのものではありません。

何度お聞きしてもおっしゃらないので、是非とも教えて下さいと何回か

お願いした結果申されたことは、「私はイスラエルのものです」と一言

申されて帰って行かれました。 

 私はそれを始めのうち大学ノートに書いておりましたけれども、もう

涙と顔を上げられないので、そのうちノートに書くことは出来ませんで

した。しかし、かなめは全部今も記憶しておりますし、今も話している

中でその当時のことがよみがえり、胸の中からこみ上げてきます。 

 私は光あるお方のお話を聞いて、私の心は吃驚仰天してしまいました。 

 あー馬鹿なことをしている、こんな馬鹿なことをしていてどうなるか、

自分自身がこういうひ弱な自分だけのことを考えて、もうやめようとか

何とか、こういうことをしていてどうなるか。ということで自分自身を

叱り、諌め、悔い改め、反省をしました。そこでようやく私は本当の自
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分を取り戻すことができたのです。そして、よし死ぬまで高橋信次先生

のご恩に報いるために自分の命を捧げても、この法を一人でも多くの人

に伝えて行こうと決心し、今日まで参ったものです。 

 私はそれから多くの人に正法について体験させていただいたことを、

お話して参りました。自分なりの理解したもの、体験したことをお話さ

せていただきました。高橋信次先生がお悟りになられ、人間としての正

しい道を教えられたことをお話して来ましたけれども、最近になって思

いましたことは、高橋信次先生がお悟りになられるまでのご苦労につい

て、これまで見落としていたことに気付いたのです。 

 私もご著書を十分に拝読しております。 

 「心の発見、神理篇」三十一頁に書いてあります。 

 「私は一九五三年に、許嫁の女性に自分の将来について四十八歳まで

のことを予言し……」、と書いてありますが、その時高橋信次先生は何

と二十六歳の時でした。 

 私も二十六歳の時に、許嫁ではありませんけれども話をしました。「心

の発見」を読みまして二十六歳と分かった方はおられますか。そして昭

和四十三年七月九日から三日間で、すべての方針を正せ。お前は悟れと

いわれてその三日の間に悟られたのです。そして自分の心から何もかも

許す、何物にも執らわれない、菩薩の心が芽生えたということが書いて

ございます。 

 そしてその法というものがいろいろの人から人に伝わっていったの

です。この私にもです。私にも法が伝わって参りました。頑迷な私は昭

和四十七年の後半位に話して下さる方がいたのですが、なかなか新興宗

教拒否症というものか、受け付けなかったのです。その伝えて下さった

方は秋本善次郎さんという方でした。この方の正法に触れるまでの生涯

について、この間私は思い出しておりました。 

 この人は戦時中陸軍航空隊の爆撃機に乗っていた人でした。幸いに爆

撃機で爆弾を落とす係りではなく、無線の担当をしておられました。爆

撃機ですから何人もが乗っております。 

 しかもこの人は優秀なためいつも隊長機に乗っておられました。自分

の飛行機が胴体着陸しても、敵にやられて、帰ってきてもう車輪も何も

ない胴体着陸をやってもみんなが救われる。敵前で不時着してエンジン

が故障で飛ばなくなったため全滅かと思っても、またプルーンとエンジ

ンがかかって帰れる。そういうことが何度も続き、そして自分がそのグ

ループから他の所に転属すると、そのあと残った仲間が次々戦死してい

くのを見るにつけ、はじめのうちはやがて自分ももう死ぬんだ、これは
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もう戦友が早くいっただけで、自分もやがて明日にでも順番が来るんだ。 

 そんな風に思っておられたのですが、余りにも次々、次々、みんなが

亡くなっていき、自分だけが一人残っていくため、この人ははたと考え

られたそうです。何でだろうかと、何か神仏のご加護だろうか、神仏の

ご加護というのは、自分の家が商売をしていたものですから、そこに祭

っている神仏のお陰か、自分の実家が信仰している神仏のご加護か、そ

ういうものではなかろうかと思いながら、終戦を迎えて一人帰って来ら

れたのです。世をはかなんで金沢市内の人であるにもかかわらず、能登

半島の本当の未開の地で開墾をやり、開拓者としての生き方をしておら

れました。 

 私が会社をつくるようになって、是非にと無理をいって私の会社に来

ていただきました。それからその方は、お盆とか年末になるごとに何処

かに出かけられるのです。ある日どこへ行って来られたのですかとお聞

きしたら、自分の戦友が全国に眠っているので、そのお墓参りをして歩

いているのだ、といわれ、ああそういうものなのかなー、私は軍隊に行

きましたけれど、たった一年で弾が雨あられと飛んでくるような経験は

しておりませんでした。だからどうしても自分の物差しで見るわけです

ね。 

 しかしその方はそういう苦難を乗り越えて来られた方でした。生命の

生と死の境を生き抜いて来られた方ですが、非常に穏やかで、本当に清

らかで、心の美しい方で、商売をしている私なんかよっぽど汚れていて、

何かもう、もっと商売人らしく出来んのかなーという、私はそういう心

を持っておりましたけれども、今から思うと非常に恥ずかしく申し訳な

い思いで一杯です。 

 その方が全国をお参りをしている途中で、高橋先生の「心の発見」、

昔は「縁生の舟」といいました。そのご本に触れて高橋先生の所へ飛ん

で行かれたのです。その後何回も私に、こういう偉大なお方がおられる

是非本を読まないか、心行を読まないかということを言われたのですが、

しかし私は、新興宗教は嫌いなんやと、いつもいつもはねつけておりま

した。 

 昭和四十九年の九月八日にご講演されました「関西九月講演」という

テープがあります。それは「現代宗教と正法」という題でご講演下さっ

た時だったと思いますが、当時北陸から四、五十人の人が関西にいって

お話を聞いておられたようですが、この日関西の方のお世話によって、

この四、五十人の人が集まり、そこへ高橋信次先生がお見えになられて、

お話をして下さったそうです。 
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 その時に四、五十人の人がそれぞれ福井へ是非来て下さい。やれ富山

へ来て下さい。やれ金沢へ一日も早く是非来て下さいというお願いをさ

れたそうです。その時に高橋信次先生は、「いやいや、私はやがて金沢

へ行くことになっているのです。金沢に大物が出ているのです。その者

が目覚めたとき私は行くことになっているのです。あなた方はその人を

探しなさい」とおっしゃられたそうです。 

 その日から私の側にいる秋本善次郎さんのところに、その人達が集ま

ってきて、金沢で探すにはどうしたらいいかね、誰やろうかね、どこの

社長やろうかねと、ひそひそ、ひそひそ話をするようになり、益々私は

新興宗教って嫌やなーと思っていました。その内に、次第に目付きが私

の方に向いてきました。いくら探してもいないものですから、私の方に

目が向いて来たのです。 

 もしや私だと言うのではないかと思って、さらに嫌やなーと思ってい

たら、案の定、秋本善次郎さんが、「もしやあなたではないでしょうか」

と言われ、私は「いやあなたではありません」と私は申し上けたのです。

「人違いです」ということを申し上げたのですが、やがてこの人に引っ

張られて高橋信次先生にお目にかからせていただきましたのが、大阪学

修会が始まったのと同じ日の三月八日でした。 

 この秋本善次郎さんという方は私の家内の義兄なのです。もうすでに

家内と結婚する以前に、この人は戦時中に既に高橋信次先生より法をい

ただくために天上界でその使命をいただき、自分の魂を生と死の境にお

いて神を信ずる、神はいませりということを悟るため、飛行機に乗り、

ご精進しておられたのでした。ですからこの人は神によって守られ、弾

は当たらなかったのです。 

 そのことは何も分からないものですから、「なんか秋さんと一緒にい

ると幸せやなー、秋さんに神がついているんではないか」と、みんなが

言ったそうです。大宇宙大神霊が、この偉大な偉大な高橋信次先生とい

う偉大なお方がこの世に出られて悟られた法を、一人の人間にお伝えす

る役割を命じておられた、だからすでに、この方の妹に当たる人と結婚

ということが、私が家内に会う遥か前にそれは仕組まれてあった訳です。 

 このように私達に法というものは皆それぞれ伝えていただいており

ます。私にはその方から伝えていただきました。皆さんはどういう所か

ら伝わりましたか知りませんけれど、私は三年ほどそれを拒否しており

ました。また北海道の責任者として出られた方でとうとう高橋信次先生

のもとには集まられたけれども、高橋信次先生には北海道ではご講演を

されませんでした。そのため北海道には法灯はともりませんでした。私
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自身も三年間、自分自身が自己中心の行動を取っておりました。 

 その遅れを取り戻そうということで今日までやって参りましたけれ

ども、しかしその間触れるべき人が触れなかったかもしれません。そう

するとそこの系統は死んでしまう、あの世で計画されたものが、皆様方

の所で法が止まっていないか、皆様方は一人一人の約束した人に、自分

の約束した人は誰か分からないけれども、自分の心が叫ぶまま水が流れ

るように法をお伝えしておられるでしょうか。私はここを今日皆様に訴

えたい。それが大事な使命というものなのです。それがこの高橋信次先

生の元に集まった私達の成さねばならない法の道なのです。皆さんが隣

の人に伝えれば、その隣の人はまた隣の人に伝えるのです。そしてその

系統の末端まで行くのです。 

 よく先祖代々という言葉があります。私達の先祖代々というのはみな

さんは、ご存知でないかも知れませんが、自分の妻、自分の両親、妻の

両親その両方を追って行きますと、二十代遡ると約百五万になります。

そういう百五万からの人が今日私達を法に触れさせるために、自分達が

血を流し、汗を流し、営々として築いてきて私達をこの世に今出してい

ただき、そうしてそういう方々のお陰様で私達は今この、悠久の時を経

て偉大な光の大天使と出会わせていただき、偉大な偉大な法をいただい

たのです。 

 私達はこの法というものを自分本位に自分中心に、簡単には考えては

おられないでしょうか、偉大な偉大な法は我国だけではありません。日

本の隅々まで全部行き渡り、同時に外国へ伝えて行かなければならない

のです。日本に行き渡っていかなくては、外国には伝えることは出来ま

せん。まず、自分の心に法が満たされていなかったら、生き生きと悦び

一杯で、感謝一杯で、一日一日を生きることは出来ません。まず自分の

心を満たすことです。その前に本を拝読することです。ご著書を精一杯

拝読することです。若き日の受験勉強をやっていた当時に帰って、せい

ぜいご著書を拝読することです。そうしたら分かるのです。自分の心が

叫ぶのです。何をしているかお前はと、自分の心が叫ぶのです。その心

に従って私達は足を運んだら良いのです。手を動かしたら良いのです。

目を動かしたら良いのです。 

 そこに一歩一歩神の光の、主が説かれた偉大な法は広まって行くので

す。そのことを、天上の太陽の回りに輝く光輪は私達に訴え、待ってお

られるのです。私はそのように思います。 

 今日の良き日を記念しまして皆様にはもう一歩、この自分に流れてき

た法と法の流れというものを、自分は命がけで水のように流しているか、
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広げているか、このところを問いかけていただきたいと思います。皆様

に不安があるとすれば、悲しみが今あるとすれば、それはそこに原因が

あると私は思います。私の話を終わらせていただきます。有り難うござ

いました。 

（金沢シティモンド・ホテルにおいて） 
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【神理の言魂（ことだま）を拝読させていただいて】1996-9 月 

 

 『ひかり』誌七月号にいただいている、高橋信次先生の『心のことば』

が主のご生誕を寿ぐ悦びと重なり、特に私の心に強くひびきこの稿を書

かせていただきました。 

 

 善人だが暗き人 明るいが是非をわきまえぬ人 

 いずれの人も  幸せをつかむことはできない 

 

 語るものは多い しかし光を放ち 

 行う者は少ない 

 人を見て    己の行いを正せ 

 

 過去に酔うな 明日に迷うな 

 今に生きるものこそ 真の勇者である 

 

 真の知者は 知の限界を知り 

 知を捨てたる者をいう 

 

 下座にあって 一隅を照らす者 

 その人は地上の宝である 

 

 

 善良な人だが心の暗い人、明るい人ではあるが、物事の良し悪しを十

分に判断できない人、いずれの人も幸せをつかむことはできない。それ

は法を物差しとした生き方を実行していないからである。 

 高橋信次先生のみ教えであると言って語る人は非常に多い、がしかし、

光に満たされてみ教えを語る人は少ない。高橋信次先生の法を基にして

実践している人は少ない。その多くは高橋信次先生の御名を掲げてはい

るが、既にみ教えを参考にしての自分の思いにすり変わっている人が多

い。 

 何故この短い年月の間にこうも光が消えてしまったのであろうか。そ

れは高橋信次先生がお説きになられた法を、自分中心の理解を基にして

話していくとき、自ずと思想に変えられていく危険がひそんでいるよう

に思う。そして語っている人自身、法について語っていると思い込んで

いるから困るのである。 
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 高橋信次先生には、法を生活の中に生かした実践体験の話は永遠にそ

の人自身のものである。その体験した悦びを話していくことが大事であ

ると、お教え下さっている。しかし人は、実践した体験の話ではなく、

ご著書に書かれている神理、または耳で聞いた神理を自分流に聞き、ま

たは解釈して話す場合が多いため、そこで法を自分流の考え、即ち、思

想に変えていく間違いが起きているようである。 

 法を消す者、法を曲げていく者は、何も法を指導する者ばかりではな

く、法に帰依した人全部に言えることである。今一番大事なことは、高

橋信次先生のご著書、『心の発見、神理・科学・現証篇』と『人間釈迦

一部より四部』までを法への入門の書として、何十回も、何百回も正し

く拝読する努力が最も大事である。まず、この自力による努力をしてこ

こを通らない限り、入門することは出来ないと思う。いくら聞いてもお

話の意味が理解できない。 

 今日書店で、高橋信次先生の教えと称して著書を発刊しておられる人

を多数見受ける。私は教えをいただいた弟子として、大事なことは一人

でも多くの人たちに対して、高橋信次先生のご著書を徹底して拝読する

ことを勧めることが一番の道と心得ている。 

 私たちは今日まで約十数年にわたり、国会図書館を始め、全国の都立、

府立、県立、市立、町立、村立等の各公立図書館、各大学の図書館、一

部地域の公民館、施設等に対してご著書を寄贈させていただいてきた。

また、海外ではアメリカ、ブラジル、カナダ、インドネシア、シンカポ

ール、韓国等の現地人及び海外にある日本人会等に対して、ご著書なら

びに毎月発行している『ひかり』誌を寄贈させていただいてきた。 

 かつて、主とお約束させていただいた通り、約二十年に亘り今日まで

各地で主のビデオ講演会を開いてきたが、あるとき一人の女子高校生が

「私はこれまで何気なくテープをダビングしていましたが、ある日ハッ

となり、偉大な高橋信次先生の声魂を自分の事しか考えないで引き裂き、

はぐような心ない行為をしていることに気づき、申しわけなさで涙が溢

れ、心から申しわけない行為をしていたことをお詫びいたしました」と

話された。 

 参加された全員がこのお話を聞かせていただき、常に感謝、報恩感謝

を捧げると言いながら、本当に申し訳のないことをしていた、愚かであ

ったと衝撃を受けたのである。 

 特に、お世話をさせていただく人たちは、顔も上げられない程恥ずか

しい思いがして、この日からテープのダビングを禁止することにした。 

 この女性は、生来目の上に大きな赤い痣があり、長年何時も人の目を
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気にされ悲観しておられたのであるが、その時から程なく何時の間にか

消えてしまったとのことである。 

 この若き女性の熱きお心を愛でられ、主には奇跡をお与え賜うたので

はなかろうかと、会員一同心が震えるような思いがした。 

 高橋信次先生のご講話のカセット・テープやビデオ・テープは、直接

耳で聞かせていただき聞く者の心にじかにその声魂の波動をいただき、

固い心の殻を打ち破っていただく有難い法縁の機会をいただくように

との、主の深いお計らいではなかろうかと思う。そうしたことを一つ一

つ取り上げて考え直して見ると、私たちはいろいろなところで、偉大な

る先生をご尊敬する余り、み教えやお心とは違う大変大きな過ちを犯し

てはいないか、再点検して見ることが大事なことではなかろうか。 

 また、テープを活字に直す時、お言葉が解りにくいこと等により、自

分で気づかないうちに法を曲げるようなことをしてはいないだろうか。

自己流に語る者、自己流の思いで行う者が非常に多くなっているが、今

自分が思っていること、行っていることが、主のご計画に適ったもので

あるかどうかも点検しなければならないと思う。 

 主には、既に現在を予見されて、ご注意くださっていることが正に的

中している事実を思うとき、本当に『語る者は多い、しかし光を放ち行

う者は少ない』と、お諭しくださっておられるお心が痛く伝わってくる

ように思えてならない。 

 『正法とは、行うことである』と、お教えいただいているように、法

を生活の中に生かすことが最も大事であることを痛感する。法による実

践体験が少ないために、その思い、行いに法の物差しが生きているか、

と見るに、大方に法を中心とした実践が少ないように思えてならない。 

 法の字句の解釈よりも何よりも、法を生活の中に生かす方法を学修し

ないと、いくら年月を経ても、やはり長年使い慣れて来た自分中心の思

い、行いで行動するようになり、そこに他との間に、または自分の心の

内に苦悩が始まる。安らぎは何年経っても解らないということになる。 

 法の実践によって解決しないものは何一つない。正に法は偉大なりで

ある。しかし、現在ただ今法に生きているけれども、何一つ明るい道が

見出せないとしたら、その法による思い方、行い方に問題があるものと

思う。そういった方は何時でもご連絡されたら良い。そして一時も早く

苦悩の中から逃れなければならない。一時も早く安らぎの世界に飛び込

んでいただきたいと思う。 

 しかし、人によっては、ただ今の苦悩は自分のこれまでの思いと行い

に原因があっての結果なのに、何時までもこれも神より与えられた修行
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の機会と思っている人もあるが、それはとんでもないことである。それ

は素直でない自分中心の思いと行いの堆積の結果によるものでしかな

い。そこを間違えてはならない。何でも自己流に「与えられた修行、修

行」と、考え違いをしておられる向きを見ることがあるが、誠に愚かし

いことである。そこにも見ること、思うことの自己中心が現れているこ

とに気づかれていないのである。 

 過去世が如何に偉大であろうが、昔長者であった者が常に過去の栄耀

栄華を語る例えのように、誠に愚かしいことであると、お教えいただい

ている。 

 過去が偉大であるならば、現代もまた偉大でなければならない筈であ

る。それこそが過去、現在と調和のとれた魂の姿と言えよう。指導者が

過去に酔うことによって、その弟子もまたその過去に酔うこととなる。

そこには既に法はない。それは何時までもその指導者の思想の中に生き、

その思想という物差しによって他を裁き眺めている。そして正しいと思

っている。 

 法を実践している者は、すべて謙虚であり、倣慢ではない。年の上下

にかかわらずすべて見下げることはしない。 

 明日に迷うな、ということは、今日ただ今、ただ今が二度と帰り来な

い生涯であるということである。そこを忘れ、そこに命がけの正しい思

い、正しい行いを実践することを気づかず、いたずらに明日のことにと

らわれ、明後日のことに、一ヵ月後のことにとらわれて生きている人は、

哀れである。 

 何故かといって明日も、明後日も、一ヵ月後も、今というこの一瞬一

瞬の生涯を通り越えなくては、到達することのできない時だからである。

この一瞬一瞬、一秒、一秒の思いと行いを法によって修正し、積み重ね

ていかない限り、今日という幸せの上に立つ幸せの中に生きることは、

絶対にできないのである。この今という一秒に命をかけて法を正しく実

践していく道しか、幸せへの光の道は開けないのである。したがって今

というこの一時を大事に大事に法によって生きる者は、明日に明後日に

迷うことはない。今を正しく勇気を持って生きる者こそ、真に正しい法

帰依者である。 

 知とは、知性のごく一部の表面の部分。また、『人間釈迦』の中でお

教えいただいているように、 

 『学問的研究によって得た知識で、意見を言っても、その者たちが生

活の中に偽りの我をつくったり、偽りの行為をしておれば、すでにそれ

は、知だけのものであり、行為は死んでいる。そこには本当の智慧はな
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く、論争の種を蒔くことで終わってしまうだろう。 

 知識というものは、何かを見たり、人から話を聞いたりすることによ

って得るものであり、大抵は外から入ってくる。知識の範囲というもの

は、それゆえ広いようで狭い。しかし、智慧というものは、内から湧い

てくるものだ。だから、つきることがない。いかなる事象にも対処し得

る。世の中は時々刻々、変化して止まない。その変化に心を動かされず、

その事象を超えてゆくのに必要なものは、知識ではなく智慧である。智

慧は、正しき行為によって、心の中から湧いてくる。人々に慈悲を与え、

暗い人生に、法灯を点すものは、無限につきることのない智慧であろう』 

 

 以上のお教えにより『真の知者は 知の限界を知り 知を捨てたる者

をいう』とのお言葉の真意が理解していただけると思う。 

 最後の「下座にあって 一隅を照らす者 その人は地上の宝である」 

 人はとかく思い上がり増長慢となり易い。しかし大自然は「実れば実

るほど頭の垂れる稲穂かな」の例えのように、大自然は神のもと、謙虚

に謙虚に譲り合い、補い合い、生かし合っている。人間も誰よりも誰よ

りも低く低く腰を低くして、如何なる人の心にも下から手を差し延べそ

っと持ち上げてあげられる愛の心が持てるよう、愛の心造りが大事であ

る。 

 常識、礼儀、報恩感謝の日々の積重ねが、何時の世か、謙虚な魂と昇

華し、やがては愛豊かな魂に成長することをお教えいただいている。 

 神仏の目的に向かって、虚名におぼれず、人の思惑を気にしないで、

正道を歩み、勇気を意識しないで勇気ある行いが心から実践できる人こ

そ、真の正法者であり、光を放ち実践する人であり、一隅を照らす地上

の宝ではないかと思う。 

 主には、ご在世の頃、研修会等で早朝よりトイレ掃除をされたり、ス

リッパを並べておられることをお聞きしたことがある。今私はこの主の

お姿を偲び、一言申し上げることよりもこのお姿を想像していただけれ

ば、この『心のことば』の真意が心に伝わってくるのではなかろうかと

思った。 

 あまり深い理解ではないが、各位におかれてはより豊かに深く正しい

補いをいただきたい。 

 私はこの『神理の言魂（ことだま）』を拝読させていただいて、心が

震えたのは、今日短い年月の間にこうも簡単に法が消え、思想と変わり

果てていく様を眺める時、非常に申しわけない虞の思いが心を占めたか

らである。しかし思いのみで何一つ大きな行動に出ることも知らず、た
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だ掛け声だけで終わることになってはならないと思い、輓馬に鞭打って

いる次第である。 

 心在る各位のご高導をお願いしたい。 

 

  神に対し 主に対し 

 

    常に自覚の機会として 迷いを打ち消す証しとして 祝福と 

    しての大慈悲をお与えいただき 心からの感謝を捧げます。 

 

 この稿を書き終えたとき、天空に一際鮮やかに輝く光輪を拝見させて

いただき、同時に九州地方でも連日のように光輪現象を拝見しているご

連絡をいただいた。 
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【情けは人のためならず】1996-10 月 

 

 ある学修会で聞いた話である。 

 

 その日田植えの準備のため、田んぼの土ならしの作業をしていると、

平生は何処の人も誰もこの農道に車を乗り入れて来た例はないのに、今

日に限って向こうから一台の軽四が入ってくるのを、主人も私も不思議

に思って眺めていた。 

 それも何かしら素人運転のような如何にも不安定な運転の仕方で、ま

ことに危なっかしげにハラハラドキドキしながら入ってくるのである。 

 家の田んぼから二、三枚手前の田んぼまで来ると、いやな予感がして

いた通り、その車は遂に田んぼに足を落としてしまったのだ。 

 回りを眺めても誰一人田んぼには村の人達の姿が見えないので、その

まま放っておくわけにもいかず、主人と一緒に駆けつけて見ると、自分

の息子と同世代ではないか。何処かの会社の新米セールスマンの感じで

ある。 

 田んぼが忙しいのにと、ボトボト言いながらやって来た主人なのに、

もうあちこちから板切れを集めて来て車を上げる準備作業にとりかか

っていた。 

 三人だけで上げようとするのであるが、ついスルリとまた元のところ

に滑り落ちてしまうのだ。そして落ちるごとに深みにはまっていくよう

である。 

 どうにか何時間もかけてやっとの思いで道に上がった時は、思わずヤ

ッターと叫ばずにはおれない感激であった。 

 平素は何かにつけて小言の多い主人ではあるが、この主人もいたから

こそこの青年も助かったのである。 

 私は何時の間にか可愛い一人息子と重ね合わせた思いをしていた。自

分の息子が今このような事故に出会い、父親が一生懸命になって助けて

いるような錯覚をするような思いに入りこんでいた。 

 あれから何時間かかったのか、お腹が空いたな、と思った時、村の役

場の正午を知らせるサイレンでもうお昼になったことを知った。 

 田んぼも忙しいけれど昼飯に帰る私たち夫婦は、何かしら人助けをし

たような嬉しいさわやかな思いをしながら歩いていた。 

 一日の仕事が終わり、夕食の準備が整い一人息子の帰宅を待っている

のだが、もう何時もの時間がとっくに過ぎているのに、まだ帰って来な

い。 
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 主人は、もう大分遅いから先に食べよう、というのを何度も止めなが

ら待っているけれど、一向に帰って来る様子もない。 

 お腹が空いていたのに今度はすっかり思いが「何か事故にあったので

はないか」といういやな方向に転換してしまい、もうお腹どころではな

くなってしまった。 

 やがて夜も十一時を回ってしまったが、一向に電話の連絡もない。 

 益々不安になってきた。長男が小さい時から何時も男親とはこのよう

な冷たいものか、と思ってきた主人が、このような一面があったのかと

思わせる程人が変わったように「馬鹿な奴や、こんな遅くまで何をして

いるんだ。人を心配させやがって」と、腹立ちと可愛さとが交じり合っ

た何処にも忿懣をぶっつけるところのない状態になった。 

 それから暫くして車庫に車が入る音がした。私よりも早く主人が飛ん

でいく様を眺め、悦びとともに改めて主人の行動が嬉しかった。 

 

 息子の話によると 

 「能登半島の先端の方に出かけたところ、近道をしようと思い入った

道で山崩れに出会い、ずるずると車に乗ったまま谷底まで流されてしま

った。 

 山の中でしかも間道のような道のため、人や車の通りもなく、困って

しまい近くの村までとぼとぼと歩いて来ると、途中で父のような一人の

農作業をしている人に出会い、事情を話し協力をお願いしたところ快く

引き受けてくれた。そしてその人の家までいってロープや滑車やその他

必要な道具を車に載せて手伝ってくださったので助かったのだ。でない

と車を置いて帰らねばならなかった。 

 これで非常にスムーズにまるで専門屋のように何一つ失敗もなく、上

げていただいた。そして最後になにがしかのお金を差し上げ当座のお礼

にと思い差し出したところ、『お互い様やそんなことは何も心配せんで

もいいよ。それよりも何よりも早くご両親に無事なことを連絡してあげ

なさい』、と言われた。それから何度も何度もお礼を申し上げて帰って

来た。 

 しかし僕は、今日までこんなに人様からいただいたことで嬉しく有難

いことはなかった。 

 そのうえこんなにも素晴らしい人に出会ったことはなかった。これか

ら人が困っているのを見たら飛んでいって人助けをさせて貰おう、こん

な嬉しい思いをしたんや。僕は車を谷底に落として初めて人の情けとい

うか、暖かい思いやりというか、人の温かい心に出会うことが出来たん
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や。そしてこれまでの二十何年間人の困っているのを見ても見ない振り

をして通った自分の醜い姿が思い出されたんや。今日お世話になったあ

の人のような人間にならんといかん、と固く誓ったんや」 

 と、これまで聞いたことも、見たこともない息子の心からの悦びと感

謝と報恩の話を聞きながら、キラキラと輝く我が息子を発見したのであ

る。ああーこの私の大事な一人息子も、やはり神の子なんだあー、と心

が熱くなった。 

 話を聞きながらいつしか思いは、今日の田んぼでの車騒動のことであ

った。私たち夫婦が心でボトクサ愚痴を言いながら通りがかりの一青年

の車を上げる手伝いをしていたと同時刻の頃、私の息子もまた同様に人

様の温かい情けをいただいていたのであった。 

 私たち夫婦はそのようなことは、何も知らない儘、そこに神と主の大

いなるお計らいとお導きをいただいていることにも、気付かずに過ごし

てしまっていたことにやっと気が付いたのであった。そして法を学んで

いるというのに、愛を学んでいるのに、何と愚かしい情けない、誠に誠

に申しわけのない思いと行いとをしていたのであろうかと、何時の間に

か二人ともポロポロ涙が頬を伝わり、神様と仏様にお詫びと息子を通じ

てお導きいただいた尊い教訓に感謝を捧げていた。目に入るどの青年も

どの青年も皆、自分の子だ、という思いで生きようね、と主人と涙を流

しながら手を握りしめ合った。 

 

 私自身もこのお話を聞かせていただきながら、何時しか目はカスミ熱

い感激の涙が頬を伝っていた。 

 またあるとき、このようなお話を聞かせていただいた。 

 

 ある老婦人の話である。その方にも一人の娘さんがおられて結婚した

ばかりの時のことである。 

 間もなく息子も、ちょうど同じ年頃の娘さんと結婚をしたため、一人

娘を取られたような寂しさからは幾らか逃れることが出来たが、やはり

寂しい思いで時には狂いそうになった。 

 息子の嫁が来たので初めは物珍しさも手伝ってか、嫁姑の間はうまく

いっていたように思っていた。 

 しかしそのうち嫁の顔が暗くなっていることに気付いたが、その原因

はこの自分にあるとは、夢にも思わなかったのである。むしろ、自分ほ

ど若い人達の心の解る姑はいないとまで思い込んでいた。 

 しかしそのうちに、時折嫁が実家に帰るようになった。それとともに
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いままで優しかった息子がこれまで見たこともない厳しい顔でこの母

を見るようになったことに気付いた。 

 ちょうどその頃、ある朝朝食をとっているところに、嫁にいった娘が

家に飛び込んで来たのである。 

 毎日毎日嫁にいったあの日から寂しさと戦いながら我慢に我慢をし

ながら、きっと今頃はご主人と幸せに暮らしているだろうと、そのよう

な思いに切り替え自分の寂しさと悲しさとを我慢してきたというのに、

娘がこれまで見せたこともないやつれた顔で飛び込んで来た、まさに我

慢に我慢をしきれなくなって息せき切って帰って来たとしか思えない

姿であった。 

 じっくりと話を聞いていくと、あれほど素晴らしいご両親とご主人と

はめったにおられるものではない、と思っていたのに、娘は特に姑さん

に何かと家風になじむようにと特訓の毎日で、新婚の楽しい夢も何もか

も消えてしまい、夢も希望もなくしてしまったというのである。 

 とたんにその奥さんは、自分の心が怒りで逆上し、今からでも嫁入り

先へすっ飛んでいって文句のあるったけを並べ立てて、この恨みを晴ら

してやるう、という思いがグーッとこみ上げて来た。しかし、娘の話を

さらにさらに細かく聞くうちに、自分自身が息子の嫁に今日までやって

きたことや思って来た思いが、思い重なるようになり、その姑の姿がま

さに自分自身であることに気付いてきたのである。 

 そしてさらに聞いていくと、家の嫁に何かと教える風に言い聞かせて

いたとき、やはりその同じ頃に自分の大事な大事な可愛い娘もまた、あ

の憎っくき姑にいびられていたことを知り、もうとてもたまらなくなっ

てしまった。そして、娘に対して、神様と主に対して、畳に両手を付き

がばと身を畳に伏せて、泣き崩れながら 

 「すべて私だったんや。私だったんです。神様、仏様、お許しくださ

い。この私が法を学びながら、人に対する愛を学びながら、何一つ実践

が出来ず儘、人様の大事な大事な娘さんをいじめていたのです。恐ろし

い自分の心でした。何とぞ何とぞお許しください。神様、仏様、何とぞ

何とぞ許してください。涌子さん、私の厳しいこれまでの言動を許して

ください。愚かな愚かな私の思いと行いを何とぞ何とぞお許しください。

お願いいたします。 

 涌子さんのご両親様、お母さん、私にも可愛い娘がおりながら、貴方

様の大事な大事なお嬢様をいただきながら、何一つ感謝もなく深い悦び

もないまま、思いやりのない愚かな者でした。何とぞ何とぞこれまでの

私の心ない行いをお許しください。 
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 神様、仏様、愚かでどうしようもない者でございます。人様の大事な

大事な娘さんをお預かりさせていただきながら、思いやる心のないまま

自分中心の思いで、ほんのささいなことにまで何かと小言を言い、悲し

い思いをさせておりました。つらい思いをさせ、大切な心を傷つけてし

まいました。 

 神様、仏様、何とぞ何とぞこのどうしようもない私を厳しく厳しくお

叱りください。これからは立派な愛ある人間となりますよう、心を入れ

替えて行きますので何とぞお許しください。これまでのことをより深く

己に厳しく法を物差しとして、深く反省させていただきます。 

 そして現在只今、この世では到底合い会うことの出来ない、深遠で偉

大な偉大な法に出会わせていただいているにもかかわらず、自分の勝手

な都合によりお勉強会にも行ったり行かなかったりの、非常に不真面目

なお勉強でございました。何とぞ何とぞお許しください。心から深くお

詫び申し上げます。 

 これからはお預かりさせていただいている大事な大事な娘さんを、我

が娘と思い心を入れ替え、神様と仏様から自分の心の修行のためにお預

かりさせていただいていることを自覚し、常に温かい愛の思いを忘れる

ことなく、真の親娘となるように精進努力させていただくことをお誓い

申し上げます」 

 と、心からの謝罪をされたというのです。 

 そしてこのことがあってからというもの、誠に誠に不思議にも両家と

もこれまで聞いたこともない、笑い声が絶えることのない明るく調和さ

れた家庭になられたということです。 

 この二つのお話をお伺いして、改めて『自分の目に入るもの、耳に聞

こえるものすべては、仏の慈悲である』というお言葉を思い出しました。 

 人は他人の言動には気付くけれども、自分自身の言動には何一つ気付

く事なく過ごすため、神様と仏様には、絶えずこの愚かな神の子に対し

て、自身の言動に気付くことを願われて、目の前にいる人の言動を通し

て「情けは人の為ではない自分の為である」と、気付くようにとお計ら

いくださっておられるように思います。 

 

 偉大なる偉大なる主のお計らいとお導きに対し 

 

 心からの感動と感謝と悦びとを捧げ、一人でも多くの人達に 

 分かち合い伝えていくことをお誓い申し上げます。 
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【現証】1996-11 月 

 

 『台風二十一号の進路が南西諸島で直角に東に方向を変えた時は、本

当に身震いしました。今度ばかりは本当に神様の成せるみ業と思いまし

た』 

 

 『本当に驚きました。台風二十一号の進路が東に直角に向きを変えた

のには、驚きました。しかし、心の中ではこの台風は鹿児島を直撃しな

いとは思ってはおりましたが、しかし実にびっくりいたしました。 

 九月の鹿児島の学修会当日、会場の玄関で空を眺めていましたが、光

輪が出ていないのです。四月から学修会のある日には必ず光輪が出てい

たのに、今日は全く見えないので、あーやっぱり、これまでの光輪の現

象は神のお計らいによるものとお聞きしていたけれど、気象による一つ

の現象で偶然だったんだ、と横に立っている人に話しかけたところ、突

然、本当に突然、信じられないことが起こったのです。 

 これまで静かだった空が、急に風もないのに突然何か大きな力が働い

たように、グーッと大きく動き出したような感じがしたかと思うと、見

る見るうちに光輪になっていくのです。 

 しかも、これまで見たこともない美しい七色がはっきりとした大きな

虹の輪が、太陽の回りに大きく現れたのです。私は身も心も震えました。

それはまるで私の心を見通しておられるようでありました。 

 私は一時たりとも神を疑った自分が恥ずかしく、申し訳なく、とても

たまらなくなり、涙が溢れてきました。 

 「大宇宙大神霊、仏よ、どうかお許しください。お許しください。私

は神の大いなるお計らいを疑いの心で拝見いたしておりました。何とぞ

お許しください。これからは心を入れ替えて一心に精進いたします。何

とぞ何とぞお許しください」と、心から自分の愚かな思いを何度もお詫

びいたしました』 

 

 今回台風二十一号の進路が、急に直角に東に向きを変えたことについ

て、遠い地から何人もこのようなお電話をくださいました。 

 三年程前から、『ひかり』誌を読んで、長い間探し求めていた法がこ

の金沢にあることが解りやってきましたといって、次々遠い地から訪ね

て来られるようになりました。 

 その都度、 

 「法が、再び人の心に伝わり、心ある人が増えるにしたがい、長崎普
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賢岳の噴火を始め、桜島の噴煙による降灰や阿蘇山の鳴動はなくなるで

しょう。 

 その地に住む人々の心に法灯が点され、調和していくにしたがい、当

然その地域の大自然もまた調和していくことでしょう。 

 このことは、高橋信次先生のご著書『心の発見』の中にお教えくださ

っています」 

 と、申し上げてまいりました。 

 

 今年の二月からは、長崎普賢岳の噴火は止まり、長年に亘って続いて

きた桜島からの降灰現象も、今年は七月になっても八月になっても見ら

れませんでした。 

 鹿児島市内の人たちの朝の挨拶が、何時の間にか「今日は降りません

ね」「今日も降りましたね」となっていたそうですが、今年は降らない

ので、市民は皆不思議に思っておられるとのことです。 

 ＪＲ西鹿児島駅からタクシーに乗るたびに、「この町の景気は如何で

すか」とお尋ねすると、一様に「今年はどうしたのか灰が降りません」

と、言われます。 

 私は、特に四月からはこの地方の気象通報に関心を持って来ました。 

 台風の凄さについて鹿児島の人に聞くと、「台風の恐ろしさは実際に

体験してみないと解らないですよ。今年はいやでも必ず体験されること

でしょう」と、予言？されてしまいましたが、しかし幸か不幸かまだ一

度も体験していません。 

 台風二十一号が発生した時から、私は異常な程関心を持って眺めて来

ました。 

 九月三十日朝の読売新聞「きょうの天気」欄には、 

 『台風二十号は北東に進んで小笠原に近づき、二十一号は束寄りに向

きを変え九州の南へ。西日本を中心に秋雨前線の活動が活発化し、西日

本の太平洋側は局地的な大雨の恐れ………』 

 

 また、地元北国（ほっこく）新聞の朝刊では、次のように報じていま

した。 

 『九州南部が暴風域の恐れ台風二十一号勢力強める 

 「台風二十一号は二十九日夜、勢力を強めて大型で強い台風となり、

沖縄本島を引き続き暴風域に巻き込みながら那覇市の北北西約一八○

キロの海上をゆっくりと北東に進んでいる。三十日未明に奄美地方が、

同日夜には九州地方の南部が暴風域に入る恐れがある」』 
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 九月三十日の地元北国新聞の夕刊によれば、 

 『あす九州南部暴風域か台風二十一号 

 「大型で強い台風二十一号は三十日午後、沖縄本島や奄美諸島を暴風

域に巻き込みながら那覇市の北北東約一二○キロの海上を時速一五キ

ロで東に進んでいる。今後ゆっくりと東北東に進み十月一日未明には奄

美大島付近に達する見込みで、沖縄本島と奄美諸島は長時間にわたり暴

風が続くとみられる。上陸の可能性は少ないが同日朝には九州南部が暴

風域に入る恐れもある」』 

 

 翌十月一日の読売新聞の朝刊では 

 『太平洋側、大雨の恐れ台風二十一号東進 

 「台風二十一号は奄美大鳥の南東海上を東へ進んでおり、西日本など

への上陸の可能性はなくなった。しかし、秋雨前線の影響も伴って、九

州南部から関東にかけての太平洋側はきょう一日にかけて大雨になる

恐れが出ている。 

 気象庁の観測によると、台風は三十日午後九時現在、奄美大鳥の南東

約一四○キロ海上を時速二十キロで東へ進んでいる。中心気圧は九百六

十五ヘクト・パスカル、中心付近の最大風速は二十五メートルで、中心

から半径百三十キロ以内では風速二十五メートル以上」』 

 

 また、十月一日の地元北国新聞の朝刊では、 

 『本州接近の恐れなし台風二十一号 

 「大型で強い台風二十一号は三十日夜、鹿児島県、奄美大島の南東約

一四○キロの海上を時速約二○キロで東に進んだ。沖縄本島と奄美地方

は暴風域から抜け、九州や四国、本州が暴風域に入る恐れはなくなった」』 

 

 台風二十一号は、このような径路で鹿児島に上陸することなく、東の

方向に向け正に直角にその進路を変えました。このような文字でその状

況を表すと、表現力に乏しさを感じますが、テレビ放送によるともっと

迫力一杯でありました。 

 ずうっとこの流れをテレビで見ていましたが、進路が変わったことを

知った時、家内とワーッと叫んでしまいました。そして『凄いねー』と、

絶句し、涙が頬を流れました。 

 このように、神と主により偉大なお計らいをいただいていても、もし

も法に帰依していなかったならば、気象の変化かと思ったに過ぎなかっ
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たと思います。 

 しかし、有難いことに法に帰依させていただいているお陰様で、高橋

信次先生より『現証』について、詳しくお教えいただいたからこそ、こ

うしてこのような偉大な偉大な天上のお計らいお導きを、この眼で、こ

の耳で見聞出来ますことは、誠に有難い窮みと思います。 

 このたびの偉大なお計らいをいただき、日々生活を通して、常にこの

ような大いなるお導き、お救いをいただいていても、法を中心に生きて

いないと少しも気付かない儘過ごすこととなり、悦びも感謝もない人間

となることを思いました。 

 これからは残された人生がこの一時一時と思い、ご著書の拝読に、法

の実践に努力したいと思いました。 

 各位のご精進をお祈りいたします。 

 

 神に対し主に対し 

 

 常に私達迷える衆生に対し、法への自覚の機会として、迷いを打ち消

す証として、 

 また、祝福としての現証を賜り、満腔の怖れと敬意を捧げ、心から感

謝申し上げます。 

 

 （参考）現証については、心の発見・現証篇一五六頁に、また、天変

地異については、心の発見・神理篇一九九頁と、現証篇一五八頁と、人

間釈迦第一部一六一頁にお導きいただいておりますのでご拝読くださ

い。 
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【人との調和】1996-12 月 

 

 私は、毎日多数の人と出会い、お話をいたしますが、話し方もその人

の癖により、結論から先に話される人や、始めの方を省略されて中程か

ら話す人や、ところどころを飛び歩いた話し方をされる人、自分だけ分

かっていて聞いている人には少しも分からない話をする人、自分の話に

自分自身が感激して話す人、話始めると直ぐ涙を流しながら話す人、明

るい場でもすぐ暗い話をする人、愚痴ばかり話す人、人の悪口ばかり話

す人、または、動作、作用の行われる方法や状態を示す「に」とか、ま

たは、動作、作用のおもむく方向・地点を示す「へ」とか、他動的な動

作の対象を示す場合や、自動的な動作の状態を示す場合に用いる「を」

等、高度な文法を知らなくても幼い時親から教えてもらい正確に心で知

ることを、どれが今の話し方に適切に当てはまるか、次々全部の助詞を

並べ替えて話をされる人等、非常に変わった思い方や話し方をされる人

にお目にかかります。 

 それには夫々そうなるに至った原因があるわけですが、私はその都度

これまで発見しなかった新しい原因に出会い、新しい感激のもと勉強を

することができ、より深く法を学ぶ機会をいただき、感謝いたしており

ます。 

 法に触れて今日までの二十数年間、幼い時、母親と死別や生き別れに

より、十分な会話が出来なかったという原因で、円滑に話の出来ない人、

始めから順序立てた話の出来ない人、スムーズに声が出せないで話をす

る人、つまり息を吐き出す、吸い込むことが円滑でない人、呼吸の早い

人、それによって酸素の吸入が少ない人、食べ物も言葉も飲み込みの悪

い人、相手の顔色を見ながら話す人、それは親が厳しかった人、子供の

時餓鬼大将だった人、それは親の愛情をもらうことが少なかった人、こ

ま切れ状態の話し方をする人、自分を語らないで相手にのみ求める人、

意識を集中して人の話を聞けない人等々、多種多様な話し方をされる

方々にお会いしてきました。 

 夫婦であろうが、親子であろうが、調和の根本は、自分の意思を相手

に言葉で伝えることだと思います。人はその言葉だけでなく、その言葉

と一緒に伝わって来る思いという心の波動により、悦びや希望や勇気を

いただいたり、あるいは傷ついたり、落ち込んだり、悲しんだり、寂し

くなったり、希望を失ったりします。 

 そこで、高橋信次先生には「調和について」次のようにお導きくださ

っています。 
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 『人間としての調和はそれではどうあるべきか。何に、調和するかで

ある。まず、人間は大自然の姿に眼を向けなければならないだろう。大

宇宙という空間、その空間に点在する星雲、太陽、地球、そうして山川

草木、空気、水………。 

 こういった自然の環境をぬきにして、人間の存在は考えられない。大

自然の中に生きている人間。大自然の外には出られぬ人間。こう考える

と人間の在り方は大自然の姿に合わせた生活、心の持ち方が、人間とし

ての調和の尺度にならなければならないだろう。すなわち、大自然は、

一糸乱れぬ法則のもとに、正しく運行されている。太陽の熱、光のエネ

ルギーにしても、地上の生物が生存するのに必要な適温をもって放射し

ており、空気にしろ、いくら使っても減ることもなければ増えることも

ない。仏教でいう不増不滅の姿である。 

 こうした大自然の姿を静かに眺めてみると、そこには神仏の計らい、

神仏の知慧、神仏の慈悲、神仏の愛が存在することに気づく。すなわち

大宇宙は、神仏の胸の中で呼吸し、生きているということになろう。 

 人間は程度の差こそあれ、真、善、美を見分ける能力を持っている。

これを要約すれば、己にウソのつけぬ心を持っている。そのウソのつけ

ぬ心こそ神仏の心といえよう。神仏の心とは、慈悲と愛の心である。と

ころが人間は五官や六根（眼、耳、鼻、舌、身、意）にふりまわされて

しまうために、本来の神の子の己を失っているに過ぎない。闘争や破壊、

血なまぐさい空気が地上を覆っている原因についても、人間が神仏の慈

悲と愛の心に不調和であるからである。 

 この地上を平和にする、この地上を天国とする、この地上を楽土とす

るためには神仏の子である一人一人の人間が、大自然という神仏の心、

慈悲と愛に適う心を、素直に日常生活に現してゆく、行じてゆくことに

あろう。したがって、人間の調和とはどういうことであるかといえば、

慈悲の愛の心の芽を育てることにある。そして進歩は、調和によって促

されるものである。なぜなら、調和は、神仏の無限の智慧が供給される

光のパイプであるといえるからだ』 

 

 九州に向かう車中で、ある方と夫婦の調和についてお話をいたしまし

た。 

 『私は、貴方と話している時、何時も思うことは、何故思っているこ

とを心の底から全部さらけ出してお話をされないのだろうかと、非常に

興味を持って来ました。何時か機会があったら、貴方とお話をさせてい

ただき、その原因について、勉強したいと思っていました。 
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 まことにご無礼ですが、私の家庭での夫婦の会話について申し上げま

すと、出張から私が帰ると、家内はまず我が家の愛犬チビちゃんの健康

状態から始まって、次に上階に住む長女夫妻と孫娘のこと、その次に、

スープの冷めない距離に住んでいる次女夫婦のこと、その孫娘について、

その一人一人の留守中に起こった笑い転げるような話を何時間もかけ

て詳細に話してくれるのです。それを聞いているうち、次第に家に帰り

着いた安らいだ心に返ることが出来るのです』 

 「笑い転げる話がない時には、どのような話をされるんですか」 

 『笑い転げるような話しかないんですよ。その証拠に、娘たち親子が

一組でも来ようものなら、まず入れ替わりに、チビちゃんが真っ先に顔

色を変えて？そそくさと飛び出して行きます。静かな太平楽の環境が、

突然騒然となるため、のんびりと寝てはおられなくなるからです。この

私も、外から声が聞こえて来ると、もう書斎に逃げこむか、立てこもる

ことにしております』 

 次第にその方は、誠に不思議そうな顔になっていかれました。 

 私は、ここぞとばかり 

 『じゃ、貴方のお家では、このような場合どのようなお話をされるの

ですか』 

 「私は、話をするよりも、まず主人に対して何を食べていたのとか、

何をしていたのかと聞くことばかりしています。自分が話すことは、こ

れだけは話しておかないと不味い、と思ったことだけを話します。後は

話しません。だって、話があまり噛み合いませんから」 

 『私の家は、二三日前出かけた時に遡って、先ほどのように家内が話

を細々と話し、次は、私が出先での話を細々と話をするのです。ですか

ら、夫婦の話はなかなか尽きません』 

 

 いくら大好きな人でも、大好き、と自分の熱い思いを口から言葉にし

て出さない限り、相手に伝えることは出来ません。そのために、神様は、

私たち人間、神の子に、五官の一つとして口をお与え下さり、心で思っ

ていることを相手に伝える手段として、口から出す言葉をお与え下さい

ました。 

 口は、肉体を維持するためのエネルギーとしての食べ物を受け入れる

ところであり、また、意志を伝える言葉を外に出す役目と二つの役割を

していることをお教えいただいております。口に入れる食べ物は、自分

の好きな物を選んで入れますが、しかし、出す場合は怒り、愚痴、妬み、

そしり、悪口、情欲、足ることを知らない欲望等の汚い物を出しがちで
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あります。それでは調和はとれないこととなります。 

 口に入れる物を選ぶとしたら、外へ出す言葉も、やはり相手に対して

悦びや勇気や希望を与える正しい物を出さねばならないことをお教え

いただいております。それで初めて口も調和が取れることとなるのです。

それには、常に思うことを止観し、正しくいない思いは正しい思いに切

り替えるように努めなければならないのです。 

 夫婦であろうが、お互いの所有物ではなく、それぞれ尊厳な神の子で

あり、尊い魂であります。ですから、相手が傷つくような思いや言葉は

決して言ってはいけないのです。 

 特に、奥さんは家庭における太陽の存在でなければならないと、お教

えいただいているのです。常に、太陽のように明るく暖かい家庭を築く

ように努力することの大事さについて、お教えいただいております。そ

れには、常に笑い声の絶えない、ニコニコ顔の明るい家庭を作らねば、

家庭の調和は出来ないのです。 

 朝起きたときから奥さんが不機嫌でイライラしていると、その家庭に

は太陽が上っていないのです。そこは、笑いもなく、会話もなく滅入る

ように暗く、出勤する家族は皆元気溌刺さが微塵もなく下を向いてトボ

トボと出かけることとなり、一日の前途は暗い波動に応じた不安定な一

日となるでしょう。 

 原因に相応した結果が出る事を、因果応報といいます。一方太陽があ

かあかと上がっている家庭は朝から笑い声が一杯で元気溌刺なのです。

皆ニコニコ顔で『いってきまーす』、送る奥さんもまたニコニ顔で『い

ってらっしゃーい。早く帰って来てネー。待っているからネー』と、皆

が見えなくなるまで手を振って見送ります。 

 このような家庭の人たちは、皆朝からサンサンとした“お母さん太陽”

の熱と光を一杯心にいただいていますから、一日中ルンルンで、当然の

こと幸せの青い鳥が常に舞い込んで来るでしょう。 

 かつて、高橋信次先生には『胃潰傷はイカンヨーと言われているんで

すよ。また、癌は、ガンコだからなるのです』と、お教えくださいまし

た。 

 昔から諺に『笑う門には福来たる』とありますように、何時も何時も

ニコニコ顔で目が笑っている人、口もとに笑みがこぼれている人は、心

が豊かなため真底明るく、幸せが独りでにやって来るように思われます。

拝見していても、こちらまで笑みが溢れるようになり、嬉しくなります。

そのうえ、法に帰依され、法を生活の中で実践している人ならば、なお

のこと如何なる最悪の事態に遭遇するとも一切不安はないのでありま
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す。 

 愛は『太陽が熱と光を平等に限り無く与え尽くしてくださっているよ

うに、与え尽くすことにより、さらに与えられるもの』と、お教えいた

だいていますが、言葉も、笑みも相手に求めることではなく、まず自分

自身が回りの人たちに差し上げることであります。与えることによって

さらにお与えいただくことを肝に銘じて生きることが、さらに自分自身

の心を豊かにすることになるのです。 

 とかく女性は、賑やかで、よく笑います。その場は、一度に大輪の美

しい花がドッと咲いたようになります。しかし、無口な女性は暗く、今

にも曇り後雷雨のような厳しい感じを与えます。そのうえ目が釣り上が

り、厳しく口が十文字に結ばれ、口を開くのもものぐさい、という女性

は、その一人の人によってその場に居合わせた人の心を総て暗く閉じて

しまいます。 

 女性の美しさは、顔形よりも、香り高い品性が溢れ、目元に暖かい笑

みが溢れ、目も美しく澄んでキラキラと輝き、口もとにも絶えず微笑み

がこぼれている姿ではないでしょうか。 

 ある女性の学生時代のお話を聞いたことがあります。 

 「ある日のこと、着任して日も浅いまだ若い男性の先生に、教室の全

員が大したことでもないことで叱られたことがありました。大方の学生

は皆一様に俯いて恭順の姿勢をしていたのですが、私はどんな時でも直

ぐ笑いたくなる性格に加えて、生来の口もとと目もとに笑みがこぼれて

いるためよく不謹慎として誤解されることがありましたが、このときも

この先生は急につかつかと私の前に飛んで来て私の顔を一発殴られた

のです。それまで半分心で冷やかし気味だった教室の雰囲気が、そのと

き一瞬シーンと冷たい氷のようになりました。私は、そのときこの先生

もやはり私に舐められたと誤解されたんだ、この先生は女性の微笑を知

ってはいないのだ、と思いました。そしてさらにこの先生はきっとお母

さんの溢れるような愛情をいただくことがなかった方と思いました。 

 その後不思議に卒業してからも、何かとつながりがあって折にふれて

はイエス様のビデオをくださいました。後年この先生はイエス様の愛を

知り、自分のかつての愚かな行いを反省され、生涯にわたり謝罪し続け

ていかれたのではなかろうかと思うこの頃でございます」 

 と、お話くださいました。目に涙が溢れ、遠い日が偲ばれるように目

と口もとにえも言われない上品な笑みがこぼれているお姿に、感動いた

しました。きっとその先生は、この一人の学生によって愛を教えられた

のではなかろうかと思います。そしてさぞやその生涯はお幸せだったこ
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とと偲ばれました。私はその時ふと、かつて長野県佐久市に高橋信次先

生のご生母様をお尋ねした時のあのお顔を重ねて見ておりました。お心

に深く豊かな愛を秘められた、微笑みの溢れたお顔を懐かしく想い起し

ておりました。 

 今日、我が国を始め、世界中の国々が政治、経済、教育等において非

常に厳しい状態にありますが、それは総ての人類が、皆神の子であり、

神のもと平等であり、皆兄弟であることを忘れていることに起因してい

るのであります。 

 神と主により、常に溢れるような大慈悲を一杯いただいておりながら、

一人でも多くの人々に溢れるほどの愛を差し上げることを忘却してし

まっているのであります。 

 神と、主のみ心を忘れてしまっているため、地球は混乱し病に瀕し死

に至る寸前なのです。 

 『心の発見・神理篇』五十七頁をひらき、次のお言葉を拝読させてい

ただきました。 

 『人間は誰も神の子である。 

 肉体両親はわが子を愛し、優しく育ててくれる。それも神なる愛を悟

っている親達の現れなのである。 

 不幸にして両親を失った子らよ。天なる父に甘えるが良い。子らは皆、

神の子である。 

 子らの心の世界に、より暖かい天なる父が、肉体の父母と変わらない

愛で包むであろう。 

 天なる父に愛を求めよ。 

 愛は何ものにも代えがたく、何ものよりも強いことを知れ。 

 子供よ、天なる父の懐に』 

 

 拝読しているうちに、ここにお導きくださっている「子らよ。子供よ」

は、この愚かな私たちにも呼びかけられ、天なる父を想い起こせよ、と

お叱りいただいている溢れるような愛のお言葉ではなかろうかと思わ

せていただきました。 

 この一年皆様とともに学修精進させていただきましたことを深く感

謝申し上げます。 

 神に対し 主に対し 溢れる大慈悲をいただき心からの報恩感謝の

信を捧げます。 
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【1997 年分】 

【大いなるお計らいをいただいて】1997-01 月 

 

 『長年の間貴方に北陸の隅々まで見せてあった意味か解りますか』 

 「国鉄に在職していたからではないでしょうか」と、申しあげますと、

主には、カラカラとお笑いになられて 

 『そんなこととは違うよ』と、申されました。 

 あの日から二十二年も経た今日もなお、このお言葉を片時も忘れるこ

となく、その真意について考え続けてまいりました。 

 つい最近のこと、ある法友が尋ねて来られるなり、ある会社に勤務し

ておられるご長男様が法を学びたいと言ってきたと、非常に嬉しそうに

心を弾ませて話されたのです。 

 私は、今から四十年前、このご長男様がお勤めの会社をたびたびお訪

ねし、その都度社長や会長に何度もお目にかからせていただいたことが

ありました。 

 法を伝道するようになってから、時折この会社の社長が法に触れてい

ただいたならば、どんなに嬉しいか、しかも世界の主要国に工場を持っ

ておられるため、地球の全域に伝道するのに非常に都合が良いのにと、

思うことがありました。かつて初代社長にお目にかかる毎に 

 「やがて、世界中の女性の首や胴を当社の製品で締めて見せますよ、

それが私の夢なんですよ」 

 と、お話されたことを思い出します。その後何年間か経た頃 

 「私の会社は落日を知らないのです。世界中に工場を造りましたから」

と、話されたとき、もう目的を達成されたのだとひそかに思ったことが

ありました。 

 その会社の二代目社長の側近であられるご長男様が、法に触れて来ら

れたということは、もうその先は、トップに伝わることは間違いなく近

いと、私の心に強く伝わって来るものがありました。それはそのご長男

様が、この私にある国に進出する計画があるのですが、果たしてそのこ

とが良いのかどうか、聞いて欲しいと言って来られたからです。そんな

ことがあって二、三日した時のことでした。自分の書斎でぼんやりとし

ていた時 

 主が申された 

 『長年の間北陸の隅々まで見せてあった』 

 という意味が解けたのです。それは、当時の私は、北陸の隅々までと

申されたお言葉の中で、特に心が動いたのは『見せてあった』というお
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言葉でした。『見せてあった』というお言葉は、偉大な偉大なお方でな

ければ申されることの出来ないお言葉で、この私に見させてくださって

いたのだ、何故、どうして、という程度でしか思いも及ばないことでし

た。しかも、見させていただいていたことは、北陸の隅々までの大自然

の風景ぐらいにしか受け止めていませんでした。そしてそれは当然のこ

と、北陸地方を所管する役所に勤務していたからだとも思っていたので

した。 

 しかしその二、三日前のボウッとしていた時、心の内で 

 『沢山の人間に会わせて来た』 

 という思いが出て来たのです。その時、前述の会社の今は亡き社長や

会長にお目にかからせていただいていたことの真の意味が、初めて判然

と心に見えてきたのでした。 

 天上界では、この時もう既に今日のために、もうその準備段階に突入

していたのだと気付かせていただいたのでした。 

 今から約三十年前の当時は、貸しビル会社と倉庫会社とを創業した時

期であったため、テナント探しのために東京、名古屋、大阪と歩き回っ

たことがありましたが、何一つ契約が取れなかったので、結局地元の出

先を回ってどうにか大手の会社との取引が成立したのでした。 

 この時初めて、何事も足元から取りかかることが一番大事なことを学

ばせていただいたのでした。このことは今日法を学ばせていただいてい

る中でも、何事も足元からということをお勉強させていただいているの

ですが、いざ応用問題となると、何時もその基本の足元からを、つい忘

れてしまって何時も苦いほぞを噛む思いをしてまいりました。 

 海外向けの伝道についてもやはり、いつの間にかこの足元からという

基本ルールを失念して、つい未だ訪ねたこともない遠い国々に対しての

思いを馳せてばかりいたのでした。 

 そのような愚かな愚かな思いで今日まで生きている訳ですから、今か

ら四十年前もう既に願いの儘に、素晴らしい繋がりの橋渡しをいただい

ていることには気付いてはいませんでした。天上界のお計らいお導きに

ついて、何と愚かにもこの世のしかも未熟な私如き汚れた心の物差しで

推し量っていた訳ですから、その真意は到底掴める筈もありませんでし

た。 

 かつて、主よりお聞きしたお話に、私たちが小学生の頃教わった神武

天皇の弓の先に金色の鳶が止まったことは、かつてインドにおいてお釈

迦様の当時、阿しゅく如来と言われる方が出ておられ、この日本にやが

て主がお出ましになられるため、その露払いの役割で神武天皇として出
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ておられたのだとお教えいただいたことがありました。このことにより、

天上界におけるお計らいは誠に気の遠くなるような誠に誠に遠大なる

お計らいということが少しばかり解らせていただいたように思うこと

が出来ました。 

 この会社との繋がりは、もう既に今から四十年前に今日の法伝道のた

めの、道筋をお導きいただいていたことでありました。何とも言うに言

われない素晴らしいことにただ胸が熱くなり、偉大な偉大な主を思わず

にはおられませんでした。 

 『見せてあった』とは、主には、このことを指して申されていたこと

がやっと解らせていただいたのでした。こうして考えますと、これまで

お目にかからせていただいた何十何百万人の方々は、あらゆる意味にお

いて、特にこの神の道筋を正しく線引きするための出会いをいただいて

いたことがようやく呑み込めて来たのでした。 

 そういえば、ある方のご両親様を家内が小さい時からお目にかかって

いたことや、またある方のお姉さんを親友の奥様として知っていたこと、

それも何れも隣の富山県在住の方とのつながりのことでした。また遠く

東京近辺ご在住の方とお目にかからせていただいた時、その奥様が富山

にいたことを知り、いろいろ話し合っていくうち、そのお父上を存じ上

げていたことが解りました。法における人間関係程、誠に不可思議な出

会いはありません。しかし不可思議なことは一切ない、総てが総て必然

なのだとお教えいただいております。 

 高橋信次先生からお教えいただいたことでは、電車内で初めて出会っ

た人でも、転生輪廻の過程において過去最低五百回以上お目にかかった

人だとお教えいただいております。 

 次に、去る十一月十七日の鹿児島における定例の南九州地区学修会の

後、お世話人の永吉哲男様の事務所の開業十周年記念祝賀会がございま

した。始めに記念講演として、私が「心について」と題してお話しする

機会をいただきました。 

 当日は鹿児島県のトップクラスの経済人と、鹿児島市長ならびに国会

議員約二百五十名がご出席されました。私の講演が終わった後、多数の

方が私の席に挨拶に来られ、口々に非常に感激した、これからは心の時

代だ、永吉さんの奥様が助かったのは貴方か、これから私も学修会に入

れて欲しい等々申され、握手攻めに合い非常に感激いたしました。 

 その中で、私の隣におられた方が 

 「Ａさんて、知っておられますか」 

 『ええ、よく存じ上げております。昨今色々と賑わっておりますね』 
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 「今まで彼とゴルフをやっていたのですが、先ほど貴方の講演にあっ

た『心』のこと、彼もずうっとその心のことを探し求めているようです」 

 『是非とも高橋信次先生のご著書をお読みくださるようにお勧めくだ

さい』 

 「早速話しましょう」 

 このような会話が終わった時、私の目から一杯の涙が噴きこぼれたの

です。そして同時に、私は心で大きく叫んでいました。 

 『主よ、この愚か者の私のためにこのような会合をお計らいくださり、

誠に有り難うござました。主の大いなるご慈愛に感激いたしております。

有り難うございます。有り難うございます。 

 そして、ただいまは私の願いの儘に、Ａさんに法が伝わっていくよう

にと、このように精妙なお計らいとお導きとを賜り、誠に有り難うござ

います。有り難うございます』 

 と、涙が溢れ、流れ落ちるまま、何時までも心の中で大きく感謝の言

葉を捧げておりました。 

 それはたしか十月一日付の新聞紙上に、前述のＡさんが会社を離れて

仏門に入りたい、という記事が載っておりました。私は、それを読んで

直ちにスクラップをし、直ちに鹿児島の永吉様にこの方に対して伝道す

る手筈はないだろうかとご相談申しあげました。しかし、今直ぐには見

当たらないというご返事をいただきましたので、鹿児島の学修会が終わ

ってから直接手紙を書かせていただこうかと考えておりました。 

 それがこの祝賀会の席上において、しかもこのお方の親友という方が

隣に座ってくださり、しかも先方様から高橋信次先生についてお尋ねい

ただき、このＡさんに伝えると言われたのです。私が伝道したいと念願

していた方に、こうもうまくしかもスピーディーに伝わっていくとは、

これはまさに人間業ではなく、主の大いなるお計らいとお導きとによる

以外、何物でもないことを強く思わせていただきました。私の後ろにお

立ちくださっておられるような錯覚さえ感ずるような、心が飛び出る程

の大きな衝撃をいただいたのでした。 

 考えてみますと、このような願いの儘のことは、これまでにも多数い

ただいておりました。それは、大阪に出させていただいたこと、またそ

の後九州地方に出させていただいたこと、その前に、九州地方に『ひか

り』誌が次第に広く拝読されるようになるにしたがい、この地方におけ

る自然災害はやがて治まっていくという思いを持っておりました。 

 遠い南の国から来られる方々に対して、その都度そのような素晴らし

い祝福がいただける悦びのお話を申しあげて来ました。そのことがまた、
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その願いの儘に、今日南九州地方を中心として、まさにその通りの現象

として起きていることであります。 

 長崎県普賢岳の噴火は早い時期に治まり、福岡地方における今夏の水

飢饉もありませんでした。長年の間桜島から吹き寄せて来る火山灰の降

下も、今年初めて無くなりました。また、台風シーズンの時節ともなる

と、これまでは毎年必ず鹿児島地方が直撃されておりましたが、今年は、

何れの台風もその手前で急角度に曲がり、逸れていきました。また、学

修会開催の日には、必ずその都度、天空に輝く太陽の回りに大きな円周

の虹の輪が現れて来ました。これとても誠に絶妙なタイミングのもとに

現れるのでした。 

 去る十一月十七日の鹿児島地方は雨天のため拝見することは出来ま

せんでしたが、その代わりといっては誠にご無礼なことですが、その日

九州地方では初めての熊本当たりから鹿児島に至る沿線に見られる

山々がまるで墨絵のように現象化されるのを拝見しながら、私達は鹿児

島に着かせていただきました。このような諸現象は、一にかかって九州

地方に住む人々の心に法灯がともり、人々の心が光に満たされるように

なってきた証と思います。 

 現象については、『原説般若心経』四七頁六行目に『つまり肉体は心

の表現体ということになります。そして太陽を始め、大自然は、神仏の

心の表現体ということになるでしょう』と書いてあります。また、『ひ

かり』誌十一月号の拙文「現証」をお読みいただければ、なお一層深く

ご理解いただけるものと思いますが、常に私達迷える衆生に対し、法へ

の自覚の機会として、迷いを打ち消す証として、また祝福として、主よ

りお与え賜っているものと拝しております。 

 かつて、日本海に長く突出している能登半島の突端に立った時、突然

同行の方に聖霊が入り 

 『ここにおられる方は皆神を信じていません。今から見渡す限りの日

本海の大海原を七色に変えてお見せします』 

 お言葉が終わるか終わらないうちに、もう水平線の果てまでの大海原

が真っ赤に染まって行く様は、何とも言えない筆舌では現し難い不思議

な光景でした。まるで血の海を見る思いがいたしました。それから以後

のことは判然とは記憶してはおりませんが、途中から体中が震え、噛み

合わされている歯がカチカチと鳴るのをどうしても止めることが出来

ませんでした。 

 神に対する我が魂の畏敬の念が、このような状態となって現れ、恐懼

の窮みを体験させていただいたものと思います。それだけに、私は何時
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までもボヤボヤしてはおれない、一秒一秒の思いをうんと己に厳しく、

神を中心に、主を中心に、法を物差しとして思い、行うように意識を集

中して、間断なくお与えいただいているお計らいと、お導きを決して見

逃すようなことのないよう、より心を正し、より多くの方々に対して、

励まし合い、勇気付け、慰め合い、法による正しい思い方、行い方につ

いて、心を傾けて愛を差し上げるべく、残された一秒一秒の生涯を悔い

の残らないよう、心を尽くして生きたいと願っております。 

 新しい年を迎え各位の平安を心よりお祈りいたします。 

 

 神に対し、主に対し、 年頭のお言葉の通り、人生とは何かを知る 

            ために、より己を深く知るよう、より厳し 

            くしっかりと反省の日々を過ごすよう精進 

            努力していくことをお誓い申しあげます。 
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【み光をいただいて】1997-2 月 

 

 遠くに霞む白山連峰の山あいが輝き、連なる山並みから後光が出てい

るような光景となるにつれ、その輝きが一段と強くなり、太陽が神々し

いお姿をお現しになられました。 

 その光り輝く様と強く放射される熱・光は、まさに主が、今年最後の

九州地方への伝道行脚に対して、大いなる励ましと祝福とをお与えくだ

さっているかのように思われました。 

 そしてその強い光と熱により、見はるかす加賀平野は一斉に水蒸気が

立ちのぼり、その光と湯気のように立ちのぼる水蒸気とが美しく調和さ

れ、澄み切った晴天のもと重なり続く山々も霞のように浮き上がったよ

うな幻想の世界を現され、窓に食いつくように眺めている私の心は、重

なり続く山々のように心は次々高まり、重なりあい幾重にも連なってい

くようになり、ただただ感激と感動の嵐の涙で心が洗われるようであり

ました。 

 列車が加賀平野から越前平野に入ると、武田川と九頭竜川から立ちこ

める深い朝霞により、さらに光と朝霞との屈折された世界の中を走り抜

けていくようでありました。 

 私は何時しか追憶の夢路の中で、寒気をついて見送ってくださった法

友四人のにこやかなお顔に続いて、これから行く九州地方の明るい法友

のお顔を次々重ね合わせていました。 

 年を追うごとに、法が大きく広まり、今や国内はもとより、遠くブラ

ジルのサンパウロに、アメリカに、インドネシアに、マレーシアに、タ

イに、韓国にと『ひかり』誌が発送されるようになり、そのうえ、ここ

にめでたくも発刊十五周年を迎えることが出来ました。これも私たちの

微力では到底達成することは至難の業で、偏に、主のみ光によるものと

心より主を讃え、報恩感謝の信を捧げたいと思います。 

 また、心在る人々が増えるにしたがい、ことあるごとに大自然を通し

ての光輪現象を始め、火山や河川や風水害等を通し、大自然の大調和を

拝見させていただくようになり、まさに主がお説きくださいました通り、

法の学修実践による心の調和と大自然とが連動していることを実証し

ていただいております。 

 特に、今日まで経済や病気により苦しみ悩んでいた多数の人々が、偉

大なる主のみ光により、癒され、救われていかれました。その聖なる様

は、かつてイエス様の時代や主のご在世の当時をほうふつとさせるよう

でございます。会員各位におかれましては、是非とも月刊誌『ほくりく』
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号の第一号から引き続き『ひかり』誌を、隅々までご精読くださいます

ようお勧め申し上げます。約十五年にわたりお救いいただいた方の悦び

の熱き叫びは、必ずやお読みくださる貴方様のお心をも感激の嵐の中へ

と誘い、その感動により一段と深く法の理解が進み、やがて光に満たさ

れ救われていくことでありましょう。 

 お陰様で、私は長年の間、お救いいただいた多くの人々から悦びの言

葉、感謝の言葉、お礼の言葉を沢山聞かせていただいてきましたが、そ

の都度、 

 「貴方をお救い申し上げたのは、私ではありません。私如き者が、と

てもとてもそのような大それたことが出来る筈がありません。私にはそ

のような力もありません。またある筈もありません。お救いくださいま

したのは、それは、偉大なる主、高橋信次先生です。高橋信次先生がお

救いくださったのです。早速 

 『大宇宙大神霊・仏よ お陰様で今日お救いいただき、誠に有り難う

ございました。心よりお礼を申し上げます。これからは、報恩感謝の信

（まこと）を捧げて行きます』 

 と、何回も何回も報恩感謝の信を捧げていくように」申し上げました。 

 私もその機会ごとに、主に対し 

 『このたびは、私如き者の願いを総てお聞き届けくださり、こうして

このように再びこの世における修行の機会をお与えいただきましたこ

とに対し、心より感謝申し上げます。誠に有り難うございました。有り

難うございました。有り難うございました。お救いいただきまして誠に

誠に有り難うございました。 

 またこの世において、偉大な偉大なお計らいとお導きとを拝見させて

いただき、有り難うございました。お救いいただいた魂の悦びは、直接

お聞きになるべきところをこの私ごときが代わってその悦びを聞かせ

ていただき、誠に申しわけもございません。誠に有り難うございます』 

 と、申し上げてまいりました。 

 法による精進努力も自己確立も出来ていない、この愚かで怠惰な心卑

しき者が、今日まで常にこのような尊い環境をお与えいただき、身に余

る光栄であります。自己確立の出来ていない身として、せめてこの命捧

げて出来る限りのお手伝いをさせていただかねばならないものと、常に

我が心を戒めている次第でございます。 

 主には、ご在世当時、まさに命を削られての各地におけるご説法では

なかったかと拝してまいりました。せめてそのお歩きなさいました一足

一足の足跡を伏し仰ぎ、そのご心中をお察し申し上げ、この身も汗を流
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し、苦難の数々を身を以て体験させていただきながら、お進みになられ

た道程を辿らせていただくことが何にも代えがたい幸せであり、お慕い

する者の道ではなかろうかと思い、こうして毎月金沢から約十時間余り

かけて鹿児島の地まで出させていただいておりますことは、我が魂とし

て、過去にもない未来にもない今生無上の悦びであり、光栄であります。

それだけに、後残された一時一時を、主には短いご生涯の中で、この日

本に主がお出ましになられたこと、そしてお悟りになられて法をお説き

くださいましたことを命の限り絶叫していきたいと心に誓っておりま

す。 

 また、この二十二年余りの間、各地の学修会に参加させていただくた

め、常に心と肉体を大切に生きるよう精進努力してまいりました。さら

に有難いことに土、日曜ごとに当地での学修会やビデオ講演会等があり

ますので殆ど休日のない生き方をしてまいりましたが、今日に至るも少

しの疲れもなく、むしろ元気一杯悦び一杯で、何時までも二十九才の若

さの儘の日々を生かしていただいておりますことは、非常に有難い窮み

でございます。 

 そして、一粒一粒のご飯から衣食住総てに至るまでと、当会の運営費

を始め必要な物は必要なだけ必要な時総て主よりお与えいただいてお

ります。私たち夫婦は日夜常に主より総てをお与えいただき、日々平安

をいただいていることに感謝を捧げながら生きております。 

 各地における毎月の学修会は、当初二、三年間は、毎回約二、三百人

から多い時には五百人余のご参加をいただき、講演会方式の学修会をさ

せていただいてきましたが、それでは講師の一方的な話だけで聞く人か

らの質問による応答等心の交流に欠ける嫌いがありました。特に後光の

出ている人を見ることは出来ませんでした。 

 こうしたことを体験し、講師とご参加いただいている人たちとが、お

互いに平等の立場で平等の心に立っての勉強方法はないものかと考え

るようになりました。 

 一度に百人、二百人の人をお導きすることよりも、むしろ一人の人に

深い心の悦びを持っていただくことは出来ないものか、一人の人も導け

ない者が、それを飛び越えて百人二百人の人々を法へと導くことは、到

底至難の業であることに気づいたのです。昔の寺小屋式の勉強会を開き

マンツーマンの勉強方法にしようと思ったのです。それが未熟な自分と

しての道ではなかろうかと思いました。 

 私は生来怠惰な人間でありましたので、ご著書を満足に拝読しないで

各地の学修会に出させていただいておりましたが、始めの頃学修会は約
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三十箇所ありましたので、一年かかってもなかなか全部に顔を出させて

いただくことは難しい状態でした。しかも、この自分自身が正法を真剣

に勉強しそれを生活の中に生かす実践を何一つしていない訳ですから、

学修会に出かけることが非常に苦痛でした。その原因は、質問があって

も答えられないからでした。 

 そのような状態ですから、参加していても常に、難しい質問が出ない

かとビクビクしながらいました。始めの頃は車で出かけており、何時も

家内も同行しておりました。帰りの車中では何時も家内が「貴方の話は

エーばかりが多く中身がない、高橋信次先生のように、エーが一つもな

いお話が出来るようにもっと精進しないと、とても私は恥ずかしくて座

っておれません」と、帰り道々お説教が始まるのでした。 

 私は学修会では、ビクビク、帰り道はネチネチ、運転はしっかりとい

う具合でどちらを向いても何一つ安らぎのない環境でした。 

 そのうち約七年かかってやっと「法がある」「法がない」という真意

が心に落ちた時は、もう昭和五十七年の年の暮れでした。 

 その時を境に、これまでのような二つのカバンにご著書を一杯詰めこ

んでいく必要はなくなりました。 

 このことを縁として、学修会はマンツーマン式の学修会に変え、以来

今日に至っている訳ですが、ご参加された方は聞くだけではなく、心ゆ

くまで思っていることを話せる訳ですから、徹底した学修が出来るので、

後光も早く拝見出来る人が急に増えるようになってきました。まずは天

意に適っている証であることを思い、長年にわたる願いがここに実り非

常に感激いたしました。 

 特に、昨年四月より始めた南九州地区の学修会では、初めて法に帰依

された方が殆どなのですが、後光が出るようになられた方が回を重ねる

ごとに多くなり、非常に有難く感激いたしております。自分独りでの学

修では、心の向上は非常に至難なことでありますが、一人よりも協力者

と二人がけで学修することにより、非常に早く自己確立が出来るように

思います。 

 しかしこの方式ですと、毎回決められた時間内でご参加の全員がマン

ツーマンの学修は出来ませんが、他人の話を聞くことにより自分に生か

すことが出来、また幸いに話す機会が与えられた方は、その絶好のチャ

ンスを十分生かせるよう、意識を集中して疑問や不明についてあるいは

具体的なことについて質問する、また説明してもらうことにより、より

深く法を学び実践に生かすことが可能となるのであります。 
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 ご参加の方は、常に学修会は、雑念を排除して総ての意識を聞くこと

に集中することが大事であります。正しく聞くことが大事であります。

聞きながら生来の癖である何かの思いにとらわれることは止めていた

だきたいと思います。そうすれば必ずや今後法の精進努力に非常に役立

つものと思います。現にご熱心な方には皆お悦びの結果をいただかれて

おられます。 

 ご承知のように人間の心、善我なる心（潜在意識）は、常に自分自身

の一秒一秒の思いと、行いを厳しく点検し審判しておりますから、心に

信じているものが果たして正しいものかどうかについては、総て肉体上

に正しく表現されているのであります。何処かの信仰家が言うような 

 「正しいのは正法ばかりではない。何処の宗教も皆良いことを教えて

いる。全部が間違っていることはない」 

 と、いうようなことは絶対に無いことがはっきりと分かるのです。そ

して正法の次元は、まさに神のみ心であることが分かります。よって神

は、太陽がこの宇宙に唯一のように、また唯一であり、法もまた唯一で

す。法とは、神のみ心であります。 

 「原説般若心経」四七頁に、次のようにお教えいただいています。 

 『つまり、肉体舟は心の表現体ということになります。 

  そして、太陽を始め、大自然は、神仏の心の表現体ということにな

るでしょう』 

 

 また、人間釈迦第一部一七〇頁には、次のようにお導きいただいてい

ます。 

 『法は 慈悲と愛を喚起する力である。 

  神は 無限の慈悲と力をもって、正法を信ずる者の行く手に、光明

の道をひらいてくれよう』 

 

 私たちの心在る伝道が、一人の人を生かし、やがて地球が調和され平

和になるのです。 

 各位のご精進をお祈りいたします。 

 

 主に対し 常に法によりお救いいただき、心から報恩感謝の信を捧げ

ます。 
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【月刊誌発刊十五周年記念講演会 講演要旨（於金沢市文化ホール）】  

 1997-3 月 -4 月 -5 月 

 

 おめでとうございます。 

 こうして月刊誌の発刊十五周年を祝して、皆様と共にこの部屋に集ま

りまして、高橋信次先生を偲び、また今日までの生き方を振り返るため、

こうした一時を頂きましたことをほんとうに嬉しく感謝いたします。 

 本日は遠く熊本、それから福岡、大阪、また富山、地元の方等、沢山

お集まりくださいまして心より感謝申し上げます。ありがとうございま

した。 

 今も開会の言葉を言われました坂井浩さんのお話にもありましたよ

うに月刊誌発刊ということは非常に難業でございました。 

 一番最初私は、昭和五十年三月八日に大阪に行きまして、どちらかと

いうと自分で進んでではなく、義兄に連れられしょうことなしにという

格好で、高橋信次先生のご講演を聞きに行きまして、ご講演が終わって

帰ろうとしたら、大阪でお世話をしておられる方が是非とも高橋信次先

生にお会いになられたらと薦められて、私はもう心の底まで見通される

方だと聞いておりましたから、もう自分は悪いことをあるだけした汚れ

た人間がそんな所に真っ先に行くというのは非常に恐いという思いで、

まぁいいです、また今度にします、と何度断ってもその方がいやいやっ

て言われるんですね、で、どうも私は不思議で仕方がなかったんです。

この講演会は、朝の七時からみんな横に四人並んだ四列縦隊というので、

電車の駅から長々続いている。 

 ご講演は昼からの二時からなのに、どこへいってもそうなんです。東

京の有楽町ですかその公会堂でご講演があった時も有楽町駅からいっ

ぱい沢山、まあ、当時の芸能人でもあんな様なことはなかったんじゃな

いかと思うんですが、それほど長い行列で、沢山の人が集まりました。 

 そういう意味で私たちは前の日から泊りがけで行きまして、ＧＬＡ関

西本部という建物の一番下のところに泊めてもらったんですが、ところ

が、お世話をしている人が、行った日から夕食を食べませんかとか、私

は見も知らない人なんです。 

 私は自分の義兄に連れられて行ったわけですが、私の義兄も初めてで、

丸山さん、そこの一膳飯屋だけど、一緒に飯を食いませんかとか、夜泊

まるのに布団を用意してくださったりなんだり、翌日もいい場所を取っ

て下さって、また帰ろうと思ったら、是非とも先生にお目にかかってい

かれたら、と言われるのです。どうしても断りきれず、覚悟を決めて行
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ってみますと、その応接室のそばにこの会場のｌ／３くらいの幅の廊下

があるのですが、そこに一杯の人がぎゅーつと詰まっているのです。 

 みんな会わせて欲しい、難病とかいろんな経済的な苦悩とか、精神的

な苦悩とかいろんな方が是非会わせてほしい会わせてほしいといって

遠く外国からも来ておられるようでした。座り込みのような一歩も足を

いれて通り越すことの出来ないくらい座っておられました。私に会わん

か会わんかとおっしゃるけれど、これじゃ入ってもいけないし、また、

このような人を優先してあげればいいのに、何故私にばかりこんなに言

われるのかな、と非常に不思議に思いました。今から思うと大変恥ずか

しく身の縮まる思いでございます。その日が三月八日でした。その日が

私の人間改造といいますか自分の心の目覚めの第一歩ではなかったか

と思います。 

 それからちょうど十七年後の平成四年三月八日に大阪で勉強会が始

まったのですが、はじめのうちは、初めて大阪で高橋信次先生にお目に

かからせていただいた日だとは夢にも気づきませんでした。 

 確か前の年の十二月十五日だったと思いますが、今日来ていらっしゃ

る山田さんご夫妻様がお見えになられて是非大阪で勉強会をしていた

だきたいとのご要請がありまして、私は本当にうれしく感激してお受け

致しました。それから三月八日まで、約七十九日間余り、毎晩精進しな

いといけませんから、ちょうど天に向かって七十九段の階段を上がるよ

うなつもりでそれから毎日毎晩精進が始まったわけです。その途中で始

めての三月八日と今回の学修会開会の日が連動していることに気付い

たのです。三月八日は、私が高橋信次先生に初めてお目にかからせてい

ただいた日であり、これは偶然というより、本当に不思議だなぁと思っ

たわけです。 

 （一九九二年四月号ひかり誌掲載の“「高橋信次先生の法を学ぶ会」

発足に際し”をお読み下さい） 

 話は前に戻りますが、それから高橋信次先生には七月六日に金沢へ来

られ、六日、七日、とおられて、ここで「心の原点」という法話を金沢

のＭＲＯ放送会館の三階でご講演されました。当日は、全国から多数の

人が集まり約千三百人という、高橋信次先生が初めてのご講演をされた

ところではこれまで、一番多かった所でも約二百人でした。それが千三

百人ですから先生も驚かれ、非常にお悦びいただきました。 

 ご講演が終わった翌日、私に「今回の金沢公演は正法の伝道の歴史を

変えた」と激賞されました。しかも高橋信次先生にとられて昭和五十年

七月六日という日は、一九七五年ですが、昭和四十三年七月六日にお悟
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りなられた、その七周年に当り、本来ならば五周年とか六周年とかいう

ご講演は東京でされておられて、地方ではなさってはおられない、その

ような重要な意義ある大講演会をこの金沢で開いて下さったのでした。 

 しかも三月八日に私が初めてお目にかからせていただいて、二ヶ月も

しない、もう五月のはじめに電話で七月に行くから準備をしなさいとい

うご指示をいただいたのでした。ご連絡を頂いた時は未だ私はご著書も

なにも読んでいませんし、何にも分からない人間にそういう電話がかか

ってびっくり仰天したんですが、三月八日からもう四ヶ月後の七月に来

られたのです。それもしかも、あとで気付いた事は七月六日はお悟りに

なられた七周年の記念日だったのです。始めは日帰りでお帰りになるお

話だったのですが、一晩お泊り頂いて七日にお帰りになられたのですが、

金沢は初めてだというお話でした。 

 私は法友から貴方は先生から愛されている。この意義ある日にご講演

をしていただけるとはうらやましい。そして金沢講演の「心の原点」は

非常に高次元のご説法であるように思うと言われました。 

 私は、正法の勉強よりも来られるなり何をお聞きになられるかなあと、

ずいぶんひやひやする思いで何かその知識の方へと心を奪われており

ました。当日家内と娘夫婦の四人で、飛行場にお出迎えにいきましたら、

今のようなタラップの廊下がついていない状態で飛行機が向うの方に

ついて地面の上に降りて歩いて来られる、こっちから見えるようなそん

な状態でした。 

 当日は朝早くから金沢は豪雨でした。しかし、もう先生が来られる頃

には小止みになり、飛行機を降りられるなり、「もう降らないよ」とい

う、天を指されるしぐさをされながら歩いて来られました。そして、「も

う大丈夫カンカン照りになるから」と言われました。六月頃には金沢講

演は一杯になり会場から人が溢れるから、会場外にテレビをつけて外で

も見られるようにしなさい。というご指示をいただいておりました。ど

うして、そんなことが分かるのかなという思いでいっぱいでした。 

 だんだん講演会が近づくにつれて北陸地方の各地から精神病の人が

騒いで困る、どうしたら良いか教えて欲しいという、電話はかかるわ、

やって来るわ、私は当時金沢駅前で貸しビル会社を経営しておりまして

その事務所にいたのですが、そのようなことで仕事にならない、そんな

人がいっぱい次から次に集まるので、不思議に思い、先生にお聞きしま

したら、「私が行く所にはどこの講演会でもそうです。魔が騒ぐんです」、

光の大大天使がこの地へ来るという事はあの世の魔も知っているから、

騒ぐのだ、ということを聞いて、やっぱり何も解らないけどそういうこ
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となんだなぁというふうに思っておりました。ご講演の後その夜、私の

ビルの二階の会議室で約百人程の会員に対して、ご講演をされました。

そして、金沢の都ホテルにお泊りになられたわけです。 

 翌日は、私たち会員の主だった人または一般の特に申し込みのあった

人の個人指導を講師と先生がされました。先生には石川県と富山県と福

井県の各代表一名だけを私が選びまして、個人指導をお願いいたしまし

た。それが終わって、高橋信次先生は私を真ん中にして、先生と過去世

マーハーナーマンというインドの時代の五人のクシャトリャの方、当時

ＧＬＡ関西本部長中谷先生が右側に座られ、高橋信次先生には左側に座

られ、私が真ん中に座らされて、いろいろとお話をした中で、先生は、

「あなたは何人くらい人をまとめてお世話をしていかれますか」とご質

問がありました。 

 私は以前勤めておりました会社が約一万三千人の人間がおり、北陸で

は一番大きい会社でそこの最高責任者の秘書役をやっておりましたの

で、約一万三千人だったら経験がありますのでやっていけると思います

と申し上げましたら、先生には私を通り越してマーハーナーマンに「そ

うだろう私が言った通りだろう」と、そのような意味のことを言われま

した。そして、「北陸は約百万の人が天上界で法に触れる約束をして出

てきている」と申されました。 

 当時の北陸地方は、新潟、富山、石川、福井の四県で五百数十万の人

口でした。そのうち五人に一人の人が法に帰依する、主が出られて説か

れた法に帰依するという約束で出て来ているというお話でした。「百万

人の人が法に触れてくる予定になっている。現在石川県の人口は何人お

りますか」というお話で、さあ、私はよく分からないけれども大体百万

人ぐらいではないでしょうかと申し上げますと、「では、その石川県の

県民百万人をお世話している県庁の職員は何人おりますか」、ざっと千

人くらいじゃないかと思います。「あなたは、いま百万の人が触れて来

たら、現在の仕事をやっておられますか、会社をやっていけますか」と

お尋ね下さいました。 

 当時、私は貸しビル会社と倉庫会社を経営していました。日通さんと

いっしょの倉庫業です。倉庫運送業というものを経営しておりました。

もうこれ以上今の会社を拡張してはいけない、拡大してはいけない。む

しろ縮小していくようにと、こまごまとご指示をいただきました。七月

六日にお見えになられて、七日にお帰りになられたのですが、本当に天

から舞い降りて来られる光の大天使のように、飛行機で降りてこられて、

再びさっと天に昇っていかれたような思いがいたしました。 
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 そして、北陸地方が何か清められたような、光に満たされたような、

そして、この金沢から全宇宙に向けて「心の原点」というご講話をされ

たのでした。そのことが、私は当時高橋信次先生のご著書を何にも読ん

でない人間でしたが、なにか言い知れない感動というか、自分の心がい

つまでも潤んでいるような思いでいました。 

 高橋信次先生がお見えになられる露払いとして昭和五十年四月十八

日に、高弟の方がお二人来られて、金沢商工会議所で講演がありました。

その日の朝、昭和四十年ですから十年前に一月三十一日に亡くなった私

の父が高橋信次先生によってお救いいただきました。 

 昭和四十年に亡くなって五十年ですから約十年、あの世で言うと約百

年間地獄に堕ちていたのでした。そのことを私の家内が夢に見て、先生

が家へお連れして来られたというのです。後に先生にお聞きしましたら、

その通りだよ、貴方が目覚めたからお父さんを救ったのです、というこ

とを申されました。 

 昭和五十一年六月二十五日、先生には予言されました通りご昇天され

ました。高橋信次先生には最初は北海道の富良野を出生の地と選ばれ、

その後山形に変わり、最終的にはカピラバーストとよく環境が似ている

長野県の佐久というところを選ばれて、そこにかつてのシュットダーナ

ーというお釈迦様の時の御父上様をお父様に選ばれ、お母様はマリヤ様、

イエス様のお母様であられたマリヤ様をお母様としてお選びになられ

て、昭和二年九月二十一日お彼岸の中日にお生まれになられたのでした。 

 先生がご昇天される六月二十五日までの間に私は先生に二十三回お

目にかからせていただきました。そして、多くの温かいご指導を頂きま

した。地方の責任者としてご下命された方の殆どは、昭和四十八年に先

生のもとに集まられたようでした。しかし、私と東北の叶内さんの二人

は非常に遅れて駆けつけた訳です。五十年にやっと顔を見せたわけです。

そうしたら先生には、私たちを思いやってくださいまして二人を折に触

れて特別に教育をしてくださいました。昭和五十年の五月一日から確か

六日か七日頃まで東大阪の石切というところで缶詰になって、一週間ほ

ど講師としての心構えのご指導を受けました。 

 そして、試験がありました。その試験官は全部天上界から来ていると

言われました。カンニングしようと思えばいくらでもできるような環境

でしたが、カンニングすれば当然のこと自分に返って来るのみですから、

カンニングでも何でもどうぞと、この世の試験官が言われ皆大笑いしま

した。 

 筆記試験があって、今度は、実地の試験として、テーマを出されて、
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演壇に立って講師が沢山並んでおられる前でそのテーマについてスピ

ーチしなければならないのです。そういうのを一人一人やらされました。

私は「催眠術について」というテーマをいただきました。その一週間を

終えて家へ着替えを放り込んでまたその足で、東京へ行きました。これ

は反省道場で反省をしなさいと言うことで、そこは十人ほどの集まりだ

ったのですが、行ってみたら若い人が一杯居るんですね、年が行ったの

は私ともう一人和歌山の方と二人だけなので、不思議に思い、貴方方も

皆先生に呼ばれたのかと、お尋ねするといや先生に呼ばれて参加したの

ではありません。自ら申し込んだのですと、言われました。 

 そのうち東北の叶内さんも来られたので貴方も先生に言われて来ら

れたのかとお伺いするとその通りだと申されました。私はそのとき予感

しました。これから始まる一週間の少人数の反省研修会には、きっと高

橋信次先生が来てくださる。浅草の八起ビルから小金井の反省道場まで

車で片道約二時間、往復約四時間かけて、きっと来て下さるに違いない

と確信したのです。 

 道場では毎日、朝の八時頃から夜の十一時頃まで反省するわけです。

ティッシュが毎日ワンカートンずつ配給されるのです。ワンカートンず

つですよ。それは反省により涙が流れるのを拭くために仲間が毎日買っ

てきて下さるのでした。私ははじめ五日間位は何をやれば良いのか、何

を考えたら良いのか、何をやって良いのか、一つも分からなかったけれ

ど、早い人は二日目ぐらいからおいおい泣き出していかれました。そこ

は、一人ずつ衝立をおいて仕切られているわけです。 

 五月十二日木曜日の夕方、指導の講師が、どうも明日、と言われたと

き、私は、ああーやはり先生には来て下さるのだと思いました。やはり

その通りで、明日先生がどうも来られるらしいということでそこで全員

でバンザイを叫びました。先生には翌日昼過ぎ一時頃に車で来られまし

て、一時五十分頃から約一時間くらいお話をしてくださいました。 

 そのお話は、昭和五十一年六月四日、五日、六日にかけての東北研修

会に於いて高橋信次先生には今生最後のご講演をされました天上界の

仕組み、天上界の系図というのは皆様もご存じのことと思いますが、あ

のお話を私たちに一番最初にお話してくださいました。そして、この地

に高橋信次先生がお出ましになられるまでに、偉大な光の大天使が次々

と露払いに出ておられたということをお話しくださいました。 

 伊勢の皇大神宮には大日如来様が、如来という方は、昭和四十七年当

時で四百二十五人あの世この世含めておられる。また菩薩界は二万二千

八百八十八人おられる。我々の属している太陽系霊団というこの霊団は、
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あの世この世含めて五百数十億の魂が転生輪廻している。そして、地球

上へその一部の約五十数億が出ている。やがては約六十億ぐらいに膨れ

上がるでしょうということをお話ししてくださいました。 

 そのあと、神武天皇という方が日本に出られ、大和の橿原の地に立た

れた時、金の鳶が弓の先に止まったという神話がありますが、この方は

かつてインドに出ておられた阿しゅく如来という方で、この方も露払い

の役割で出ておられたということは、ずいぶん何千年も前からもう既に

主がお出ましになられる道筋が計画され、徐々に実現されていく、何故

ならお釈迦様は今から二千五百年前にお亡くなりになりますときにお

悟りになられて、今から約二千五百年後に偉大な光の大天使が東の国の

都に出るでしょう。そのときは電話もあるし、道路はみんな舗装されて

いるし、窓はみんなガラスになっていると言うことを予言されてお亡く

なりになられました。 

 神の命によってこの世に出られた上々段階光の大大天使は、次の悟る

べき光の大指導霊が次にいつ頃どこへ出られるか自分の心で悟った時

その方の使命が終わるのだそうです。お釈迦様はそういうことをお悟り

になられて使命を終わられあの世へ帰られ、その予言の通り、高橋信次

先生にはこの日本の地にお出ましになられたわけです。 

 はじめ高橋信次先生には自分はお釈迦様の生まれ変わりだと思って

おられたとのことですが、昭和五十一年三月十日に白浜研修会で発表さ

れましたように、お釈迦様とかイエス様とかモーゼの光の大指導霊はエ

ルランティーと言われる真のメシアの分霊である。だから真のメシアは

自由にイエスにもなればお釈迦様にもなればモーゼにもなって、この世

においてその姿になって、人を指導する事が出来る、自分はお釈迦様の

生まれ変わりだと思っていたけれど自分はエルランティーであること

がわかったと発表されました。そういうことで六月二十五日に高橋信次

先生にはご昇天になられました。 

 昭和五十二年の一年間私は、自分で静かに今までの自分を振り返り改

めて勉強のやり直しをいたしました。昭和五十三年頃になって、またぼ

つぼつと私の周辺に人が集まって来ました。高橋信次先生がお亡くなり

になられる頃には、この北陸で百万どころかたった千人ぐらいの人が私

の周辺におられました。しかし、その人たちは、高橋信次先生がおっし

ゃったように私の周りから皆離れて行かれまして五人だけが残ったの

です。昭和五十二年が過ぎて五十三年になると、再び人が集まって来ら

れて、心の発見の一ぺージ一ページから私は、集まって来られた人にお

話をいたしました。 
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 その頃は夜を徹して、朝の四時か五時頃まで夜掛けでそういった勉強

をいたしました。今ここにも当時経験をもった人も何人もおられますけ

れど、徹夜で反省をしたり、激しい学修をやってきました。次第に心あ

る方が増えてきました。でもその間も「高橋信次先生に対する感謝と誓

いの会」は、ずっとやってきておりました。今日も続いておりますけれ

ども、始めは、わずかの四、五人で私のビルでやっていました。 

 次第に人が増えるに従ってまた、それも大きくなってきました。昭和

五十六年頃、神理学修会「ほくりく」という組織のもとで、五十六年の

五月頃から金沢の一番のど真ん中の繁華街の近くに三田様というお宅

があって、そこでそこのご家族が非常に正法に熱い心を持っておられま

したので、そこで勉強会の地区座を開きました。高橋信次先生には「北

陸を頼むよ」と私に申されましたので、その約束は如何なることがあっ

ても命がけで守らねばならないという固い決意のもとに、どうにかその

第一歩を再スタートいたしました。 

 その後春頃からと思いますが、月刊誌を出したらどうかという話が出

始めて来ました。当時相談しておられた方が何人もここにおられますが、

月刊誌を出したら良いのではないかと、急テンポで三田稔さんを中心に

出て来ました。私は三田さん、発刊しても長く統いていくかねと、私が

むしろ前に進まないように足を引っ張っているようなかっこうでした。

何故なら私は自信がなかったからでした。 

 皆さん考えてください、正法では正しい意味では言葉も心に残るわけ

です。書いたものは言葉を聞かない人まで残る訳です。目で見たら読め

ますから、何百年経っても、ハーバード大学じゃないけど、シカゴに八

百年後にイエス様が出られるから、そのハーバード大学の図書館にこの

「ひかり」誌とそれから高橋信次先生のご著書を全部英訳して納めてお

こう、と計画されて現在盛んにやっておられる人が今私たちのグループ

の中におられるのです。活字になって残ると言うことは非常に怖いこと

なんです。 

 自分が立派であればいいですけれど、それで、私はやめとこう、やめ

とこうというだけで本心の自信がないと言えないのです。恥ずかしいか

ら、できる？できる？無理じゃない、と言っていたのです。だって皆は

無責任なんですよ、やろうやろうと言っても、その月刊誌の中身は私が

書かなくてはならないのです。必ず毎月何か書かなければいけないし、

また監修をしなくてはいけないし、特に、法がある、法がない、という

ことについて、当時大きな問題を抱えていました。 

 それは昭和五十年頃、富山県の福岡に学校の先生を辞められて、はん
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こやさんをやっている人がいまして、その方がある時の勉強会を富山で

やっていたら、丸山さん貴方の言う反省というのはどうもとろい未熟や、

私たちは徹底的にやってきましたよ。どこでやられたのですか。どっち

が先生か解らないんです。貴方はもう既に高橋信次先生に教わっておら

れるのですか、いや、高橋信次先生には教わってはないが、高橋信次先

生がご承認になっているところが奈良にあるのです。内観所という名前

のところがあるとのことでした。そこで朝の五時から夜の十一時まで一

週間か一ヶ月間、厳しい反省をする。そこでは徹底した反省をするので

す。貴方の言っているようなとろいものじゃないと言われまして、私は

驚いてしまいました。 

 当時の私は、勉強会に行くのに、まだ、鞄の中に高橋信次先生のご著

書を一杯かっつめていく状態ですから、どんな質問がでるのか解らない

訳ですから、私は、こんなことは一番苦手なのです。二つの鞄に高橋信

次先生のご著書を一杯詰めて、何か質問があったらそれを一生懸命調べ

る、そんなわけにはいかないのに、だけどそれを持って行かないと安心

できないという誠にお粗末な心境でした。ですから、月刊誌を作ろうと

言ったってやめとけという、そんな立派なことは言えなく、やめーんと、

自信がないのではない、長続きせんのでは、という腕曲にブレーキをか

けておったのですが、そこにある人が貴方の言う反省はおかしいと言う

ものですから、後日高橋信次先生にお目にかかった時、私の所にこんな

人がおられ、奈良の内観所の反省が正しいと言ってる人がいるのですけ

れど、先生それは正しいんでしょうかとお尋ねしますと、先生は、一言

「そこには法がないんだよ」と申されたのです。 

 法がないとは何でしょうかと言えないような雰囲気で言われたので、

特に私は生来、非常に臆病な人間なものですから、皆さんにはどう写る

か知りませんが、非常に気の弱い人間なものですから、追いかけていっ

てもう一つ聞こうということが出来ない人間なのです。何時も昔から、

これはもう自分で考えないといけないことだと思い、聞いたってお前さ

んで考えなさいときっと言われるに違いないと思い、それからは毎日毎

夜暇があれば法はない、と昭和五十年から始まって法がないと独り言を

言っていた時、法がない、ないということは逆に法があるということに

なる、法がある、法がないとはどのようなことなのかな、と更に会社に

いても、家に帰っても、箸を後ろに隠したり、万年筆を後ろに隠したり

して、ない、あたりまえですね、出して、ある、まあ子供遊びのような

ことをやっていた訳です。 

 万年筆を隠してみたり、何としてもこれを自分が心に落とさない限り、
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正法の勉強会には行けないぞ、鞄を二つも持っていって、質問されてエ

ー一寸待って下さい、こんな恥ずかしいことが言えるかと、ただでさえ

うちの家内は一緒に車に乗って福井へ行ったり富山に行ったり、いつも

もう十一時頃には帰る、遅いときは一時頃なんです。雪の日も雨の日も、

三十ヶ所もあるのですから、それを一年では全部回れません。そうした

ら、車に乗るとうちの家内は、あんたの話はもう聞いておられん、私は

もう恥かしくてならない、エーエーってあんたの話はエーの方が多いよ

って言うのです。 

 まぁ勉強会でひやひや、車の中は、じわじわ真綿で締められるように

いじめられる、生きた心地がありませんでした。ここには法があるとい

うことを自分の心に落とさないことにはどうにもならんという、次第に

そのような厳しいハードルを感じていきました。 

 そんな中で、この三田さんを中心とした勉強会、月刊誌を作ろうとい

う運動が益々盛り上がってきたのです。私の気持ちとは裏腹に、やろう

やろう、どんなにして、あーしてこーしてと、こんなことがどんどん進

んで行き、しかし、こっちはずーっと後側にいて、依然として、「法が

ある、法がない」ということで苦しんでいるということは、誰も知りま

せんでした。既に昭和五十七年の十二月号が発刊され、やがて一月号も

近く発刊されようとしている頃となり、次の二月号の原稿に向かってい

る状態でした。 

 昭和五十七年十二月号は、ガリ版でできたこれが第一号でした。まず

原稿を書くにあたって、私は自分に自信がないのと、それともう一つは、

自分が法ということを心に落としていないのにそういうものを書くこ

とは非常におこがましいし、ご無礼であり、じゃ、どうしたらいいかな

と考えたら、昭和五十一年六月二十五日高橋信次先生がご昇天なさいま

して、七月十日に東京の青山斎場で感謝と決意表明の会がもたれたので

す。私の家内も黒紋付きを着て飛行機に乗っていきましたし、私も礼服

を着て出させていただきました。 

 今は、感謝と誓いの会ですが、第一回は感謝と決意表明各地区代表と

なって参加したのです。そのとき高橋信次先生の御霊前、この青山斎場

の会場へはご親族と代表しか入らない、一般の人は外におられる、そう

いうやり方で、一番最初が確か西日本の園頭さんから順番に、私の順番

がきて、読み上げた決意表明があるのですが、私は最初は弔辞を捧げな

ければならないと思って弔辞を用意していったのですが、着いて間もな

く感謝と決意表明の会に変わったという連絡をいただき、急きょ書き直

したものを読み上げた次第です。 
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 いつも感謝と誓いの会で私が泣くような声で言っているのが放送さ

れますが、それを第一号の月刊誌に載せようと思ったのです。これをこ

の月刊誌に載せたのです。只今これを読ませていただきます。皆様には

何回も聞いてらっしゃると思いますが、読ませていただきたいと思いま

す。 

 

 朗読（一九八二年十二月号「ほくりく」誌(創刊号)） 

 【偉大な主・高橋信次先生に対する感謝と決意の表明】 

                昭和五十一年七月十日 

                於東京都・青山斉場の霊前にて 

                       丸山 弘 

 先生、高橋信次先生、いくどお呼び申しあげても、もう先生のお声を

間くことが、できなくなってしまいました。私達の胸は、悲しい思いで

いまにもはりさけそうです。 

 静かにまぶたをとじますと、昨年の七月六日金沢の地にお出でくださ

ったときのことが、思い出されてなりません。 

 今日は、矢でも、鉄砲でもうけてたつぞ、と張り切っておられた先生、

そして、金沢の空気はおいしいね、金沢のお菓子はおいしい、と喜んで

くださったあのときの先生のお姿が、いまもほうふつとして眼の前に浮

んで参ります。 

 先生はご自分を犠牲にされて、私達をお導きくださいました。私達は

何ひとつお手伝いをすることもなく、ただ漫然と甘えてばかりおりまし

た。何としたことでしょう。 

 先生、申し訳けございませんでした。深くお詫び申しあげます。しか

し、先生の偉大なみ教えは、私達一人一人の心に、生き生きとして生き

ております。これからは、常に先生のみ教えを心の内に見つめ、手に手

をたづさえ、勇気をもって光の道へと一歩、一歩着実に進んでゆく覚悟

でございます。 

 そして暗かった日本海沿岸にともしていただいた、巨大な光を益々明

るく、しかも高々とかかげ、ユートビア建設へと光の輪を広げてゆくこ

とを、お誓い申しあげます。 

 先生、ありがとうございました。今日までお導きいただいた、ご高恩

に対しまして心から厚くお礼を申しあげます。何卒いつまでも天上の世

界からお見守りくださり、迷い多き私達をお導きください。 

 ここに北陸地方を代表して私達の決意を述べ、謹んで感謝の意を表す

る次第であります。 
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 この決意表明は北陸地方を代表して捧げた決意でした。まず、この十

二月号にこれを出そう、私たちの進むべき道の原点は、この決意表明に

あると私は、思ったのです。この十二月号が発刊され、次は一月号、二

月号と続いて、今度は、愈々自分が書く番になっていました。昭和五十

八年一月号と二月号の月刊誌に原稿を書かなくてはいけない。これはみ

なさん、先ほどから何度も言いますけれど、自信のないものが書くので

すから、全国のいろんな責任者が見ますから、これは、この辺だけだぞ

といって配ったって直ぐ東京かどこかへ飛んでいくか解りません。あき

らめてしょうことなしに書き始めたわけです。 

 確か昭和五十七年の十二月二十日過ぎだったと思います。もうクリス

マスも近い頃でした。クリスマスはいつも三田さんのお宅で、当時少人

数でやっておりました。そうしたときに、二十日過ぎの夜原稿を書きな

がら、いつものように「法がある。法がない」といって一服して、万年

筆を、その万年筆は、高橋信次先生が私にくださった『悪霊』の一部、

『悪霊』の二部というのは、金沢へ来られたときに私に対するお土産な

んです。その『悪霊』の二部は、発刊の第一号でした。 

 金沢にお着きになられた宿で先生はサインをしてくださったのです。

先生は小さい黒のショルダーバッグからサインペンを出されてサイン

をされようとなさったのですが、残念ながらインクが切れて出ないので

す。そこで私の万年筆を差し上げたらそれでサインをしてくださいまし

た。その大事な万年筆を相も変わらず後ろに隠して、「法がない」、こ

こで誤解を招くといけませんから申し上げますが、昨年の四月、南九州

に行きましたらある方が、私にそのような「法がある、法がない」とそ

んなことを言うだけで何がわかるもんか、貴方の言っていることは詭弁

だと言われたのですが、「法がある、法がない」だけやっていた訳では

ないんです。当然のこと神理も勉強しておりました。きちんと、一生懸

命に夜も寝ないで法を勉強しておりました。そうしてやっと、その夜解

ったのです。 

 その夜の十二時頃に、「法がある」とは、高橋信次先生のみ教えを基

準にして、そこでは指導しているところだ。また「法がない」とは高橋

信次先生のみ教えを基準にしないで、自分の考えを言っているところで

ある。そこには法がないんだ、と言うことがやっとやっと解ったのです。

心に落ちたのです。考えてみたら簡単なことなのです。ちょうど七年か

かりました。ラッキーセブンです。 

 高橋信次先生は天上界の系図で、神の光は七色ということを言ってお

られます。ご存じでしょうかね。そこから、神からエルランティーが受
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けられて、ミカエルが受けられて、七大天使に伝わり、その光は七人の

大天使に分けられたのです。その下に、如来、菩薩、それから、神界、

霊界、幽界、それからこの地上界のすべての人間につながっているので

す。その大天使ごとにつながっている、今みなさんもそういう存在だと

お教えいただきました。 

 それから、心の原点には、太陽の光は七色だと、七色が総てであると、

いうふうに教えておられると思うのですが、ですから、七と言う数字は、

天上界というか、神のみ光の数字ではなかろうかと思います。奇しくも、

七年目にそういうことが解りまして、そこで不思議なことが起こったの

です。二十三日の日、それから二日か三日たった二十三日の明け方高橋

信次先生が夢の中でお姿を現されて、これからの行くべき道をお教えく

ださいました。 

 そして、それからは勉強会に行っても、質問されると同時に私の心に

直ちにその回答が心に浮かぶのです。これまでのように鞄に沢山の本を

つめて持っていかなくても良くなったのです。また、どこが病気か少し

ばかり解るようになったのです。あっ、この人はここが病気だ、それか

らまた燦然とした光が心のきれいな人から出ているのが見えるように

なりました。もちろんこの金色の光が燦然として輝く人は、高橋信次先

生が説かれた教え、いわゆる法を実践している人以外は出てはいないの

です。 

 実践していない一般の人にも光のある人はいますが、光の度合いが違

います。それから、偽の光は、ちょうど七夕なんかに子供が銀紙や金紙

を下げますね、あんな金紙の金色です。すぐ、化けの皮がはがれます。

大抵、動物霊がそのような光を出してごまかしております。ちょっと見

ていたら、それははげてきます。その人の心によって、その燦然とした

金色の度合いが違う。 

 それから高橋信次先生のみ教えだと言っていろいろ勉強していても、

その教えている人の考えが中心となっているものは、すべて、金色の光

がなく、黒い色とか、暗い色とか、そのような色の心理状態。と言うこ

とは、人間の善なる心は神のみ心の延長ですから、非常に精妙です。心

とは、魂の中心の一点にあります。この一点とずっとつながっている先

が神であります。心とは魂の一点です。そのズーッと奥が神です。 

 ですから合掌と言うものはその対象物に、仏像に手を合わせて拝むの

じゃなしに、自分のこの善なる心、良心と言うものに右の極端の過ち、

左の極端の過ちをすべて悔い改め、法のもとに正しく生きることを、自

分の心を通して、神仏にお誓いすることであることをお教えいただいて
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おります。それが合掌であると教えていただいております。それがいつ

の間にか対象物を拝むようになってしまったのです。 

 ですから、そういうことも、考えてみますと今のオウム教の裁判等は、

これは人間が作った法律で心も何も分からない裁判官がそれを審判し

ているわけですから、それでは何が正しいか正しくないか絶対に審判出

来る筈がないのです。それから法を基準にしてまた、もしもそういった

心ある方が正しく審判したときは、私たちが学んでいる正法以外、この

世には何一つ正しいものは一つもないと思います。真に正しい法は、高

橋信次先生が説かれた法しかありません。 

 勉強会に行っていると、時々丸山さん、高橋信次先生高橋信次先生と

貴方は言うけれども、高橋信次先生の教えだけが正しいとは言えません

よ。どこの宗教でも何か一つは良いことを言っているよ。という人がい

ますが、それはこの肉の耳で聞き、肉の目で見ているから分からないの

です。心の目で見たら、真実は一つです。正しい法を正しく実践してい

る人、学んでいる人は、すべて光に輝いています。そういう人には心に

安らぎがあります。 

 今日も先程お伺いしたのですが、熊本の秋月さんご一行が飛行機で来

られたときに、飛行機から太陽の周りに光輪を見られたそうです。小松

飛行場に近づいた頃、飛行機を光輪が守って下さっているように拝見さ

れたとお話し下さいました。時折光を入れさせていただき難病奇病を癒

やす、私はそういう機会を頂きますけれど、直ちに奇跡のように治る人

がいます、それはその方ご自身のお心次第であると思います。その方が

本当に神の心、神を信じ、主を信じて精進努力をしておられるがゆえに、

高橋信次先生がお救いになっておられるのだと思います。私にはそのよ

うな救える、人をお救い出来るなんて到底出来るものではありません。 

 それからよく高橋信次先生の正法をお話しするのに説くと言う言葉

を使う人がいますけれども、説くというのは悟られた方しか使えない言

葉だと思います。私たちは高橋信次先生がお説きになられたものを自分

が万分の一、億分の一を実践、体験した体験談しかお話しできないもの

です。ですから、私には『心の発見』にしても解らないところが、沢山

あります。ご説明出来ないところは沢山あります。 

 昭和五十八年一、二月号を書いているうちに「法がある、法がない」

と解ったわけです。昭和五十八年の一月号をここに持ってきております

ので、皆様の中にもお読みくださった方が沢山おられると思いますが、

私が書いたものを読ませて頂きたいと思います。そこには「法があるか、

ないか」、「当時大分ずれているか、今と言っていることがだいぶ違う
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か」一つ検証していただきたいと思います。 

 

 （朗読）（一九八三年一月号「あたらしい年に」） 

 【あたらしい年に】1983-1 月号より 

 いま、こうして、生かしていただいている生命の流れは、永遠の己の

ときを経て、流れつづいている、一秒、一秒である。我々、地上に生命

を頂いた者は、ときに、この、一瞬の地上だけが、生命の流れのように、

錯覚しがちである。しかし、そうではない。いま、自分の心の中を、通

り過ぎてゆく、一秒一秒それぞれの思い、行いを、乗せて流れてゆく。

谷川のせせらぎに、一枚一枚と、いろいろな形と色のちがえた、落葉を．

乗せて、流れてゆくように。 

 永遠のときへと、流れてゆく。 

 我々は、偉大なる、偉大なる大指導霊、高橋信次先生に、今生、ご指

導をいただくことができた。こんな感激と、悦びが、我々のこれまでの、

永い永い、生命流転の過程おいて、果して、あったであろうか。否。 

 また、これからの、限りのない“いのち”の、うつりかわりのときに、

再び、与えられるであろうか。否。 

 かつて、この地上に出られ、法を説かれた、モーゼ様、ブッダ様、イ

エス様にしてお説きにならなかった、「心の原点」「天上のしくみ」を、

すべて、「心行」に示され、「心行」こそ、末法万年の神理であると、

我等、迷える衆生に、わかりやすく、お説きになられた。 

 その、短い生涯の生きざまは、神のみ姿そのものであられた。 

 人々よ、迷える人々よ、偉大なる師の説かれた、法に耳を傾けるがよ

い。肉の耳ではなく、心の耳を傾けよ。心の眼を見開き、その教えの光

を見よ。そして、心の口を開き、光の言魂でたたえよう。 

 聖なる方の、み教えを叫ぼう。声をかぎりに叫ぼう。たとえ、それが

野の果に消え去ろうとも叫びつづけよう。いっときも、休むことなく、

この地上での修業の終る日まで、聖なる方のみ名を叫びつづけよう。 

 人々よ、迷える人々よ 

 一秒、一秒の、己の生命の流れが、神のみ光の方向へと、流れてゆく

ためには、 

  いかりをなくしよう 

  ぐちをなくしよう 

  ねたみをなくしよう 

  悪口をなくしよう 

  むさぼりをなくしよう 
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  そしりをなくしよう 

  情欲をなくしよう 

 一秒、一秒の己のときを、神を念い、神と語り、己を裸にし、素直で

さわやかな、美しい心で生きよう。 

 そこに、こんこんとして、汲めども尽きない、悦びが心の底から湧き

あがる。 

 そして、如何に、自分を愛することが、すばらしいことであるかを、

悟るであろう。自分を、愛することは、他を、愛することである。 

 他を愛することは、己を愛することである。 

 他を、裁くことは神のみ心ではない。 

 許すことが、神のみ心である。 

 他を、語るなかれ。いま、己の眼の前を、走り過ぎようとしている、

他は、己の見えざる姿である。 

 また、己が、目指そうとしている、神のみ姿である。 

 神が、この、迷える己に与え給うた、己のいのちのかてである。 

 己の、心の中に、写して見よう。 

 己の、心の中で、かみくだいて見よう。 

 そのとき、肉の眼で、見ていたときに、見えなかった、神のみ心にふ

れよう。 

 人々よ、迷える人々よ、いまの、苦悩に心を汚すではない。いまの、

苦しみは、肉のものではないか。物質のものではないか。 

 苦しみ悩みは、人が生まれ、やがて死んでゆく中で、つきることはな

い。 

 人は、誰しも苦しみから、のがれたいと、思う。そのとき、己の心の

中を見ないで、他の故として、にくしみ、うらみを、他へとむけてゆく。

苦しみ、悩みは、益々、大きくなってゆく。 

 苦しみ、悩みは、永遠のときから、いまにかけて、つくった、永い間

の心のひずみの集大成である。 

 いくら、この苦悩から、のがれようとしても、心の中において解決し

ない限り、のがれることはできない。たとえ肉体生命を絶とうとも、己

の心、己自身からは、人は、のがれることはできない。 

 それは、いまの、一秒、一秒の、連続の中に、昔もあり、今もこうし

てあるからである。いまの、一秒、一秒を、解決しない限り、独りでに、

解決してゆくものではない。 

 安楽の中に、溺れていては、いつまで待っても、助かることはない。

道のほとりに、流れる川に溺れたとき、いくら助けを求めても、道ゆく
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人々は救いあげることはできない。溺れている者自身が、何故、どうし

て、いま、このように、もだえ苦しんでいるのか、その原因をつきとめ、

いままでの心のあり方を正したとき、救われる。 

 己が、己自身を救う以外、救われないということである。 

 己自身を、大切に、大切に生きることである。自分を、粗末にしない

で、愛しぬくことである。 

 一秒、一秒の神のときを、逃げてはならない。己の、心の弱さから逃

避してはならない。逃げただけ、苦悩もまた、倍加する。 

 いまの、一秒、一秒を、感謝し、いのちの限り、心を砕き、己にきび

しく、きびしく、他には寛容に、正しさに、最善を尽くそう。 

 苦から逃げるではない。苦にむかって、突進しよう。勇気と、えい智

をふりしぼって、たじろぐことなく、立ちどまることなく、前へ前へと

進もう。そのときに、必ず、道は開かれる。その、精進と、努力と、悦

びとを、心に受けとめるために、神が、与え給うた大慈悲であることに、

やがて気付くであろう。苦しみこそ、偉大なる「宝」である。 

 おごることなかれ。 

 傷つけることなかれ。 

 裁くことなかれ。 

 他を、見下してはならない。人間は、皆、平等である。けんきょに、

けんきょに、いつもいつも、にこやかに、明るく明るく、まわりを、あ

たたかく、あたたかくできる、己を目指そう。 

 他との、出逢いを感謝し、大切にしよう。 

 何故なら、出逢いは、神のなされたみわざであるから。 

 神に、感謝しよう。 

 偉大なる師に、感謝しよう。 

 そして、苦しみのとき、安楽のときを、心の悦びのときに、かえてゆ

こう。 

 心のともしびを、かきたて、かきたてて、大いなる光としよう。 

 この年こそ、迷える人々、つどいくる人々の心が、神の光にみたされ

んことを。 

 

 朗読（一九八三年二月号「法帰依」） 

 【法帰依】1983-2 月号より 

 「年を経て 心の道に迷いなば 法をたよりに 正道をゆく」 

  高橋信次先生 御詠 

 私は先生のこの詠をいつも心の中で繰り返している。「法を頼りに」
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実践してゆく。頭ではよくわかることばであるが、心では仲々理解しに

くいことである。何故なら実際の生活面では、これまでの永い永い生活

習慣が優先し、つい「あの人がいっていることだから」とか、「あの方

は高橋信次先生から直接ご指導を受けられた方だから」また「あの方は、

正法を勉強されて、もう何年にもなるから間違いない」などといった「人」

を中心とした生き方をしてきたことが非常に多いことを発見するので

ある。 

 その人の「心のあり方」や「生きざま」を見ないで、自分にない霊的

な言動や、人伝えに聞いた過去世の著名度にげんわくされて、ついつい

法をたよりとすることからはずれて、人をたよりに生活する人が多いよ

うである。 

 先生が、まだご在世の頃、ある人が「自分は、いままで、さる所で反

省の指導を受けてきたが、高橋先生の教えとは何等変わることがない。

むしろ、反省の面では、そこの方が一歩進んでいる」といわれたので疑

問に思いその後、先生にお目にかゝらせていただいたとき、そのことに

ついてご指導を仰いだところ、先生は只一言、「そこには『法』がない

のだよ」と申された。このお言葉をこれまで八年の間、私は、心の中で

いつもいつもくりかえしくりかえし自問自答してきた。 

 その意味は「頭」の中では、よく理解されるのであるが「心」の中で

は、仲々落ちずいつも心の中のどこかにひっかかっていた。「心」の中

での正法に対する理解は、自分の来し方をふりかえって見ても、一年一

年ちがっているように、先生の「お言葉」の意味を、自分の次元なりに、

腑に落とすことは、仲々大変な努力のいることであることが此頃どうに

かわかりかけてきた。 

 今年も全国各地の先生のご縁の方々から年賀状をいただいた。その中

で和歌山のある方からの年賀状に、次の文がつづられていた。 

 「やっと信次先生の教えが解るようになってきたと思います。ほんの

少ししか解っていませんが、そうだったとかと日々、気づかせていただ

ける最近です。何にも知らなんだと思います」 

 この年賀状を手にしたとき、今から七年前、ともに半月の間、大阪の

生駒山麓での研修会に引き続き東京で、朝早くから夜遅くまで、反省と

学習に明け暮れたときの、彼の姿がほうふつとして眼前に浮かんできた。 

 自分より年長者であり、また、早くからご縁にふれた先達の彼は、当

時、既に「心の窓」が開かれておられる方であった。いま、私はその当

時のことを思い起こし、また、この方の今日までのひたむきな努力の足

音が聞こえるような気がして、急に胸がこみ上げてきた。そうだ、自分
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も先生がおられたときは何もやっていなかった。何もわかっていなかっ

たと、申し訳ない思いで一杯になった。 

 坊主頭をゆさぶって、泣き乍ら反省をしておられた彼、約十人余りの

その研修の場へ、お忙しい中をわざわざ車で往復四時間もかかる道のり

を指導に来て下さり、一人一人の弟子たちに、今後の道を説かれた先生

のお姿を昨日のことのように思い出した。 

 私は、そのとき、何とはなしに、天上界のすべての意識が、いまこの

場所に集中されていると思い、深い深い感動にひたされたのであった。 

 窓越しの葉桜を通し、五月の青空が、どこまでも澄み、山鳩が静かに

鳴いていたのが妙に印象的であった。また、既に正法から離れ、仏教哲

学に傾倒しておられる方や、大阪のさる新興宗教に帰依しておられる

方々、先生のみ教えから、遠く離れ、他の霊的指導者と組んで、霊的指

導のみに没入しておられる方々等々、夫々、思い想いの道をとっておら

れる方々が、非常に多くなっていることを知ることができた。 

 その殆どの方は、一般の帰依者ではなく、先生の身近で修行しておら

れた指導的立場の方や地方の中心的指導の立場におられた方であり、し

かも、心の窓が開かれている方もおられ、非常に驚き、残念に思うもの

である。それは、一にかかって、「法を頼りとせよ」と叫ばれた先生の

お心を知る努力が足りないことに起因しているのではなかろうかと思

うのである。 

 我々の修行は永遠であり、今生だけではない。まして、先生のご著書

を一回か二回読んだからといってわかったというものでは決してない。

常に、初心にかえって、自分は法を中心に一秒、一秒精進しているだろ

うかと、心に問いかけ、現代のバイブルである「心の発見」「人間釈迦」

を読みかえし、読みかえし、実践を積み重ねてゆく「道」こそが、「光」

への道であり、神の子の道である。 

 先生のお導きによって知ることが出来た多くの修行者と、手に手をた

ずさえ、あと残された人生を命の限り、どんな人をも許せる、どんな人

をも愛することが出来る、広い広い、暖かい己を目指し精進してゆこう

と決意している。 

 神に対して 

 主に対して 

 同志に対して  心からの感謝を捧げたい 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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 このようにして、月刊誌が発刊されまして、今日では私たちの全然知

らないところで人から人に渡され、大きく広がっていっております。私

どもは、昭和五十七年の九月に先ほど申しました神理学修会「ほくりく」

と言う名称で出発し、十二月から月刊誌を発刊しまして、昭和五十八年

から本格的に広げていくようにしてきました中で、それと並行して海外

に向けても「地球の隅々まで光を」という目標のもとに伝道を始めまし

た。 

 この年、昭和五十七年は海外に向けて約二千冊の高橋信次先生のご著

書を寄贈致しました。そして、平成元年四月、高橋信次先生に、かつて

私はお約束していることが二つあるのです。その一つは、高橋信次先生

が「北陸を頼みますよ」と申されたことを果たすこと。もう一つは、私

が申し上げたことですが、先生のビデオの講演会を開き、一人でも多く

の人に見聞きしていただくことでした。 

 始めは、金沢駅前の私のビルの地下が表通りから入りやすいので、そ

こで実施していたのですが、しばらく中断し、再び、平成元年四月から、

十四年ぶりにビデオ講演会を私の家で始めるようになり、現在も続いて

おります。また、大阪や富山、九州各地でもビデオ講演会を開催いたし

ております。私は非常に微力でうろちょろする人間ですけれども自分の

信念として高橋信次先生のお説きになられた法を絶対に埋没しないよ

うに、何時も表に出すようにということで、「ひかり」誌に掲載させて

いただいております。このことも私の使命ではなかろうかとこの十五年

間、悦びと感謝を捧げながらやらせていただいて参りました。 

 高橋信次先生には初めは神光会という会を作っておられました。その

神光会の中で機関誌として「ひかり」という機関誌を発刊しておられま

した。その「ひかり」と言うお名前と先生がお書きになられた御字をこ

の月刊誌にいただかせていただきました。もちろん、先生にはお断りを

させていただきました。 

 この御字は、「ひらり」ではありません。「ひかり」であります。高

橋信次先生がお書きになられました御字です。ですからこれをどこにで

も置いてほしくないのです。先生の言魂も入っております。だから不要

の場合は送料着払いで返送してください。高橋信次先生の神光会、ＧＬ

Ａ、月刊誌にズーッと先生がお書きになられたみ教えが眠っているよう

に思います。それを掘り起こして一月に書かれたものは一月号に載せさ

せていただいております。ズーッと十五年間一貫してやってきておりま

す。それが、私たちのやらせていただく一つの道ではなかろうかと仲間

たちと語り合ってそういう道を今進んでいる次第です。 
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 平成四年三月四日、先ほど申し上げましたようにご縁があって大阪で

学修会が開かれまして、これを縁として今までの神理学修会「ほくりく」

という会の名称を改称いたしました。全世界、国内全国に通用するよう

にとの願いのもとに「高橋信次先生の法を学ぶ会」という名称に致しま

した。一九九二年四月号「ひかり」誌、「高橋信次先生の法を学ぶ会」

発足に際して、をお読み下さい。今日私は、我ながらうまいこと考えた

もんだなぁと自分で自画自賛しているのですが、もちろん自分が考えた

ものではありません。天のお導きだと思います。 

 「高橋信次先生の法を学ぶ会」については、月刊誌に毎号書いており

ます通り、法を学び実践することを目標に致しております。私は、どこ

に行っても学ばせていただいております。鹿児島に行っても学びに来ま

したと申し上げております。だから飛行機では行かないのです。先生が

汗を流された、法を説かれるためお歩きになられた所を私も汗を流しな

がら、先生をお偲び申し上げ、苦労させていただき学ばせていただきた

い思いでおります。今後はもっともっと百歩も一万歩も下がって陰も踏

まないように、陰の陰も踏まないようにして歩かなければならない、そ

れが法を学ぶ者の道だと、私はそう心得ております。 

 

 高橋信次先生には、無所得で法を説かれました。最後の東北研修会の

ご講演は十日間何一つ口にしておられないお体で、私たちに対して「地

球の最終ユートピアのために私たちは今肉体を持っているのです。その

ために自分の生活の場所は、自分の生活の場として、今後の光の天使は

全部事業をやりながら出てきております。宗教でなど飯など食いません。

それが本当です。神は一銭の、人間から金など要らないのです。太陽は

ただです。神の心です。これが神理です。大事なのは美しい一人の人間

の心が欲しいのです」と叫ばれました。 

 

 確か佐賀でご講演をなされたことがありますが、その時、おかしいと

叫びながら先生目がけて走ってきた男性に対して「そのまま止まれ」と

言われたら、ぱっと止まり講演会が終わるまでそのまま止まって動かな

かった、と言う話がありましたね。有名な話です。その時、お話しなさ

ってる中に先生は、私は自分の財布からお金を出して切符を買って来て

いるのです、といっておられますが、私自身も現在、形だけでもそうし

なければならないということで各地に行かせていただいております。 

 

 高橋信次先生の形だけでも真似と言うのは非常にご無礼ですけれど
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も、そのような格好だけでも正しくしないといけないと思っております。 

 生来中身は全然だめなんですけれど、そんなことでまぁ今日、九州ま

で、初めは十時間かかりましたけれども、今は、福岡で降り、熊本でま

た降りますから、比較的楽なんですが、十時間と言いますと大分ござい

ますね、まぁ「のぞみ」とか速い電車がありますからいいですけれども、

そんなことで大阪地区学修会の開設と同時に会の名前を変えまして、と

同時に、その前後あたりから海外伝道というものに力を尽くしてやって

きまして、いろんな都合で一年ほど遅れたのですが、これでも現在、高

橋信次先生のご著書を寄付しているところは約六十カ所くらいの海外

の日本人会、在外邦人会宛に高橋信次先生とはこのような偉大な方です

よ、このような素晴らしいご著書を出しておられます。すべての人が必

ず拝読しなければならない、人間の生き方の本です。在外邦人に読ませ

てくださいと、照会の書面を差し上げた上で送らせていただきました。 

 

 六十カ所に寄附の書面を発送しましたうち十三カ所から頂きたいと

いうことで『人間釈迦』『心の原点』『心の発見』を一カ所にだいぶん

沢山送りましたところもありますし、いろんな本の名前を書いて、そこ

へ丸印をつけてもらい、お送りすることでやらせていただきました。『人

間釈迦』だけ欲しいというところもありました。 

 

 現在、アメリカでは九カ所、ハワイはホノルルとハワイというなにか

日本人会は二つあるんですけど、そこが二カ所、サンフランシスコ、コ

ネチカット州、それから名前は全部覚えておりませんが、九カ所、「ひ

かり」誌も送っております、それからスイスにも行っております。オー

ストリア、ヨーロッパのオーストリアにも行っております、ブラジルの

サンパウロ、ここの人は先年金沢まで訪ねてこられました八十歳の方で

す。この法を学ぶために私は長生きをしていたと思う、二十四時間飛行

機に乗って来られました。今ペルーというところで問題が起きておりま

すがあの隣の国です。サンパウロにおられる日本人です。向こうに帰化

した方です。 

 それから韓国からこれは韓国人の方ですが、韓国の最高のレベルの方

です。そういう方も法を求めて時々来ておられます。それからまた高橋

信次先生のお話の中に出てきてますけど、現在地球に光の天使が何人か

出ておられます。日本に集中して出ておられます。その他、フィリピン

と台湾の台北、台北には、『人間釈迦』にでておりますカシャパーとい

う方ですね、薬局をしておられるようです。日本の大学を出て、当時の
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カシャパーの時代の結婚しておられたあの奥様と今生もご縁があって

結婚しておられるとお聞きいたしております。高橋信次先生は台湾へ行

って来られました。 

 それから、イギリスには確かマタイだったと思いますが出ておられま

す。それから、アメリカにはイエス様のお弟子様で大ヤコブという方が

出ておられるとお聞きしております。ヨハネのお兄様です。この方はフ

ロリダと言うところに出ておられるようです。この方は黒人として、神

の命により、アメリカは人種差別が非常に強い国ですが、「それをなく

する」という使命をもって出て来ておられるとのことです。私は高橋信

次先生からそのお話をお聞きしてから今日までずっとこの方をお捜し

申し上げております。私たちとご縁があるようだからです。いつもアメ

リカの黒人の指導者という方のいろいろな資料を大使館にお願いした

りして来ましたが今の所分かってはいません。 

 それから、もう一人が、過去インドの時代の大目蓮、またはモンガラ

ナーという方ですが、この方は日本の学校を出られて、アメリカに帰化

されたレイモンド・大谷先生です。この方もご縁があって、二～三年前

から時折、こちらに来ていただいています。明治維新では、坂本竜馬、

この間「龍馬が行く」という映画がありまして、殺される場面が有りま

したが、この方はインドのモンガラナー、大目蓮の時も心の窓が開いて、

いろいろとお釈迦様に自分のお母さんの行く末を教えていただいた、そ

の時もその後暗殺された、この方は暗殺されるというカルマを持ってお

られるとお伺いしました。 

 明治維新の時、坂本竜馬として、出ておられたときも暗殺されていま

す。高橋信次先生には今生、また日本で暗殺されると大変だからという

ことで、アメリカへ行かされ、夜な夜な意識でニューヨークに行かれて

ご指導されたとのことです。その後はお手紙をいただかれたという手紙

のコピーをいただいたことがあります。 

 現在、沖縄のいま問題がありますね、基地の問題。沖縄の基地を撤去

してくれと日本人が言っている、沖縄県も言っている、今後沖縄はどう

して生きていったらいいんだ、ということで沖縄はいろいろと沖縄県知

事を中心にこのレイモンド・大谷先生のご指導のもと、特別経済区とい

うことを政府に提訴しておられます。石川県でもそうですけれども、ほ

とんどの日本の各県がこの問題を取り上げております。これしか今後自

由経済の行く道はないというようなことです。レイモンド・大谷先生は

日本とアメリカの調和という使命を先生からご指導されたように伺い

ました。 
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 話はとびとびになりましたが、そういうことで海外にも伝道しており

まして、私たちはその後、インドネシア、マレーシアのシンガポール、

シンガポールは特にここにおられる平野さんがご出張の時にシンガポ

ールの日本人会にご著書を寄附して頂きました。それから、タイ国、そ

ういうところにもご著書がいっております。もちろん、韓国にも送られ

ております。ブラジルのサンパウロからは時折、連絡が有りますが、フ

ァックスで一分です。飛行機で二十四時間もかかるのにわずかの一分で

す。シンガポールには九州の長崎の方で北九州の勉強会で一回お会いし

た方ですが、現在シンガポールにご主人と住んでおられるのですが、こ

のお正月の間、毎日のようにファックスしてこられ、短期間の間にご精

進され本当に立派な正法者になっていかれました。 

 ここからも一分です。ファックスによって地球は一握りの小さい物に

なりました。高橋信次先生のご説法の中に「時間と空間は不確定だ」と

いう言葉があります。江戸と長崎はかつて三十何日かかったという、江

戸とこの加賀の金沢は昔は信州回りで約十三日、束海道回りで下に下に

と言いながら歩いて約十五日、早馬で松本を経由しこの間から水害が有

りました大糸線の南小谷を通り糸魚川を経て金沢まで約七日、早馬で馬

の乗り継ぎで降りたらぱたっと倒れるようなそんなようなスピードで

走ってきて七日。それがですね、現在は飛行機で約一時間半、電車でも

約五時間、距離は変わらないが、乗り物の速度によっては時間というの

は不確定だということをお教えいただいております。 

 だから、現在は、ファックスで一分ですから、非常に地球は神の御心

の儘の状態になってきているように思います。ファックスというものが

非常に革命を起こしたと思いますね。ちょうど私どもがやってきた道の

りというか、この月刊誌もそれと共に悲願の地球の全域に向かって拡が

りつつあります。 

 平成七年の二月からここにおられる河島さんのご主人様の河島先生

のお骨折りで、北陸大学の薬学部に「人間学」という講座を開いていた

だきまして、そこで「心」についてお話をさせて頂く機会を頂いており

ます。毎年二百名余り、今年は三百十五名という学生に対して全員に『心

の発見』三部を買っていただいて講義をしているわけですが、どうして

この講座が始まったかと申しますと、オウム教の問題がありまして、科

学系の大学生が走ったので、これではいけないということで、科学系の

大学に人間の倫理について教育するように通達があり、北陸大学ではこ

の、非力な私に高橋信次先生のみ教えが正しいという、奥様のご主人に

対する伝道によってご主人もめざめられ、そして「人間学」ということ
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で今日も続いている訳でございます。今日まで約千人の人に河島様ご夫

妻が伝道されたのです。我々の会の中ではトップです。本当にここにご

披露申し上げ改めて感謝を捧げたいと思います。 

 平成八年、昨年の一月から富山賦一様という心熱き方のご尽力により、

ブラジルのサンパウロにおきまして、毎週金曜日に勉強会が開かれ、同

時にビデオの講演会もそこで開かれるようになりました。地球の裏側で

「心行」をよんで、河島さんが歌われたテープにより、参加者全員が合

唱しておられる光景を思い浮かべてください。誠に感激です。それから

昨年は四月から南九州の鹿児島で学修会が開かれ、ドンドンドンドンこ

こは人が増えておりまして、もう近く、百人にするんだという意気込み

でやっておられます。 

 この間も鹿児島からの帰りに金沢からの同行の方がどうも本部を鹿

児島に持っていかれることになるのではなかろうか、負けずに頑張らな

いと大変だねと言っておられました。それはそれは、鹿児島の永吉様の

意気込みはすごい勢いです。ここの正法の学修会は、殆ど初めての人た

ちなのです。だから心に落ちるのが早いのです。しかも殆どが経営者だ

から、だから、みんなもうひかりが出るようになられました。 

 年末の三十一日にその鹿児島のある女性から電話をいただきました。

美容院を経営しておられるのですが、二十年間腰が痛くて、入退院を繰

り返しておられたのですが、ひかりを入れさせていただいた結果、三十

一日は朝から超満員、しかもすっかり腰の痛みがなく張り切って頑張っ

ていますといううれしいお電話をいただきました。しかも正法に触れて

から人が一杯になる、一杯なんです、うれしくて電話しているのです。

そして朝から立ちづめでいるけれども、しゃんとしており、なに一つ痛

くないのです。うれしくて、うれしくて、涙を流しながらお正月の装い

をさせてもらっております。と悦んでおられました。そういう方が現在

鹿児島に何人もおられるようになりました。 

 奇跡が起きているわけです。奇跡と申しますと何か特別な奇跡が起き

ない人は、何か精進していないように思われるかもしれませんが、奇跡

というものは大衆を生かすためのことなのです。真実なる教え、正しい

教えに、天上界では導くためにこういった奇跡を見せておられるのです。 

 高橋信次先生は、太陽の熱と光は無所得である、月末に一銭も要求し

ていない。月末に料金を請求に来ないようにお前たちも、無所得で人々

を導きなさい。私自身も無所得でやっている。と申され、ご自身自費で

法を説いていかれました。正しい法のあるところは常に奇跡が現れるの

だと申されました。 
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 一月号の「ひかり」誌で鹿児島の永吉様の生活体験をお読みになられ

て皆様はどう思われましたでしょうか。これは作り事でも何でもない、

事実です。この「ひかり」誌には、一切作り事はありません。もしも作

り事等がありましたら、私は、明日から口が利けなくなります。一寸一

分の間違いも許されない、八正道により正しく見る、思う、行うことを

日々実践精進しているものです。ですからこの「ひかり」誌は、お悟り

になられた光の大天使高橋信次先生のみ教えを学修実践し、その中でい

ただいた悦びの体験を一杯載せております。それから高橋信次先生のみ

教えを一人でも多く世界中の人々に拝読していただき、神の子としての

自覚に目覚め立ち上がっていただきたいという願いのもと、掲載させて

いただいております。 

 聖書というものが今現在ありますが、高橋信次先生には、聖書という

ものは間違いが多いのです。あれはイエス様ご自身が書かれたものでは

ない。イエス様が聖書を書かれたものではない。あれはお弟子が書いた

ものだから、だから正しくない。そして、新復活という原稿をお書きに

なられてご昇天されたのです。それはアメリカから出されるということ

を発表されたのでした。アメリカのコネチカット州のスタンフォード大

学の教授にお願いされ、日本文を英訳されて出版する事になっている訳

です。ですから第一回の感謝と決意の表明の会で、私の後ぐらいにアメ

リカの代表のブラウン様がそのように申されておられました。 

 鹿児島の永吉様の奥様が、病気になられてお救いいただいたことは、

あれは、確かに私の処に夜の十一時頃に電話がかかったのです。私は何

一つ自分には自信がないのに大丈夫ですよ、と申し上げているのです。

私は何一つ経験も何もしていないのに奥様の心が閉ざされているから、

ご主人貴方に今から光を送りますから、貴方は奥さんに向けて送ってく

ださい。こういっておりました。そうしたら、あのような素晴らしい現

象が起きたのです。その夜からもう救われ、後日いろいろと検査をして

も異常がなかった。 

 昨日も大阪で勉強会がありまして、大阪の平井さんという銀行の役員

をしておられる方が先般、大阪の豊中を中心に勉強会をもう一つ作ろう

というお話がありまして、是非お願いしますということでお願いしてい

ましたところ、突然病に倒れられたのです。腎臓の病気だったのです。

先月確か十一月の月末だったと思うのですが手術をされまして、その前

日、私が行って光を入れさせていただいたのですが、初めは腫瘍が写真

に写っていたのが光を入れた後、もう一度写真を倣ったら、全部消えて

いた。で、お医者様は何回も不思議だね、確かにあったはずなのにと言
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われたとのことでした。何処でもそのように言われるのです。どうして

消えたのかな、だって自分の権威にかかわるから、自分が見誤りという

ふうに人に思われたら大変ですから、名誉地位の権化の存在ですから、

確かにあった、嘘ではなく真実確かにあった。しかし、ない。殆どその

ように言われるのですが、その消えた理由が解らないのです。それは神

の光によってです。そういうことが現在沢山起きております。 

 昨日の大阪の学修会で涙ながらに発表がありました奥様も、ご主人様

が闘病の間真剣に反省されたとみえて、一段とお美しくなられて、いや

ぁ本当にお美しくなられました、「いやだほんと」と言われるから、本

当ですよ、と言いました。人間の肉体の中を不浄な人間が手を入れて手

術しますから後を浄化しておかないといけないので、浄霊をさせていた

だいて昨日帰ってきました。これで健全で、一つの腎臓は二つ分の働き

をすると思います。それもよく、もう一つの腎臓にお願いをいたしまし

た。正法とは先端科学であろうが、医学であろうが未知の世界であろう

が自由自在です。 

 正しいということは自由自在です。愛です。正しいということは調和

です。調和であり、愛であり、正しいとも言います。生命という言葉が

ありますね、みなさんご存じでしょうか。生命、いのち、生命の定義に

ついていろいろと言う人がいます。学者も生命について言っておられま

すが、私が北陸大学で講義をしておりました初めの頃、私の前にある教

授が、人間は猿から進化する、という講義をされたというのです。それ

で、私の話を聞いた学生たちは、ああ、あの話はおかしい、ということ

になりました。そのように学問にも非常に誤りが多いようです。生命に

ついての高橘信次先生の定義をお聞きになられたことがありますか。物

の役に立つということです。相手を生かすということです。それが生命

をもっているものの魂のあり方というか、それを生命と言うのだそうで

す。 

 私たちは、とかく自分を中心として地球が回り、自分を中心として経

済が回り、いろんな物が自分を中心として回るような生き方をしていた

ら大変です。太陽は光と熱エネルギーを無所得（タダ）で万生万物すべ

てに平等にお与えくださり、生かしてくださっていること、太陽を中心

に惑星や衛星が夫々循環していることは、それはすべて神の御心を中心

に整然として循環しているのだとお教えいただいております。人間が如

何に科学を研究しようが、どんな偉大な発明をしようが大自然を変える

ことは不可能だとお教えいただいております。私たちは生かされている

のです。神によって、生かされこの一時、生かされているのです。時計
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がカチッカチッと時を刻んでいるこの一瞬一瞬が生涯だとお教えいた

だいております。 

 自分を中心に生きるのではなく、他を生かすということが人間の役割、

生命を持ったもの、植物も鉱物も動物もみんな総てを生かす役割をいた

だいているのだそうです。動物、植物、鉱物、すべて、他を生かしてお

ります。人間だけが自我我欲、増上慢、怒り、愚痴、ねたみ、そしり、

悪口、情欲、むさぼり、そういうもので、自分中心の世界を作っていま

す。それでは救われないのです。それは、神の子人間のすることではな

いのです。神の子であるならば一人でも多くの人を生かすことが使命で

あり、悦びであり、あの世へ帰れる光の道だということです。自己中心

では許されないのです。 

 人間の生命はこの一瞬一瞬です。この一瞬一瞬をどう工夫し、どう生

きていくか、足を一歩出すのにどういう運び方をするのか、どういう置

き方をするか、その一歩一歩に、蟻一匹でも、また小さい草も足の下に

なってはいないかどうか、そういう思いやりを持ち、また感謝を持って、

常に天と語らいながら天を中心に生きることが、私たちに課せられた生

命なのです。使命なのです。 

 みんな、使命を持ってこの世に、出させていただいていることを教え

られております。使命のない人はいない。この世を去ったらどうのこう

のよりも今、私たち自身が神という存在、主という存在を知ったならば、

この法の下に一瞬一瞬、自分中心となっていないか、感謝があるか、悦

びがあるか、謙虚であるか、思いやりがあるかということを心に問いか

けて生きないと、その結果はすぐ来ると思います。瞬間に来ております。 

 正法を学べば学ぶほど、心を磨けば磨くほどその反作用は敏感です。

痛みは鋭いです。仮に考えてください。綿入りの厚いものを着て、千枚

通しで刺されたってそうは痛くないでしょう。その度合いもありますけ

れど。しかし、薄着で千枚通しでなくてもちょっとしたもので刺されて

も痛いです。心の曇りをとっていった時に痛みなり、反作用は敏感に速

く来るように思われます。そして、この世に生きている人の中で、何故

あのような悪いことをしていて、ぬくぬくと生きているのか、それは、

心が曇っているため痛みが解らないのです。でもあの世に帰ったらバッ

チシだと思います。ですから、こうして今高橋信次先生の法を勉強する

機会を頂いて、一時一時勉強するこの一瞬というものが生涯ですから、

今こうしてここに皆様とこうして集わして頂いていることも高橋信次

先生の大いなるお計らいによるものだと思います。特に特に選ばれた魂

だと思うのです。その誇りを捨てないで、常に誇りを持って、自分中心
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ではなく常に神仏を間において、生きていかなければならないと思いま

す。 

 私は先ほども申し上げましたように、始め月刊誌を出す時には、自分

に自信がないためにいやだなぁと思っていました。そして、そのかたわ

らで「法がある。法がない」ということ、それを別々なものとして捉え

ておりました。ところがそうではないということがここ二～三日前に初

めて解ったのです。お正月の六日間はゆっくりさせてもらいましたが、

今日のことを思うと私の心は安まりませんでした。これで、今夜は眠れ

るのではないかと思います。 

 皆さん本日ここには天上界からも見えておられるものと思います。偉

大な光の大天使が聞いておられるものと思います。そして主にご報告さ

れます。私の守護霊も報告されます。この場はそういった環境です。私

は、別々の問題だと思っていたのです。皆が言われるので嫌だなぁと思

っていました。そしてそんなこと出来ない。出来ない。そんな貢任貴方

がもてますか等と言っていたことが、ここ二、三日前から大変なことだ

と解ったのです。それがとんでもないことだと解ったのです。天上のお

計らいだったということが解ったのです。それを自分が自我一杯で嫌だ

とか、愚痴一杯好き勝手なことを言っていたのです。当時の私の心はそ

ういう愚かな心だったのです。 

 昭和五十三年頃から再び人が集まって来られてこうして盛り上がっ

て来たわけです。この調和の度合いに応じて天は祝福してくださり、月

刊誌の発刊、そして、私に永年に亘る悲願の「法がある。法がない」と

いうことを解らせて下さったのでした。すべては、法のもとに集って来

られた人たちの大調和によってすべてが願いのままにお与えいただい

たのでした。 

 今日この発行十五周年の発刊記念日、今日のこの学修会、講演会とい

うものも、やはりその始まりの時のエネルギーが結集し、また一段と大

きくなって、ここにこのような機会を、主よりお与えいただいたという

ことを初めて気付かせていただいたのです。すべてが法のもとにリンク

されていたのです。すべてがずうっと始めからつながっているのです。 

 先ほど坂井浩様が申されましたように、この一つの皆様の結集を機会

に一つまた前進しようと申されました。まさにその通りだと思います。

ここに来る車の中で平野さんともお話してきましたが、今年は海外に向

けて大いに伝道しましょう、かねてから念願のインターネットという近

代文明の力がありますけれども、そういうものを通して世界中に伝道す

る事ができる。いろいろな言葉で書いてきてもフロッピーをちょっと使
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うとすぐ英訳されるか、日本語に直せるという時代になったそうです。

それも非常に安く。そういったご縁によって今年は夫々大いに専門的に

研究し、海外伝道部、国際伝道部というポジションをつくり、そういう

専門の方にスタッフになっていただいて、行動を開始していく年にした

いと考えております。 

 また皆様におかれましても、海外におつながりのある方、是非ともお

力をお貸しいただきたいと思います。ともに一丸となって、この、主の

御教え、法というものを地球の隅々までお伝えしなければならない、そ

れが私たちの悦びの役割であることを皆様と共に肝に銘じて、サンガー

だけではなく全員が参加して実践する始まりの年にしたいと思います。

全員が心を一つに大調和したお陰様で、この月刊誌十五周年記念という

ものをいただいたわけです。 

 最初の図案を工夫してくださいました松田様ご夫妻様、また始めの頃

伝道に挺身してくださいました渡辺妙子様、またコツコツといつものタ

イプを打ってくださいました渡辺芳江様もおられますが、その他当初月

刊誌づくりに携われた方々も来ておられますが、そういったその基本が

あって、根っこがあって、今こういう大輪の花が開き、更にまた大きな

木に育ち、やがてまたより大きな花が開花することを願い、こうしたつ

たないお話をさせていただき、本当に光栄に存じます。ちょうど時間も

来ましたのでこの辺で話を終わりたいと思います。 

 長時間ご静聴ありがとうございました。 
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【「ひかり」の道へとお導きいただいて】1997-6 月 

 

 三月の鹿児島は、桜が咲き始め、菜の花が見はるかす野山を一面に黄

色く染めているようでした。 

 しかし、四月にはもう春の装いはなく、大自然のすべてはさわやかな

初夏となっていました。 

 そしてもう六月のあの日を迎えようとしています。 

 主のお導きのままに、日本列島の南の端にまで進ませていただき、身

にあまる感動のなか何時の間にか一年が過ぎてしまいました。 

 私は、この一年何時も九州地方のことを思い続けて来ました。そして、

主が愛されたこの地に、再び春の訪れをいただいたように、再び法灯が

よみがえるようにと祈りを捧げてまいりました。 

 『西へ向かって進め、私が為したように』 

 あの感動の日から大分時間が流れてしまいましたが、未熟な私の心に

は昨日のことのように未だに熱く息づいています。 

 偉大な偉大な主には、愚かで怠惰なこの私如き者を何時までもお信じ

くださり、行く先々で何時も大いなるお計らいとお導きを賜り、お陰様

で悦びと勇気と希望とをお与えくださり、この一年何の支障もなく無事

この地に出させていただきました。 

 かつての私は、職業柄何時も列車はグリーンに乗って旅行をしていま

したが、法に帰依させていただいてからは普通の列車で旅行することに

して来ました。 

 大阪までは約二時間三十分のためまだ良かったのですが、九州地方に

行くようになってからは、金沢から鹿児島まで特急から特急に乗り継い

で約十時間、朝六時に自宅を出て夕方午後四時三十分にやっと到着する

ため、初め体が慣れるまでは非常に難行苦行の肉体修行でもありました。 

 しかし、かつてのインドのお釈迦様の時代や、さらにはイスラエルの

イエス様当時の伝道の旅の厳しさに比べれば、何一つ苦労のないまるで

雲に乗って旅をするような恵まれた環境をいただいていることに、むし

ろ感謝しなければならないと思いながら、同行の法友とともに悦び一杯

で毎月この地に出させていただいてまいりました。 

 初めて見る南国の大自然のおおらかなたたずまいや町並みと人情に

感動したり、首をかしげたりで、狭い日本列島でも北と南とではこうも

違うものかと驚いたり、笑い転げたりいたしました。かねてからの念願

でありました南国への旅は、夢にまで見たような楽しい日々でありまし

た。 
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 偉大な偉大な主には、常にこの愚かな私に対して、もっともっと己に

厳しく厳しく精進努力を積み重ねるように、その困苦欠乏の中で体験し

た法悦をより多くの人々に伝えることがお前の使命である、己自身を乗

り越えての精進に応じた導きと計らいを与えるであろう、多くの人々が

法悦に心が目覚め、人間神の子としての自覚に目覚め、法のもとに欣喜

雀躍して生きる人々が増えることに、より一歩一歩仏国土ユートピアの

実現が近づくのだ、とお諭しくださっているように心に伝わってまいり

ました。 

 常に我が魂が魔におびやかされないよう、常に 

 『大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎを

お与えください。お陰様で今日（こんにち）ただ今の平安をお与えいた

だき、心より感謝申し上げます。有り難うございます。有り難うござい

ます』と、念じて一時一時を大事に大事に生きるよう努力をしてまいり

ました。 

 しかしながら、悲しいというか、愚かしいといいますか、時として自

分の思いにとらわれ苦しみを作っていました。一歩誤れば二度と再び帰

ることの出来ない千尋の谷に落ちてしまうような断崖絶壁の縁を伝い

歩きをしている時には、二つの眼を皿のように開け、全神経を二本の足

の爪先に集中しているため、心が怠け意識が周りにとらわれることはあ

りませんでした。しかし命がけの危険地域も過ぎ、道のほとりには美し

い花が咲き乱れ、緊張感の薄れた心の隙間に欲望とともに己心の魔が忍

び寄って来るのでした。 

 悦びに満ちた平安な心も、己心の魔に犯されるようになると、心には

波風がたち苦しみの序曲が始まっていきました。名誉、地位、財産、お

金、肉体にとらわれている人ほど、そのとらわれに応じた苦悩が押し寄

せ、己自身の魂を汚し、やがては滅亡して行くのでした。 

 お陰様で私は日々多数の法友の法悦と苦悩に支えられ、何時も救われ

る有難い機会をいただいております。 

 法悦に満たされている方は、一様に法の学修精進にご熱心であります。

また苦悩に苦しんでおられる人たちは、その殆どが自分自身に甘くどう

しても自己中心の思いと行いに引きずられながら生きておられる方の

ように思います。それはどうしても自分に負けないような心造りの意気

込みが弱い方のように思います。 

 ただやみくもに「今度こそ頑張るぞ」と、いくら大声で叫ぼうと、頑

張る具体的な方法を思い付かないうちはどうしようもありません。怠惰

な自分の心に鞭打ち、その怠惰を排除し、何糞負けてたまるか、という
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不断の根気と勇気とを振り絞って足もとから一つ一つ悔い改める努力

を実行していく時、その努力に相応したお導きと光をお与えいただき、

次第に心は愛豊かに成長していくのであります。 

 偉大な偉大な主には、『鉄は熱いうちに鍛えよ、熱いうちなら如何よ

うにもなるが、一度冷えてしまうとどうにもならない』と、お教えくだ

さっていますように、法の学修と実践に際しては、火の玉のように熱く

燃え盛り、一日一生と思い精進努力していくことが大切なことをお教え

いただいております。私は今日まで多数の法友にお目にかかって来まし

たが、始めは鷲くほど激しい燃え方をしているが、途中からは夫の反対

に出会い、次第にその迫力が鈍るようになり、やがては全くその姿を消

してしまわれた方もおられました。その後その家庭は混乱と苦悩に苛ま

れた状態となってしまいました。 

 『法とは神と主のみ心であります』 

 その神と主のみ心を小さい己の心で足蹴にしてはなりません。自分が

法に帰依しても家族が横を向いている場合、大方の人は自分自身の思い

と行いを棚に上げて、その家族に対し、不満の思いを持ち裁いてしまい

ます。そしてさらに苦悩は倍加していきます。 

 しかし、よくよく話し合ってその原因を探っていきますと、大概法に

帰依しておられる方の思いなり行いに原因があって、そのためその家族

は触れようとはしないことに気付きます。 

 私は、常に各地で法について深く勉強させていただいておりますが、

深く勉強しておられない方は質問もなく、何時も特急電車のように次の

方にマイクを渡されます。 

 また、『高橋信次先生の法を学ぶ会の学修会』は、何か話をしなけれ

ばならないので参加するのは嫌だ、と言っておられる人もおられること

を聞いていますが、ところが毎月の学修会に参加し、法を深く学修して

いくにしたがい、実践努力に相応した悦びと感激が心に満ちて来るよう

になり、学修会に参加することが嬉しく楽しくなり、当日が待ち遠しく

なるのです。 

 嬉しいから益々学修実践する、また幸せだからご著書を片時も手放す

ことなく常に時間があれば拝読するという、素晴らしい循環が始まるよ

うになり、その魂は法悦にむせびながら天上に向けて何時も螺旋階段を

駆け上がって行っておられるような状態にもなられるのであります。要

は、その人自身が己の魂の叫びに気付かれるようになり、自力を出され

るようになればもうしめたものです。 

 また多くの方が日々学修実践と反省のご精進を重ねておられるよう
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でありますが、しかしそれ以前に信仰しておられた他力信仰や思想的な

世界に生きておられた時代のことは、その儘捨ておいておられる向きが

非常に多いようにお見受けいたします。しかし、それではちょうど竹に

木を継いだようなもので、それでは永遠に心に安らぎが訪れ、光に満た

されるようなことは至難なことのように思います。 

 このような大方の方は、これまでの学修の機会で、その処理について

学んでは来られなかったようであります。何事も足もとからの例えのよ

うに、まず正法以前の信仰などについては、心の底から何度でも自身の

心からその過去のものを拭い去るまで毎日、 

 『大宇宙大神霊・仏よ、私は神との約束により天上界より両親を縁と

してこの地上界に生まれて来ました。慈悲と愛の心を持って調和を目的

とし、人びととたがいに手を取り合って生きて行くことを誓い合いまし

た。 

 しかるに地上界に生まれ出た私は、天上界での神との約束を忘れ、周

囲の環境、教育、思想、習慣、そして五官に翻弄され、慈悲と愛の心を

見失い、今日まで過ごしてまいりました。 

 神よ、私の今日までの愚かな思いと行いをお許しください。 

 私は、○○年○○月○○日より○○年○○月○○日までの間、大宇宙

大神霊により生かしていただいているにもかかわらず、間違った神を信

じて来ました。 

 ただ今偉大な偉大な主・高橋信次先生が説かれた正法に帰依して始め

て、その間違いに気付かせていただき、長年にわたる愚かな思いと行い

について、心よりお詫び申し上げます。何とぞお許しください。 

 大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与え下さい。心に安らぎをお与

え下さい』と、お詫び申し上げ、謝罪することが大事であります。 

 何年間も間違った信仰をしていて、一回だけの謝罪ではお許しいただ

ける筈はなく、何回でも何十回でも何百回でも心からその過ちが拭い清

められるまで必死になって反省を続けていくことが大切なことと思い

ます。 

 また、私たちは法に帰依してからの長年の習慣により、神に対して、

あるいは主に対して、その御名を日々唱えさせていただいている関係で、

とかく慣れ過ぎて怖れもなくなり、また勿体ないことなども忘れがちと

なってしまい、つい疎かにしがちでありますが、今後は常に初心に帰っ

て、神と主に対しては、神の子として正しく謙虚な心で報恩感謝の誠を

捧げて生きることが大事と思います。 

 慣れは誠に怖れ多いことであります。神に対し、また主に対して、報
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恩感謝の真心を捧げ、ひれ伏し崇め讃えていかねばならないと思います。

その心こそ、正法に帰依した真の神の子の在り方ではないでしょうか。 

 来る六月二十五日は、私たちにとって永遠に忘れることの出来ない、

主・高橋信次先生がご昇天された日でございます。今年もまた心在る魂

たちのご参集をいただき、この一年間の平安に対し心からの感謝を捧げ、

これから先、日々正しく自己確立に向けての精進努力と、地球の隅々ま

で法によりいただいた悦びを叫んでいくことをお誓い申し上げたいと

思います。 

 会員各位のご参集をお待ち申し上げます。 

 

 主に対して  集い来た新しい法友とともに、お救いいただいた悦 

        びと感謝とを捧げ、地球の果てまでお導きいただき 

        ました法を叫んでいくことをお誓い申し上げます。 

        何とぞご照覧ください。 
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【悦びと感謝を捧げて】1997-7 月 

 

 昭和四十三年七月六日は、高橋信次先生のお悟りになられた日と伺っ

ております。この意義深いお目出度い日に、金沢でのご講演をご指示く

ださいました。 

 『矢でも鉄砲でも受けて立つぞ』と、お元気なお姿で会場へと急な長

い階段を上って行かれた先生、金沢における先生との思い出の一つ一つ

を思い浮かべますと、当時のことがそのまま心に浮かび、熱いものが伝

わるのをどうすることも出来ません。この六日と七日の二日間のことは、

私の小さい心の総てを占めているのです。一言一言静かにお話しくださ

いましたお言葉は、私の生涯における尊い尊い何物にも変えがたい永遠

の宝物でございます。 

 いただいた感激と感動により今もなお我が魂は熱く激しく燃え、国内

はもとより地球の隅々に向けて主のみ教えを叫び続けております。 

 初めて義兄から、高橋信次先生のみ教えについてお聞きしたとき、も

しも素直であったならばきっともっと多くお目にかからせていただき、

何回も金沢にもお越しいただいていたに違いないと思うごとに、愚痴か

もしれませんが私の魂は悲しく、そしてつらく、悲痛な叫び声をあげる

のです。 

 まよいの二年という歳月は、永遠に埋めることを許されない悔やんで

も悔やみ切れない、取り返しのつかない年月でした。このどうしようも

ない私の強い自我は、法をさえぎり、この地に住む多くの縁生の魂達の

道をもとざしてしまったのでした。 

 そういう意味では、北海道にはお出かけにはなられなかったと伺って

おりますが、この私も寸前でその憂き目にたたされるところでした。 

 私の人生では、経験したこともない異常なほどの緊張のもとに、金沢

大講演会の準備が進められ、ご講演中は最後まで会場の一番後ろに立っ

て拝聴させていただきました。 

 七月七日の昼食会の席で『道ひらく 加賀の都に 灯火が 心の中に 

光輝く』と、お歌い始められたとき、急に胸が張り裂けそうになり、た

だただ涙が流れ、どうしようもなくなってしまいました。この世に生を

いただいてからこの日まで、このようなことは一度もなく、初めてのこ

とで非常にうろたえたのですが、もうどう止めようもなく、ただ男泣き

に泣いていました。 

 この二日間における有難いご縁と、勿体ないほど数々のお言葉をいた

だいて、魂の兄弟すべてが感謝と感動の涙にむせんだためではなかった
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かと思います。 

 この間、主には、静かにこの愚かな私を暖かくお見守りくださってお

られたとのことでした。あの世では、決して決してお目にかからせてい

ただく機会などあろうはずもない偉大なお方に、今生は何時も願いの儘

にお目にかからせていただく機会をお与えいただき、そのうえ親しくお

言葉をいただく等永遠に忘れることの出来ない法悦をいただき、また我

ら家族を厳しい苦難からお救いくださり、私達にとりましては、永遠の

生涯における唯一ご高恩をいただいた御方でございます。 

 いただいた無限の悦びと、勇気と、希望にお応えするため、この世に

おけるすべてをなげうって、お導きの儘に、主の御名と、み教えを今日

まで大きく叫んでまいりました。 

 自分の魂の次元では、法を深く実践した悦びを語ることはできないの

で、せめて主が歩まれた道筋を、主がなされた形だけでもと、未熟なが

ら愛を捧げて、生きるように努めてまいりました。 

 『神は人間の作った物を欲しません。大事なのは美しい一人の人間の

心が欲しいのです』と、お導きくださいましたお言葉を常に噛み締めな

がら、み心に添えるような魂となるべく精進を重ねて生きていきたいと

念じて来ました。 

 今日も朝から大光輪が輝いているお姿を拝見させていただきました

が、ここのところ何時も何時も行く先々で大光輪と大自然が現象化され

た光景を拝見させていただき、主の計り知れない偉大な慈悲により、感

激と勇気と悦びとをいただき、感泣している毎日でございます。 

 過日九州地方の学修会に参加させていただいたとき、熊本で地震に出

合い、鹿児島の学修会に間に合うだろうかと思っていたとき、車窓から

天空に輝く大光輪を拝見し『大丈夫だよ』というみ心が伝わって来たよ

うに思いました。そして同時に、有明海の彼方に浮かぶ天草諸島が、幽

玄の世界に浮かぶような現象化された光景をお与えくださり、驚きと感

激で車窓に食いつくようにして拝見させていただきました。これとても

ただごとではない、偉大なる主の大いなる慈愛の賜物と涙にむせびまし

た。 

 大自然の現象化については、『人間釈迦』第二部、六十一頁の終わり

から八行目のところでお導きいただいていますので、既にご存じのこと

とは思いますが、改めて拝読いただければ幸いに思います。 

 『外に出ると、東の空は白み、美しい星の光も消えかかっている。 

 霧が裾から川の流れにそって広がり、四方につらなる山々は雲海に浮

かんでいる。 
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 霧はゆっくりと流れ、山は泰然とすわっている。その風光明媚なこと、

一幅の絵を見ているようだが、しかし、こうした景観に接すると、現実

と実在界との接点が分からなくなってくる。 

 あの世を見ているようだし、自分をふりかえると、現実にかえってく

る。 

 あの世といい、この世というが、この両者のちがいは、心の置きどこ

ろ如何にあるわけである。 

 心がさわげば、山水の美、自然の調和というものが観じられない。 

 心がすわることによって現実を動かす背景が理解でき、現象界と実在

界のつながりをみることが出来よう。 

 ブッダは今、天国に住する自分を見るのであった』 

 

 また、最近特に、法を求めて来られる難病の方や、その他の苦難にあ

えぐ方々が次々救われ、癒されていますが、その偉大なお導きとお計ら

いの「みわざ」を拝見させていただき、その都度、偉大なる神と主に対

して、心からの感謝を捧げお礼申し上げています。 

 一方では、ここのところ各地に地震が発生するようになりました。特

に南九州地方において頻発しているようで、その都度、自分の責任のよ

うに思い、五月の学修会ではもしも私の心の在り方が法から外れている

ならば、きっと九州地方へは出かけることが出来ないように病気か、そ

れとも何らかの方法により、足止めされるだろう、もしも計画通り進め

ることが出来るならば、何とかお許しをいただいているのではなかろう

か、といった思いで出発致しました。 

 一年前初めてこの地に来たときは、偉大な神と主のお計らいをいただ

き、長年続いた桜島からの降灰現象や雲仙普賢岳の爆発による溶岩の流

出、台風による風水害、降雨量の激減による水飢饉等が治まり平安をい

ただいたのに、どうしたことだろうかとその原因について心の痛む毎日

でした。 

 そして思いましたことは、法にふれておられない方が多くおられるた

めではなかろうかと思うようになっていましたが、学修会に参加させて

いただいて初めて、そうではない、現在法に帰依させていただき、数多

くのお救いをいただいて来た私達の心に、その原因があることを分から

せていただきました。 

 帰宅して『心の原点』一三二ページの七行目を開きお教えいただいて

いるところを何度も拝読させていただきました。 

 『火山、地震、地すべり、陥没等、大地そのものは、ときとして怒り、
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狂うこともある。 

 こうした怒りや狂いというものは、大地そのものが勝手に動き出した

かというと、そうではないのである。それは、人間の勝手な行動、想念

が造り出した物理的現象が大部分だといえよう。 

 太平洋にあったムー大陸も、大西洋にあったアトランティス大陸も、

いずれもそこに住む人類の業想念が陥没させたことを、私の指導霊、ア

ガシャーは教えている。 

 なぜこのような現象が起こるかというと、人間の生命意識、地上での

目的は、己自身の調和と同時に、動物、植物、鉱物をふくめた地上の大

調和にあって、その目的に反した想念行為に対しては、その分量だけの

償いが必要になってくるからである。 

 この事実を、各人が信じると、信じざるとに拘らず人間の生命目的と

いうものが、神の子として、この地上界を平和なユートピアにするため、

神から与えられていることを知らなくてはならない。 

 この目的を、人間は、肉体舟に乗ってしまうと忘れがちになるのであ

る。 

 私達は、大地という生活環境に在って、太陽という熱、光の変わりな

いエネルギーを受けて、生存している。そのことを考えるならば、私達

は、そこに大自然の、神の偉大な慈悲と愛ということを、感じないわけ

にはゆかない。 

 私達は、大自然の生命に調和し、神の心を心とした、慈悲と愛に生き

る意義が、これまでの説明によって、ほぼわかったと思う』 

 

 また、夜間における地震は、地殻変動など物理的な原因によるもので

あり、昼間発生する地震は、その地域に住む人類に対する神の警告であ

ると、お教えいただいています。 

 正法は道徳ではありません。人間の考えた思想でもありません。神の

命により、人類救済のためこの世に出られた偉大な光の大天使が、お悟

りになられて、お説きくださいましたみ教え、即ち神仏のみ心でありま

す。万古不滅の神の理、神のみ心、即ち大宇宙の法則であります。それ

は、誰もが知ってはいない教えであり、お説きくださいました法を学ば

ない限り、自己流の理解では正しい実践と正しい精進は出来る筈もない

のであります。 

 如何なるこの世の名誉、地位、財産等を極めた人であろうとも、謙虚

な心でご著書を拝読しない限り、理解することは出来ないのであります。

独学ではどうすることも出来ないことであります。そして、その学修し
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たことは、直ちに正しく生活の中に生かす努力をしていったとき、必ず

やその努力に相応した分だけ、心が安らぎお救いいただくことが出来る

のであります。 

 そして一歩一歩を大事にし、決して明日とか明後日とか、未来に対し

て思いを向けることをしないように、現在ただ今が、自分自身の全生涯

と心得て、今一番始めにする大事なことは何か、と問いかけ、問いかけ

て、これまでの物を中心とした考え方をすべて根底からたたき直し、引

っ繰り返す揮身の創意工夫と努力とをしていただきたいと思います。 

 『神仏は万能であられます。何一つ不可能はありません』 

 但し、私達神の子が精進努力をしない限り、その救いをいただくこと

は出来ません。他力では救われないのです。自力あるのみです。 

 常に『大宇宙大神霊・仏よ我が心に光をお与えください。心に安らぎ

をお与えください。お陰様で今日をいただき有り難うございます』と、

祈りを捧げ、己を愛し、他を愛する心で生きていってください。 

 そうしたとき、法に帰依された方は総て救われ、さらにはその地域は、

いくら法に帰依される方が少なかろうとも、必ずやその地域の不調和も、

晴れ上がった天空に太陽の輝きを拝見するように、調和の光が差し込み

平安となるものと思います。 

 最後に、救われたいあまり、高橋信次先生とか、またはイエス様とか、

あるいはお釈迦様等の御名をお呼びしてお祈りを捧げることは禁止さ

れていますので、特にご注意くださいますようお願いいたします。 

 会員各位の平安をお祈りいたします。 

 

 神に対して 主に対して  今日平安な心で法を学び、精進出来ま 

              すことを感謝申し上げます。 

              偉大な神と主を讃え、ここに今日の悦 

              びを捧げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



830 

 

【愛】1997-8 月 

 

 昨今新聞やテレビ等で報道されるニュースは、殺人事件を始め金融関

係の金にまつわる事件や政府高官による不祥事等で賑わっている。 

 事件の経緯やその原因等について、評論家やその道の識者達がとかく

評論しているが、しかし正しい原因について語る人はいない。 

 また、各新聞には「人生相談」や「人生案内」等という欄を掲げ、悩

める人たちの投書に対する回答を掲載している。大抵宗教家や作家、弁

護士等が回答者となっている。 

 一人の人間の運命にもかかわる重大事にもかかわらず、一人の人間の

人生経験にもとづいた回答が殆どであり、その回答によってさらに混乱

し人生を誤っていく人たちもいるのではなかろうか。 

 高橋信次先生には、天上界のアガシャーグループ即ちアガシャー系指

導霊団からこの世に出ている心在る魂のみが、人間の心の在り方につい

ての指導が許されていることをお導きくださっている。 

 人の命、神の子の心は尊厳であり、誰彼問わず人の心について、指導

することは許されていない。 

 何故ならば、そこは神仏の領域だからである、また、何処の病院に行

っても病院という病院は殆ど患者が溢れ、満員の盛況である。 

 そして、癌の治療法もまだ見つからないのに、次々新しい病気が発生

している。 

 なかでも、乳幼児の診療科目が年々増えていることを聞いたことがあ

る。八年前の当時で二十七科もあると聞いたが、今日ではもっと増えて

いるのではなかろうか。 

 では、何故今日に見るようなこうした人間関係がこうも混乱するよう

になったのか。何故次々新しい病気が発生するのだろうか。とりわけ新

生児や乳幼児の新しい病気が増えていることは何故だろうか。 

 私は長年にわたり高橋信次先生のみ教えを日々学び、また毎日のよう

に多数の人々の病苦や精神的な苦悩などについて、ご相談をいただいて

来たが、その原因の殆どが、お導きの通り、夫婦間の人間関係や親子間

の人間関係、隣人との人間関係等人間の心に原因があることを知った。 

 その結果、つくづく思うことは、夫婦間の混乱についても、その内容

は多種多様であり、一口には言えないが、大事なことは、それぞれ相互

が結婚するまでに一人の人間として、少なくとも常識、礼儀、報恩感謝

を大切に生きる努力を重ねることが最も大事であることを学んだ。 

 結婚したら、うまくやるさーではなかなかうまくは行かない。自分自
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身精々努力し体験した結果初めて自信を持つことが出来るようになっ

たとき、やっとウマクヤレルサーと言えるのだ。何事も精一杯努力を根

気よく続けない限り、満足の出来る良い結果は得られない。しかも、常

識や礼儀や感謝も満足に出来ない人が、相手を思いやり大切に生きると

いうことは、なかなか難しいことである。 

 まず結婚するに当たり、お互いが大好き同志であったかどうか、また、

相互に尊敬し合う心を持っていたか、ということが特に円満な結婚の要

諦のように思う。この二つを何時までも大事にする努力をしてきた夫婦

は、少々の喧嘩や行き違い等があっても、直ちに元の円満に戻ることが

出来る。このように愛し合っている夫婦から生まれる子供は、母親の胎

内に十月十日いる間、夫婦の調和された愛というエネルギーにより、胎

児の肉体細胞分裂が正しく行われ、やがて丸く豊かな心と健全な肉体の

赤ちゃんが誕生する。 

 両親の限りのない愛情に満たされているため、何処が悪いという病気

にかかることもなく、スクスクと成長していく。そしてその子は常に目

もとが笑い、円満である。 

 母親は、何処か他に勤めるようなこともなく、少なくとも三才までは、

この大事な赤ちゃんの側を離れることなく、不眠不休でこまやかな愛情

をそそぐことにより一歩一歩立派な母親とならせていただく機会を神

よりいただいているのである。母親の命を投げ出しての愛育により、そ

の愛に相応した心身の子が育っていく。 

 こうして見たとき、貰い子では、真の親の愛を与えることは不可能な

ことのように思う。 

 精一杯夫婦が調和した愛情を限り無く与えて育った子たちは、常に明

るく、親をいとおしいと思う親思いであるように、また回りの隣人に対

しても、常に暖かい思いやりの心を持つ人間となっていく。その思いや

りは、人間だけでなく、生きとし生きるもの総てに対しても、皆平等に

思いやりの持てる人間として成長していく。 

 ところがこの反対に、子供を身ごもっている時から夫婦が喧嘩が絶え

ず、そのために妊婦は何時も心が不安で常に苛々し通しの場合は、胎児

の肉体細胞分裂が円満ではなく、やがて先天的身体障害者としてこの世

に生を受けることとなる。見た目には正常に見えても、心は歪み、内蔵

諸器官もまた正常な発育とならず、やがては次第に病気がちとなる。 

 また、正常に生まれても、少なくとも三才までの間、特に母親の愛情

が常時与えられない環境に育った子たちは、愛情不足のため心は歪み、

その影響により肉体諸器官の機能もまた不調和なものとなり、同時に心
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もまた円満な心ではなくなり、やがて暗い心のひずんだ人間に成長して

いく。何事にも常に不満でイライラとつっかかるような、世を拗ねた人

間に成長し、やがて心はある時は、鬱状態に、またある時は躁状態のノ

イローゼ人間となっていく場合もある。 

 また、正常に生まれても、両親の思いが常に名誉、地位、財産、お金

や物が最も大事という環境に育った子たちは、幼少時から学習塾に通う

等、勉強勉強に明け暮れた環境により、大自然のもとで友人とともに心

の底から楽しく笑い転げ遊び回る生活を体験しないため、心の成長が円

満ではなく、そのツケがやがて成人となった時に現れてくる。 

 かつて私が、役所勤めをしていた当時、有名大学卒という人を多く眺

めて来たが、若くして地位を得た人の中に、いい年をしてしかも相当な

地位に在りながら、全く尊敬も出来ないようないやしい遊びや児戯にも

等しい遊びに夢中になるのを見たことがある。このような心の人間が政

府の中枢を占めるとしたら大変なことになると思った。 

 このようなことも一因となり、長年勤務した会社を退職したことがあ

った。 

 可愛い生まれたばかりの子たちを乳児院等に預け、夫婦が共稼ぎして

やれ－日も早く家を建てようとか、あるいはまた商売を大きくしようと

する余り、子たちにとっては愛情のない暗い牢獄につながれたような環

境におかれ、やがて立派な家が完成し、また商売が繁盛し大金持ちにな

って初めて、狐目のような釣り上がった目をした青白い顔をした見るか

らに陰気な子供が家の隅からじいっと両親の姿を眺めていることに気

付き、両親の心は総毛立つものを感じ恐れおののくのである。 

 そのときもう既に黒い幕が落とされ、暗い序曲が始まっているのであ

る。やがてこの親たちは、名誉も地位も財産もお金も何もいらない。何

はなくとも家族が皆心身ともに健全で、揃って毎日笑い声の絶えない家

庭に住みたい、と心から思うようになるのである。 

 しかしそのときはもう既に遅い。 

 また、一方では、乳幼児が生まれて直ぐから、心臓に穴が開いている、

耳が聞こえない、二つの目が見えない、正常にしゃべれない、正常に歩

行出来ない、いろいろな癌で苦しむ等々、世の中にはこのような生まれ

た時からそのまま長い年月の間病床に伏せた儘の子たちが何と多いこ

とか。 

 その子たちにもそれぞれ両親がいる。果たして、その両親たちはそれ

ぞれの両親に対して、親孝行をして来ただろうか、それよりも両親を何

かと自分の都合により足蹴にしては来なかっただろうか。両親に心から
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の感謝を捧げてきただろうか。両親でさえそうであるならば、他人に対

しての思い、行いはどのようであっただろうか。 

 神と主には、人間、神の子が、この世において一秒一秒の生涯におい

て何を為したか、何を思ったか、回りの人に対して、如何に思いやりを

持ったか、如何に苦しみや、痛みを与えたか、ということを見ておられ

る。 

 そして、その蒔いてきた罪は一生背負って刈り取らねばならない。そ

れでは何のための人生であったか。誠に悲しいことである。 

 短いこの世の生涯は、名誉、地位、財産、お金や物ではなく、まず法

に帰依して正しく思う、正しく行う、ということを学ぶこと、大自然の

ようにこの世を大調和すること、己の心を愛豊かなものとする、という

この三つの目的をいただき、各自それぞれ環境を選び、只今このように

無事生かしていただいている。 

 現代社会は、政治も経済も教育も総て神と主のみ心から遠く離れ、要

らざるエネルギーを消耗し、神の子同士が相争い、殺し合っている。 

 人の心は物や形にとらわれてしまい、豊かな愛の心が歪み、溢れる愛

が湧現していないからである。 

 人の心が砂漠と化してしまっていることに起因している。 

 法は、慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもっ

て、正法を信ずる者の行く手に光明の道をひらいてくれよう。 

 (人間釈迦第一部一七○頁より) 

 

 私達法に生きる者は、総て目覚めねばならない。いざ立ち上がらねば

ならない。 

 神のみ心のもと、主の説かれた法を叫び、一人でも多くの人に法灯を

点そう。 

 

 神に対して 私達は神との約束により 天上界より両親を縁として 

 主に対して この地上界に生まれて来ました 慈悲と愛の心を持っ 

       て調和を目的とし 人々と互いに手を取り合って生き 

       ていくことを誓い合いました しかるに地上界に生ま 

       れ出た私達は 天上界での神との約束を忘れ 周囲の   

       環境・教育・思想・習慣そして五官に翻弄され 慈悲 

       と愛の心を見失い 今日まですごして参りました 今 

       こうして正法にふれ あやまち多き過去をふりかえる 

       と 自己保存 足ることを知らぬ欲望のおろかさに胸 
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       が詰まる思いです 

       神との約束を思い出し 自分を正す反省を毎日行い  

       心行を心の糧として己の使命を果たして行きます 

       願わくば私達の心に神の光をお与えください 仏国土 

       ユートピアの実現にお力をおかしください 
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【報恩感謝と魔】1997-9 月 

 

 今年も、高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会に向けて、お世話役の

全員が一年間自分の思い、行いについて、己に厳しく自我の根絶に向け

日々精進を重ね、自分一人の不調和によって会全体が不調和となるよう

なことがないように細心の注意を払って臨んだ。 

 二十四名の心の調和から醸し出される一糸乱れぬ調和と、百二十八名

の参加者のそれぞれ今日まで積み上げて来られた調和とを愛でられ、主

には、大光輪の現象を始めとした多くの大いなるお計らいを賜り、始め

から終わりの時まで終始全員感激と感動の嵐の中で、主を讃え、お偲び

申し上げ、とめどもなく頬を伝う涙にむせんだ。 

 その感激もさめやらぬ儘、七月六日お世話役全員が集まり、反省会を

開いた。 

 席上、調和から不調和へと話題が移っていった。そしてさらに不調和

とは、魔の働きではなかろうか、という話題となった。 

 これまで知らなかった、ご在世当時の高橋信次先生のお話を聞く機会

に恵まれ、いやがうえにもさらに感激と感動で心が熱くなった、が、時

間が経つにつれ、何かしら心の中を冷たい風が通り抜けていくのを感じ

た人もいた。 

 かつて、高橋信次先生には「語る者は多し、されど行う者は少なし」

と、お嘆きになられたことを漏れ聞いたことがあった。 

 反省会を通し、このお言葉の大切さをしみじみと痛感した。この自分

自身も知ったかぶりをしているのではないか、でなければこのような悲

しい話を聞く筈はない。愚かなこの自分に対する、主のお叱りではなか

ろうかと思われ、何時しか頭を垂れ顔を上げることも出来なくなってい

た。 

 高橋信次先生よりご下命をいただき、今日までお与えいただいた環境

において、自己確立へと昼夜も分かたぬ精進努力を重ねて来られた選ば

れた偉大なる魂の方々のご労苦を偲ぶ時、ただただ胸高まり熱い涙が伝

わり落ちるのを如何ともしがたいのである。 

 それぞれに偉大なる守護・指導霊の方が常時付いておられ、今生こそ

と偉大なる主のご下命に感激され、勇躍そのご下命を果たすべく、荒れ

野の中に法の種を蒔く渾身の努力を重ねて来られたのにと思うと、ただ

ただ胸が熱くなるのである。 

 講師は、すべてアガシャーグループ、即ちアガシャー系指導霊団より

出て来ておられる偉大な魂とお教えいただいたことがある。 
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 何万回となく転生輪廻を重ねて来られ、今生こそ偉大な偉大な光の大

大指導霊がこの世にお出ましになられるに当たり、このために今日まで

精進に精進を重ね今こそお役に立つべき時ぞと、奮い立って荒れ野に立

ち向かい茨の道を切り開き進まれた方々の心中を偲ぶ時、今私達お教え

いただいた者として、総ての人々がその方々の今日までのご労苦と、光

への道を示されお救いいただいたことに対して感謝を捧げ、一日も早く

ご回復されますよう祈念することこそ、法の下に生きる者としての愛の

実践ではなかろうかと思うのである。 

 講師の精進努力とかあるいはその話されている内容、または指導の在

り方等については、私達学ぶ立場の者としては、批判すべきものではな

いと思う。 

 批判する前にまず考えねばならないことがある。それは、自分自身が

その方を批判するだけの精進努力をして来たか、また、その方のように

法を実践体験したことを通し、指導が出来るだろうかということを反省

して見るべきではなかろうか。 

 そしてさらに、その講師の何処がどのように間違っているのか、それ

を法により具体的に指摘することが出来るのだろうか。何となく主のみ

教えから外れている、何となくおかしいでは、それこそ曖昧模糊であり、

それ以上におかしいことではなかろうか。 

 お説きくださった法は、そのような暖昧模糊としたものではない。大

宇宙が新幹線よりも精妙に精妙に生きていることを知るならば、また自

分の頭の上に止まっている蝿さえも追えない者が……と、主には申され

たことがあったが、まさに自分自身のことすらもロクスッポ満足に出来

ない癖にと思うと、今日までの自分の愚かな愚かなどうしようもない姿

が心に映り、何処かへ消え入りたい思いで一杯になった。 

 この人たちの話は、誰でもないこの愚かでどうしようもないこの自身

に向けてお話しくださっているのだ。それも主には、この方達を通して

この愚かな人間に聞かそうとなされてのことだと初めて気付いたとき

「誠に誠に申しわけございません。何とぞ何とぞお許しください。お詫

びいたします」と、心の中から悲痛な叫び声がうめくように聞こえて来

た。 

 あー、何事も何事も、ただごとではない、偶然ではない、目に映るも

の耳に入るもの総ては大宇宙の中の一点にも過ぎない、塵よりも軽く小

さい小さい小さいこの己自身に対してのことばかりなのである。この一

点のこの塵のような存在に向けてのお示しであり、お計らいなのだ、お

慈悲なのだ。 
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 『他を語るなかれ、己の愚かさを語れ、しかも立ち上がっていく自身

の決意を』『常に人を愛せよ、人を裁くなかれ、自分を人の上に置くな』、

去る日尊きお方より、お教え戴いたことがあった。 

 いまその愛について、考えて見た。愛とは褒め讃えることである。愛

とは人の振り見て我が振りを正すことである。愛とは常に微笑みかける

ことである。愛とは限り無い安らぎで包み込むことである。愛とは自分

の食べ物をそっと分かち与えることである。 

 これまでの私は何をしていたのだろうか。ただ形にとらわれ、回りの

人たちに愚痴り、同情を乞い、何としたことだろう。 

 常に、人と自身とを区別して見ていた自分。常に、人と自身とを区別

して思っていた自分。 

 そうではない、人という他人は、この自分なのだ。この愚かな自分な

のだ。時にはちょっぴり涙の流せる自分なのだ、人と自身とに境はなく、

人も自身も一つなのだ、どの人の悦びも悲しみもすべてすべてが自身の

悦びであり、悲しみなのだ。 

 一秒一秒の愚かな思いと、行いは、嘆き悲しまれることにつながるこ

とを知った。 

 

 人を裁き、自分を人の上に見せようとする魔を根絶することを、心よ

り固くお誓い申し上げます。 
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【「高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」でのお言葉】 

 1997-9 月 1997-10 月 

 

 本日は韓国をはじめ、各地からかくも多数ご参集くださいまして心か

ら感謝申し上げます。 

 先ほどは青山斎場における先生とのお別れの会の模様並びに金沢で

の先生が「道開く 加賀の都に灯火が 心の中に光り輝く」というお詠

をお詠い下さいまして、特に私は金沢でのこの詠をお詠い下さった、前

回も申し上げたかと思いますが、涙が出て一言も感謝の言葉を差し上げ

ることができませんでした。 

 今、私の心は、当時の心と一緒でございます。いつも、鹿児島、熊本、

富山、大阪、各地へ行かせていただきまして、そのときは平気でお話し

ているのですが、この会になりますと横に主がお見えになっておられる

と思うと、心が本当に乱れてしまいます。どうぞお許し下さい。 

 今日は私が正法に縁を持たせていただいた時のことを、かいつまんで

お話を申し上げたいと思います。 

 初めて昭和五〇年の二月に、私の家に私の義兄が昭和四九年十月の文

化講演会のテープを持って来られまして、テープを聞かせて下さったの

です。 

 昭和四十八年から二年間私に、高橋信次先生という偉大なお方が出て

おられる。地獄も仏も見える方が出ておられる。そういう事を聞いてい

たにもかかわらず愚昧で頑冥な私の心は受けつけようとはしませんで

した。「そんなもんあるか。私のところの近くにお宮さんがあって、家

は南無阿弥陀仏、それ以外はいらん」、そんな心でおりました。 

 ところが、テープを持ってちょうど五十年の二月の寒い日の夕方、持

ってきて下さってかけたテープを、私とその方と二人で聞いたのですが、

甲高いそして「え」も「あ」もない全く立て板に水を流すような堂々た

るお声とお話を聞いて、私はその人の言ってきた、持ってきたものを、

冷やかすつもりでいたのですが、ところがとんでもない、今までこの人

を通して聞いていたのとは全然違う、私の心がひっくり返りそうになる、

なにか内臓が飛び出しそうになるそんな心になりました。 

 その内に、私の家内が下で、この方と食事をするための準備をしてい

たのが、もう飛び上がり、「私が長年言っていた思い、自分が常に考え

てきた思いを言っておられる方がおられる、この人、真実の人この人こ

そ真実の人や、この人や」と言うんです。私はそこまで自分の心は深ま

りませんでしたけれど、まあまあ引きずられて、涙がどわっと出ました。 
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 そして、この、秋本善次郎さんとおっしゃられるのですが、この方に

すぐ高橋信次先生の本部に特急で飛んでいって、私どもの入会の手続き

をして下さいとお願いしたのです。断るのも長いし、拒絶するのも長期

間、またひっくり返ったら早いというのが私の取り柄でございまして、

そしてまあその人は飛んで行きました。 

 それから私の家内は、昔、女学校で聖書を習っていた関係で、聖書で

わからないところがあるということをかねがね言っておりました。で、

聖書と『心の発見』は当時『縁生の舟』と申しまして、その縁生の舟と

ですね、首っ引きで比較して読んでいまして、そして、「聖書でわから

なかったことがここに書いてある」と言って泣いています。毎日、朝か

ら晩まで泣いているんです。夜もほとんど寝ないで。だんだんそのうち

に、まあそうもきれいな顔でもないのに、だんだん寝不足と泣くために

顔が浮いたようになり、本当に変わった顔になってきたものですから、

私はびっくりして、（これは邪教じゃないか、本当に正しいものだった

らこんな夜昼泣いているはずがない。おかしいぞ）ということで、家内

には内緒で先生にお電話をしたのです。 

 「先生、大変なことが起きました」 

 『なんですか』 

 「家内がちょっとおかしいんです」 

 その時先生は、『どういう事ですか』とおっしゃるかと思ったら、『あ

あそれでいいんです。私はよく知っています。それよりも貴方は少しも

私の本を読んでいないじゃないですか。もっと本を読みなさい』 

 何か薮を突いたような、却って私が注意をされました。でも、今にも

何かつつくと霊道が開くような状態で私は心配だったのです。 

 その頃、私はこの会に入る前から、二つの会社の経営状態が火の車で、

非常に厳しい状態でお尻に火がついて歩いているような、夜も昼も眠れ

ない、そんな状態だったのです。でも、高橋信次先生のテープを聞こう

としないし、またご著書も読もうとしない儘、三月に大阪で初めてお目

にかからせていただき、続いて四月には研修会に出させていただいた後

追いかけるように四月の終わり頃だったと思いますが、高橋信次先生か

らお電話をいただきました。 

 『七月に金沢で講演をするから、その準備をするように』 

 三月に大阪でただ一回お目にかかり、そして七月、入会してからわず

かの間に金沢へ、私の方は、そういうふうに高橋信次先生が急いでおら

れる理由がわかりませんでした。ただ、私が入るのが遅れているため、

お尻を叩かれているのかなと、おぼろげながら思っておりました。そし
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て、準備は着々と進みまして、途中、先生からお電話をいただきまして、

『今度の金沢講演は大成功だよ。もう会場一杯になるから外にも見える

ようテレビをつけるように』「えっ？」と私は思っていたわけです。 

 だけど一方、私の会社は益々火の車で、何というのでしょうかね、だ

んだん明日がないような、一方では、先生のご講演の準備をしなくては

ならない、一方は二つの会社を見なければいけない。何かしら、自分自

身がない様な状態だったのです。 

 私はその頃にですね、（高橋信次先生は偉大なお方だ、偉大なお方で

あれば私の悩みを一発で見抜いて下さる。丸山君、貴方はこうしなさい、

ああしなさい、パッパッと何かお救い下さる）そんなふうに心で思って

いたのです。宗教とはそんなものだと思っていたのです。宗教なんて知

らないものですから。だんだんそういう苦しみ、悩みが大きくなり、（こ

のままで金沢講演会を開いたらまことに申し訳がない。このへんで自分

の悩みを聞いていただいて、ご指導をいただかなくてはならない。いま

まで、自分の心をひた隠しにしてきた私ももう我慢がどうにもならない）

状態になり、六月二十二日に東京へ参りました。 

 それは、高橋信次先生がおられるかどうかも分からないまま飛び乗っ

て行ったのです。そうしたら、事務所に高橋信次先生が待ち受けておら

れ、にこやかに、『あなたの来るのを待っていましたよ。ちゃんと聞い

ていました』（えっ誰から聞いたのかな？家の家内が電話でもしたのか

な？）と思ったのですが、後から分かったのですが、ちゃんと私の守護

霊に聞いておられて、ちゃんと待っていてにこやかにお迎え下さった。 

 すぐ先生の事務所へいらっしゃいということで、先生のお部屋へ、三

階だったですかね、ご案内していただきまして、いろいろとその、私の

家族のことですとかね、私の一番悩んでいることには全然手を付けられ

ない、少しも話されないでその場で言われたことはですね、私はその中

でもびっくりしたことをお聞きしたのです。 

 『貴方の現在の奥さんは、今から二千五百年前、カピラバーストの時

に、私のところからあなたのところにお嫁にいったんですよ。あなたは

その頃、お城に出入りしていた御用商人で、そしてその時にうまいこと

やったんだから。ふふふ』と笑われたのです。私は、（変な話になって

きたな。こんな話をするために来たんじゃないのに、本当にこんなバカ

なことがあるのかないのか、きっとカピラバーストのお城のゴミ拾いか

何かそういう女中か何かだったんだ）でもちょっとそのびっくりするこ

とですから、私は、お釈迦様もイエス様も何も知らない本当に田舎者だ

と思い込んでいるわけですから、まあ、今でも、田舎者ですけれど。 
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 でも、確か三階から一階に降りる途中の階段のところに公衆電話があ

りまして、すぐ家に電話をしました。「あんた、びっくりすることをお

聞きしたよ。あんたは、カピラバーストの時、お釈迦様のおそばにいた

って、先生は、私のところからお嫁にいったって。あんたびっくりせん

かね」「昔から私はそうやと思っていたワー」 

 私はこれにはびっくりいたしました。そしてお話は、私のことには何

も触れられないで、『自己確立をしなさい。自分を作ることです。本を

読みなさい』それだけです。 

 金沢講演は無事に終わりましてですね。私は「もうこの会では自分は

救われない。なにしろ、どこへ行くというよりもこの会を辞めよう」と

思っていた時先生から、『貴方は、逃げよう逃げようとしている。けれ

ども、私の手の平からは逃げられません』 

 手の平から逃げられないとはどんなことか。私、何も知らないもんで

すから。誰か正法に深いですね、先生のご指導を受けた人と親しいわけ

でもなんでもない。なんの知恵も何もないんですから。手の平から逃げ

られない。一体これはどういうことなのだろうか、どこへ行こうとも私

から逃げられない。さあ弱ったな。前にいけば、会社が倒産して大変だ。

後に向けば逃げられない。弱った、という思いで講演会が終わってから

毎日悶々の日々を送っていました。 

 ちょうど一ヶ月程経った頃、八月の中頃ですか、当時高橋信次先生の

事務所におられたある先生にいろいろとご相談をしていたのです。私は

その方にいろいろと自分の悩みとかそういうものを申し上げていたの

ですが、今から思いますと、その方は経済の経験をしておられなかった

とみえて、的確なご指導はなされなかった。何か靴の上から足を掻くよ

うなお話ばかりでどうにもならない。と思っていたところにその方から

電話をいただいたのです。 

 「八月の下旬に東京に来ないかね」とおっしゃるのです。私は、この

ようにまあ悶々としているのなら気晴らしに行こうかということで、東

京へ行ったのです。夕方その方のお宅で待っているが一向にその人は帰

って来ない。奥さんに聞くと、「今から一週間前から千葉へ先生のお供

をして講師の人の特別研修を受けに行っている。今日の夕方何とか帰っ

てくる」と言っていたんですがね。大分経ってからやっとその方が帰っ

て来られました。 

 帰って来られるなり、 

「丸山さん、私はこんなにびっくりしたことはない。先生のお側にい

て日々先生のお姿、それからお言葉を聞いておりましたけれど、先生は
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偉大な方だということを十分に知ってはおりましたが、今日こそ驚いた

ことはない。 

 私たちは今日まで先生の特別研修を受けておりました。朝からいつ先

生に、丸山さんが来ているので途中で帰して下さいとお断りしようかと

もじもじしていたら、とうとう夕方になってしまった。夕方のちょうど

区切りを見つけて今言おうかなと思ったら、先生から、『金沢から丸山

さんが来ているのでしょう。行ってあげなさい。もういいから』と言わ

れたんです。 

 もう私が申し上げようとすることをちゃんと見抜かれて既に知って

おられたのです。もうびっくりしました」 

とまだ何かしら、心が震えておられるような状態でした。 

 その方と親しい方と奥さんと私の四人で食事をしました。その後、梨

を食べながら雑談をしていたところに、奥さんが突然何かベラベラとイ

ンド語らしき言葉を語り始められたのです。カタコトの日本語で訳され

る話を聞くと、 

「私は丸山弘の守護霊です。今日この遠くに呼んだのは私なのです。

そして縁のある三人の方にもここに集まってもらいました。貴方は今非

常に厳しい環境にいるけれども、心配しないで下さい。ちゃんといいよ

うになっている。なにしろ不安な心、動揺した心を持ってはいけない。

なにしろ神を信じ、法を信じ、そして自己確立をはかりなさい。悩まな

いことです。私たちがついています」 

とおっしゃっているのですね。そういう話が大分続いたとき今度は、

人が入れ替わって、今度は非常に重々しい声のイスラエル語のお話が出

てきたのです。 

 そして、「ここに四人の人に集まっていただきましたけれど、皆様方

はイエスの時代に生命をいただいたのです」とおっしゃるのです。そし

て私にですね 

「貴方は、今、高橋信次の法というものを伝える使命をもって、この

世に出ているのです。貴方が今日ここに来られたことを嬉しく思います。

そして、自分自身の心を積み上げて不安を絶対持たないようにして下さ

い。私たちはちゃんとあなたを守っていきます。もし、山を崩さなけれ

ばならない時は、山を崩しましょう。川に橋を架けなくてはならない時

には、橋を架けましょう。舟も作りましょう」 

ということを言われるのですね。 

 私はその時はもう顔を上げて聞くような状態でなく、何か心の底まで

ひびく畏れ多いもので一杯になり、他の三人の方もひれ伏してもうおい
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おいと泣いている状態で、私ももうその言っておられることをペンでノ

ートに書いていたのですが、途中からもう書けないような、涙がガバっ

と出て、もう顔もあげられない、字も見えない、そんな状態でありまし

た。 

 そして、『特に北陸の地というものは、日本列島の縮図のような所で、

宗教は競い立ち魔も競い立つ。これから、貴方の前途にいろいろな魔が

競いたつでしょう。しかし、心配しなくていい。私たちが守っていく。

常に貴方は愛の心を持っていて下さい。次に愛の心を今申し上げますか

ら、それを大事にして下さい。 

 「常に人には、愛の心を持って接しなさい。人を裁くなかれ。人間は

全て平等である。自分を人の上だと思ってはいけない。常に人の足を洗

う心を持て」、この心を持っているならば、貴方は使命を立派に果たす

ことができ、やがてあなたは祝福されるでしょう』と、言われたのです。 

 もう私たちは、感激しまして、その時間が約小一時間も過ぎた時です。

ですからところどころしか覚えていないのです。全部記憶していないの

です。涙がドワッと出ておりましたから。で最後にみんなが三人の人が

思い思いに「まことにご無礼ですが、貴方様のお名前をお聞かせくださ

い。何とおっしゃるのかお教えください」「いやいや名乗るほどの者で

はありません」次々何度も三人がお願いするものですから、最後に「で

は申し上げましょう。私はイスラエルの者です」とおっしゃり、そして、

帰っていかれました。 

 私はそのお話を聞きましてから始めて、自分自身が今まで二つの会社

にとらわれ、本当に正しい人間としての道、神からいただいている使命

というものを、全くどこかに飛ばしていたということが、分かりました。

こんなバカなことを何故していたのだろう。という思いと同時に、悔し

涙、情けない涙が溢れました。今日から何としても立ち上がらねばなら

ない。そして自分自身が、こうした自分中心の頑冥な中にいる間にも多

くの悩める人、苦しめる人がこの世を去っていかれているかもしれない。

自分自身が健全なうちに、そういう人に、自分自身努力して愛の手を差

し伸べねばならない。一日も早く。そういう事を私は固く思ったのです。

初めて、高橋信次先生の法の下に自分自身が精進することを心に誓った

のです。 

 年が明けた昭和五十一年三月にご承知だと思いますが、白浜において

研修会がありました。その時、何か大事な研修会のような感じがいたし

まして、北陸から多数の仲間とともに参加させていただきました。その

研修会の終わり頃に先生が私に『貴方の所は霊能者がいないから何かと
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困るでしょう。私のところのアナンを四月からやるから、アナンは霊的

な現証、貴方は神理という組み合わせでこれから講演会を行っていって

ください』とおっしゃいました。 

 アナンという人はお釈迦様の秘書をしておられまして、また、先生は

今生、最も愛しておられたお弟子さんと私どもは聞いております。「こ

れは、大変なことが起こるな。がんばろう」というふうに思っておりま

した。でもその確たる真の意味は分かってはおりませんでした。早速四

月から来られまして金沢へおいでになるなり、「丸山さん、高岡ってど

のへん？福島の近く？」と聞かれたのてす。私は、（偉大な方と聞いて

いたけれど高岡は金沢のすぐ隣りなのに、福島の近くとは、何か変人じ

ゃないのかな）と思ったのですね。 

 ところが、この方が来られて私たちはいろいろな霊的な現象というも

のをその方を通して見させていただきました。まず、能登半島の一番端

っこにある輪島という町に行きました時にですね、輪島の海岸から海を

私たちは眺めておりました。そうしたら、アナンという方に、その方の

守護霊か指導霊か私はわかりませんけれど、入られまして「ここにおら

れる人は皆、神を信じていません。今から神を信じる、神の実在につい

てお見せしましょう。この大海原を水平線まで全て七色に変えてみせま

す」と言われると同時に海の色は真っ青から真っ赤にと七色に変わって

いきました。見ている私たちは、噛み合っている歯がカチカチカチとな

り、体はブルブル震え、本当に神の存在、神に対する畏れというものを

感じました。 

 またその帰り、非常に天候の悪い雨のような天気だったのですが、雲

が低く空中にたれておりまして、白い雲が見えておりました。「車の中

からあの雲を呼んで見せましょう」とフロントガラスの前へ呼ばれたの

です。また、ある海岸に来た時、まだ昼の十二時頃なのに、「かつて私

たちがヨルダン川の川辺にたたずんでヨルダン川の流れを眺めていた

ことを思い出していただきましょう。ちょうどそれは夏の夕暮れでした」

と言われてまもなく真昼なのに夕暮れになるのです。そして、日本海の

波がこうして打ち寄せていたのが横に流れていく川になっているので

す。（本当かな。この方は何か悪い術を使っているのではないか）次々

起こるそういうものを見て、私たちは霊的なものは、先生のテープとか

ビデオでですね、そういう現象しか見ておりませんから、（こりや凄い

な）と思ったんです。 

 それから後しばらくしてもっと凄いことが起こりました。金沢から山

手の方に卯辰山という自然公園があります。そこに、ベルギーと金沢と
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の姉妹都市の記念に作ったベルギー庭園があります。ある時、そこに青

年部の人を二、三十人連れて行きました時、そのアナンという方が「こ

こにある草花たちが『私たちはここにいるある方を知っている』と言っ

ていますよ」と言われたのです。『今から二千五百年前インドのカピラ

バーストの庭に私たちはいました。そこでこの方を知っています。こう

申し上げても私たちの存在を皆さんにはまだお分かりにならないので、

この私たちの体を揺さ振って、お見せします』 

 風もないのにその草花がユサユサと揺れるのです。 

 また、そこに、小さな池がありました。鯉が数十匹泳いでおりました。

「この鯉もやはり知っていると言っています。鯉も私たちが知っている

という証を見せます」 

 この池に手を出すと鯉が水面から体の半分以上出して寄って来て皆

手の上に乗ってくるのです。これにはいかに頑固な者でも、また三十名

ばかりいた青年部の人も唖然とした気持ちでした。（正法には現証とい

うものがある。全て不可能はない、自由自在。二千年も三千年前も昨日

のことのようだ）というようにまあ驚いてしまったのです。 

 この方が来られることによっていろいろな現証を見せていただいた

時、ある時、私の家内が、昼食を食べている時に質問したのです。「先

生、どうして高橋信次先生が貴方に金沢に行けと言われたのだと思われ

ますか」 

 随分出放題なことを、本部の大講師に向かって、研修会に一度も参加

しない人間がなんと出放題な質問をすると私はびっくりしたのです。 

 その方は「ちょっと待って」と言って食事を止められしばらく目をつ

むっておられましたが、突然涙をポロポロ出されまして、「私は、カピ

ラバーストの花園で小さい時に、今質問をした方に草花で王冠を作って

もらっていたことを思い出しました」 

 その後だんだん泣き声になり「私の母は私たちをおいて逃げていった

あと、母の姉妹であるこの方が私たちを育ててくれました。私と兄のア

ヌルッタを育てて下さったお母さんです」と話をされた時、回りの人も

皆一斉に泣かれました。 

 高橋信次先生には縁生というものを見抜かれて、私たちに縁生を見せ

る最大の機会をお与え下さったということが初めてわかったのです。そ

の方は次々と思い出されていつも泣き声でその当時のことを思い出さ

れていました。アナンという方はお釈迦様の従兄弟であり、そして、お

釈迦様の最愛の弟子でありました。皆さんもご承知の通りです。 

 その後、どんどん思い出されたことは、そのアナンという方はその五
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百年後に、イスラエルに出られ、イエス様のお弟子となられました。ヨ

ハネという方です。この時もまた、イエス様の従兄弟でイエス様の最愛

の弟子として、十二人の弟子の中でもただ一人、イエス様の最後の処刑

の場に立ち会われたただ一人の男性、お弟子さんではただ一人の方でし

た。もう一人の男性はアリマタヤのヨセフ、そして女性ではお母さんの

マリア、そしてヨハネのお母さんのマグダレナのマリアとマグダラのマ

リア。これだけの人が立ち会われたことを思い出されたのです。 

 人間の縁生というものをここで私達は、初めて学ばさせていただきま

した。不思議です。ある時は育ての親として、またある時は実の親とし

て、そして今またこうして再会する。私の家内は、この方が来られた時

から、いつもドライブインかどこか食堂で食事するのに、何かそわそわ

夜食の準備をしている。来られるともうそわそわして、私に気兼ねそう

に何かするのです。「あんた、どこかで食べるのじゃないの」と言って

も、「いやこれが好きだから」「どうしてあんたそんなことが分かるの」

「いや好きだから」、その後やはり、イスラエルの時もこういう事をし

てもらったということを思い出されたのですね。 

 母親というものはですね。何かへいへい言っていない。私どもは大先

生と思って、はいはいと言って気を張っていますけれど、家内は何かし

らいろいろと訓示をするのですね。この方は、「私は高橋信次先生のお

弟子さんでは愛を説いたら第一人者」と言われ、度々愛の講演をされま

した。私たちの講演の日程は福井から始まって富山まで講演会があり、

終わった後お茶を飲んでお別れするんです。その後この方は京都に帰っ

ていかれる。 

 ある時京都に帰られる前に家内がまた質問をしたんです。「先生、貴

方の説かれる愛というものを何回も聞いてきましたが、谷川のせせらぎ

を聞いていて愛を悟ったなんて、それはおかしいんじゃないですか。愛

ってそんなもんじゃないでしょう。許し合い、補い合い、生かし合い、

それが愛なんじゃないでしょうか」、そうしたらその先生はプーンと腹

を立てられ、直接帰っていかれたんです。 

 さあー、私達は（これは大問題だ。本部に連絡しなければ、しないと、

もう来られんのやないか。困った）と思って、家内の顔を見たら、こん

なの何でもないことや、おたおたしなさんなって顔をしているんです。

でも私の回りのお世話人たちは「こりや大変なことをしたな。丸山さん

の奥さんがこんな失礼なこと言うから。あんた奥さんの言いなりになっ

ているから、もっと説教してもらわんと困る」と皆言い出しましてね。

そこで本部へ言おうか言うまいかでいろいろ考えているうちに、一週間
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がひと月になり、そして福井から始まる時が来たのでした。 

 福井には何時に着くかということは前々から決まっているものです

から、連絡も何もせずに、二人で福井の駅まで迎えに行ったのです。そ

うしたら、その汽車でニコニコ顔で降りて来られて、（なんかご機嫌が

直ったな）と私は思っていたのですが、福井の県民会館で約五百人くら

いの人の前でこの方の講演が始まったのです。私が前座をして、この方

が後だったのですが、この方が上るなり、「私はインドの時もイスラエ

ルの時もまた今生も丸山さんの奥さんに愛を教えてもらいました。私は、

愛が分かっているつもりだったのに、何も分からない人間だったという

ことが分かったのです」という話をされたのです。 

 そうしたら、沢山来ておられた聴衆の方が皆、「アナンさんという方

は偉大な方だ。まさに自分の恥もかなぐり捨て、心を裸にされておられ

る。ご立派だ」と皆ドワッと感動の涙を流され会場は騒然となりました。

本当に感動の講演会だったのです。 

 そのような機会をずっといただいてまいりまして、いろいろと考えて

みますと、昭和四十八年に大方のお弟子さんが、先生のもとに集まられ

まして、私はお弟子さんの内に入るようなそんな存在ではありませんけ

れど、確かに私も昭和四十八年に、「心行」、「縁生の舟」というご本

をいただいておりましたけれど、頑冥な私は、そんなの新興宗教や、そ

んなの間違いやというような思いを持っておりまして、ご本を手にとら

なかった。殆どの方は、昭和四十八年に先生の下にお集まりになって先

生の特訓を受けられた。だけど私ともう一人、東北の方と二人だけが、

遅まきながら、やっと昭和五十年に先生にお目にかからせていただいた

のでした。 

 それからは、先生にはいろいろとお計らいをくださり、特訓につぐ特

訓をいただいてきたわけです。これも、このアナンという方を私の側へ

派遣して下さったのも、私たちが皆に追いつくようにと、霊的な霊性を

磨いたり、また、縁生の関係の者達が集まったりということを、そのう

ちに分からせていただいたのです。 

 「縁生とはあざなえる縄のごとし」ということを、ゴーダマ・ブッダ

が申されておられます。本当に隣に席をとるのも、バスの中で一緒に隣

り合わせになるのも、ただ事ではないのです。全て神のお計らい、神仏

のお計らいであります。私達には、偶然は一切ない。全て必然である。

とお教えいただいております。 

 爪先に石ころがポーンと当たるのもちゃんと決められた計画通りの

ことというふうにお教えいただいております。私はそれから、自分自身
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の思いというものを、少しずつ変えるようにいたしました。そして、高

橋信次先生からいただいたお役を何としても果たさなくてはいけない。

そのように思いながら、誠に、しかし未熟な人間です。毎年こうしてこ

こで皆さんの前でお話しさせていただく機会も、何かしらびくびく、ど

きどき、まるで今から二十年前に帰ったような、初めて人の前でお話し

するような気持ちになるのです。二十年間、お話ししてきたのですが、

心の世界は別なんです。 

 普通のこの世的な何かそういうものとは違います。いつもびくびく、

どきどき、何故なら、上からも横からも、皆さんの前からも見られてい

る。私自身、心が未熟であり、自分自身の生活のあり方、自分の心のあ

り方を、自分自身ほど知っているものはいないからです。そこに私は怯

えるのです。お恥ずかしいんです。来年こそは、皆さんの前で本当に立

派な心をして、そして、こうやってまたお話しさせていただければ幸せ

でございます。 

 長時間私のお話をご静聴下さいましてありがとうございました。 
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【お計らいをいただいて】1997-10 月 

 

 お盆の始まりの十四日の午前十時頃、台風十三号南西諸島接近のニュ

ースが流れている時、ある一人の女性の方からお電話をいただきました。

聞くところによれば、その方のお父様が肝臓癌のため余命いくばくもな

いので、何とか救って欲しいというお話でした。 

 私は、病気を治療することをやっている者ではなく、偉大な高橋信次

先生の説かれたみ教えをお勉強する会をやっている者で、まず今、貴方

様のお父様をお救いすることは、私がどうするこうするということでは

なく、まず、貴方様始めお家族の皆様方が、高橋信次先生のご著書、「心

の発見・神理・科学・現証篇」と「人間釈迦第一部より第四部」までを、

毎日予め決めた頁数を毎日何度でも根気よく繰り返し拝読していただ

くことが大事です。そして、それを読み終わった時、これは間違いのな

いみ教えだ、これに縋っていこうと思われたら再びお電話をください。

今は一時も早く本屋に行きご著書を求める努力をしてくださいと、申し

上げました。 

 かつて、私も身内の者でやはり癌にかかってあえなく命を落とした人

がいましたから、そのご家族の苦悩が手に取るように分かりましたから、

何とか法にご縁があるようにと祈るような気持ちでいました。 

 それから暫くして法友がお見えになられ、暫くの間最近感激したお話

を申し上げました。 

 それは、ある方のおばあ様が胃癌のために痛がって困っているという

ことで、お伺いしたところ、お腹が痛い痛いと言われるのでひかりを入

れて差し上げると、一時痛みが治まるようですが、手を離すとまた痛む

という少しの休みもない激しいものでした。暫くの間その繰り返しをし

ていましたが、これはおかしい、今日の近代医学ではもう痛みをなくす

るケアをしているというのに、これは前時代的な治療だなあ、この担当

医師はおかしいぞ、と思い、ご尊敬申し上げている北陸大学薬学部の河

島教授に電話をさせていただいたところ、先生には車を運転中にもかか

わらず車を止めて、話を聞いてくださり、それは一寸おかしいですね。

痛み止めの坐薬に問題があるのではないかとのことでした。 

 早速そのご家族の方にお聞きすると、老医師で坐薬のことを熟知して

おられないことが分かり、後日良い薬をいただくことが出来たようでし

た。そこでこのままにしておけばおくだけ、ご病人の体力が消耗してし

まうことを思い、もう一人の法友に熊笹の青汁の作り方を教わり、その

実行をお勧め申し上げ、ちょうどご病人もすやすやと休まれるようにな
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ったのを機に、退去したのでした。ちょうど、その家の玄関に立った時、

直ぐ天空を眺めさせていただき、大宇宙大神霊・仏に対して、今日只今

のお計らいとお導きに対して、心からの感謝を捧げさせていただきまし

た。 

 その瞬間、雲間より大いなる慈愛の光がサーッと差し込み、太陽が燦

然と輝きながらお姿をお現しくださいました。こうしたこの一時のこと

にも、こうまでことこまかにご高覧賜り、お計らいお導き賜っておられ

ることを思い、改めて胸が熱くなりながら家路に着かせていただきまし

た。 

 翌日ご家族の方からお電話で、あれから早速ご主人様が山に行き熊笹

を取って来て、青汁にして飲ませたところ、これまで食べ物も飲み物も

皆戻していたのに、何杯も飲み、痛みもなくなって来た、とのことでし

た。 

 それから暫くしてからの学修会にご家族の方が見えられ、今年の夏を

越すことが出来るかどうかと危慎していたのに、いまではすっかり元の

元気な姿に戻られ、家族と一緒の席に着いて食事をしながらおいしいお

いしい、有難い有難いと言われるようになった。ひかりは何と偉大なも

のであるか、改めて感激いたしております、というお話をされました。 

 私は法友にこのお話を申し上げながら、ふと、先ほどお電話をいただ

いた肝臓癌のお父様にも、この青汁を飲むように勧めてみようかと思い

ました。 

 早速お電話でこのことを申し上げましたところ、ここには高い山がな

いので、熊笹は無いかも知れません、と申されましたので、私は絶対に

そのようなことはない、必ず近くに用意しお与えいただいています。心

ある方に探して貰いなさい、そしてもしもありましたら、出来るだけ新

しい葉を見つけ「熊笹の意識よ、誠に申しわけありませんが、余命いく

ばくもない病人を癒すために何とぞ供養してください。今から葉に感謝

申し上げながら、一枚一枚取らせていただきますので何とぞお許しくだ

さい。何とぞご協力くださいますようお願いいたします」と、お断わり

をしたうえで摘むように申し上げました。 

 それから二時間もした頃あいだったでしょうか、家内が電話に出たと

ころ、先ほどのご家族の方が泣きながら言葉が十分に話せない状態で、

お父さんが青汁を飲み、戻さないでおいしいと言って飲まれた、久しぶ

りに元気になった、と感激止まぬ状態であったことを聞きました。 

ところが、その後近くに住んでおられる法友が駆けつけてこられ、高

橋信次先生のご講演のカセットテープをかけたところ、突然急に苦しみ
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出され『止めてくれ、苦しい』と、叫ばれ元の容体になったので、また

私の所にどうしたら良いかという電話があり、私は何かお父様の回りに

いると思うから止めるように申し上げ、お父様に電話を代わって貰い、

お父様に次のようにお話をさせていただきました。 

 『貴方様は今日までの何十年の間、生きとし生きるもの総てに対して、

如何なる痛みや苦しみを与えたかについて、思い出され、一つ一つその

相手に対して心より謝罪をすると同時に、神仏に対しても、心から同じ

く謝罪をしてください。これからはこのことが当分貴方の仕事と思って

やってください』と、申し上げました。すると、その方は苦しい息づか

いの中から、私は鉄砲撃ちをやっていました。分かりましたやります、

と言われて電話が切れました。それがたしか十五日の午前だったように

記憶しております。 

 ニュースで、南方に発生した台風十三号は次第に沖縄に近づいている

ことを報じているのを聞きながら、私は明朝出かける九州地方への支度

をしていました。 

 戦後最大といわれる大型台風、しかもその速度たるや時速二十キロと

は、これは相当の災害が発生するぞ、と思いながらも、心は九州地方に

は絶対に上がることはない、と思っていました。 

 翌十七日昼、熊本から鹿児島の敬天閣の玄関に着くなり、永吉哲哉様

がインター・ファックスを見せてくださり、台風は中国大陸に逸れまし

たよ、と言われるのを聞くなり、私は胸が込み上げ涙が溢れて来ました。 

 『主よ、有難うございます。有難うございます。有難うございます』、

ただ私は何度も何度も心の中でこのように申し上げていました。 

 また、この大いなる慈悲をお与えいただき、改めて我が魂の幸せを感

謝申し上げました。 

 その翌朝、一喜一憂しておられたかのお父様は、十六日午後他界され

たとのご連絡をいただきました。私は帰宅したその夜、その方に対して

引導を渡させていただき、今生の短いご縁を感謝いたしました。そして、

今回のことを通して、改めて学ばせていただきましたことは、第一に、

主のご講話が、我々如き者には計り知れない程、偉大な偉大なお話であ

るか、それとともにその放出されておられる光が如何に偉大であるかと

いうことに畏れとともに感動いたしました。それはまさに偉大なとか、

畏れ多いとか、いわゆる人間の言葉では言い表しようもない位の素晴ら

しいことであることを思う時、私たちは何時の間にか常時馴れ親しんで

いるあまり、その大変なこと、絶大なこと、尊く厳かなことが理解出来

ない、つまりはこの世的なことで処理したり、あるいは理解してしまう
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ことがあってはならないものと固く固く思わせていただきました。 

 第二点としては、既に正法に帰依させていただき、会員登録をされて

いることが、到底言葉では言い表しようがない程有難いことであるとい

うことであります。いざ病気になったとしても、直ぐ様ひかりをいただ

くことが出来るという幸せの中に常時おらせていただいていることに

気付かせていただいたことでした。さらには、それよりもそれよりも、

何よりも、肉体の健康は言うに及ばず、それよりも永遠の生命でありま

す魂、我が心が平安でありますことは、何よりも何よりも有難い言うに

言われない法悦ではなかろうかと思わせていただいたことでした。 

 最後に、中国大陸において今回の台風による不慮の災害により、亡く

なられました多くの魂の平安を心よりお祈り申し上げます。 

 

 私の部屋に掲げさせていただいている、主のお言葉を掲げさせていた

だきたいと思います。 

 

     心の中につくり出した 

     うらみ、ねたみ、そしり、怒り、愚痴、欲望の曇りを除け 

     その結果 光明にみたされる 
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【お救いいただいた悦びと報恩感謝】1997-11 月 

 

 私が生まれて初めていただいた心からの悦びは、偉大な偉大な高橋信

次先生にお目にかからせていただき、また、イエス様からお言葉をいた

だき、ともにこの人生における目的と使命についてお導きいただいたこ

とでした。 

 『貴方に北陸の隅から隅まで見せてあった』と、申されたある日の主

のお顔を私はそのお言葉の意味が解らないまま眺めていました。やっと

その意味が理解出来るまで大分かかりましたが、それでも愚昧な私は、

主が如何なるお方なのかはっきりとは心に落ちてはいませんでした。 

 経営していた二つの会社は、それぞれ我が国でもその面ではトップの

会社との取引がありましたので、非常に安定した経営が出来る自信のも

とに始めたのですが、その思惑とは反対に、始めから徐々に下り坂を転

げ落ちるような状態になっていきつつありました。その間、これまでの

赤字を一気に取り返せるような大きな取引が何度かあり、その都度今度

こそと思えるような機会がありましたが、何時も必ずと言っていいほど

決まってぎりぎりになると、何れかへその儲け口は吹っ飛んでしまうの

でした。 

 考えてみれば、私が国鉄を途中退職してこの大ばくちのような転身を

計ったのには、一山当てて北陸地方随一の経済人になってやろう、と思

ったからでした。 

 それは退職するまでの間、北陸地方の政治家や代表的な経済人と仕事

上の交流があり、この分だったら自分は負けることなく十分に渡り合え

るといった、誠に以って安易にして自信過剰もいいところのおとぎ話の

世界にいたためでした。 

 そのような山師のような一面、というより全面的な面というか、素質

は中学生の頃からありました。 

 当時秋田にある鉱山専門学校に行き、やがては世界中の山野を渡り歩

き一山当てようかい、といったまさに山師というか野武士的な人間でし

た。何時も学校の図書室からゴビ砂漠の探検とかサハラ砂漠の探検、あ

るいはアマゾンの探検といったものを借りては読みあさっていました。 

 しかし今から思い返して見ますと、もう既に頭の熱い人間が出来上が

っており、就職してからも、することなすこと総てが順風満帆といった

状態でしたが、一時国労の管理部門の青年部長をした後、左遷され－年

間配所の月を眺める機会がありました。 

 しかし結婚すると同時に今度は順風というよりも遥かに何か大いな
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るお力添えをいただいているような、目を見張るような、三段跳びのよ

うな、まさに破天荒のような勢い人間となっていきました。 

 暫くの間軍隊にも入隊しておりましたが、ここでもやはり身は末端に

ありながら、その職務は常にトップとともに在り、といったような立場

に立っていました。国鉄においても、やはり三段跳びの後は同様でした。

何時も側用人の役割をやらされていました。 

 しかし今から思い返して見ますと、もう既に天の大いなるお計らいを

いただいていたように思います。 

 そういった環境の中で私の事業家への思いは益々募り、やがて選んだ

経済の道で為すことやること今度は三段落ちの状態となり、主にお救い

いただきたい思いは逸れども、自分の心を裸にしてお願いすることが恥

ずかしくて出来ない、というどうしようもない苦悩を抱えた状態の儘、

夜も昼も明日がないといった苦しみ悩みに悶えながら、心の中では、私

を苦悩から救ってくださいと叫んでいたのでした。 

 主には、既に私の心を見通しておられたことと思いますが、最後まで

私が悩み苦しんでいることには救いの手を差し伸べてはいただけませ

んでした。 

 しかし今日になって、当時お目にかからせていただいていたときの、

主のお心を思うと、ひとりでに何か訳も解らない涙が溢れて来るのです。 

 『助けてやりたい』と、何度も思ってくださりながら、しかし求める

自力が出るまでは見守るより仕方がない、自力でこれくらいの山も越せ

ないようではどうにもならない、という大いなる慈愛のお心でお見守り

くださっていたに違いないと、思うのです。 

 そのような心に大きな苦悩を抱えたまま、どうにか金沢大講演会も終

わって二十日あまり経った頃考えに考え抜いた結果、総合本部主催の夏

季研修会が終わったら、この会における自分の為さねばならない責任は

総て果たした、もうここにいる意味はない退会しようという思いになっ

ていました。 

 そのような思いで参加していた二泊三日の研修会も、主のご講演を最

後に終了するほんの五分ほど前、ご講演を拝聴している私のところに本

部からの伝令が来て「このご講演が終わった直後に受講生代表として感

謝の言葉を発表するように」とのご指示をいただきました。 

 初めて参加した三日間の缶詰生活から、久しぶりに解放されるという

思いで一杯の私の心に、突然降って湧いたような晴天霹靂の大問題が襲

って来たのでした。「目の前が真っ暗になる、または頭が真っ白になっ

た」という、俗に云うあのような状態に初めてなったのです。 
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 ほんの今までの私の晴れやかな気分はもう吹っ飛んでしまい、苦悩の

どん底に落ち込みのたうちまわるようになっていました。 

 『さあー、どうする。何を話して良いやら解らない。もっと早く知ら

せてくれれば良かったのにー』、愚痴やら何やらありとあらゆるものが

一度に吹き出てしまい、もう心は錯乱状態になっていました。 

 泣いても笑っても後五分、サーどうする。イヤー、弱ったなぁー。こ

のまま何処かに穴があったら逃げこみたい、このようなどうしようもな

い思いが一気に心を占めてしまいました。 

 その間、主の大事なご講演は一つも耳に入りませんでした。 

 主のご講演が終わり、万雷の拍手でやっと心が目覚め、よーし、さあ

ー、どうにでもなれーと、かなり心は澄んで来ました。そのような奇麗

事ではなく、もう焼け糞といった方が最も正直な心境だったかも知れま

せん。 

 これも、主の御前でなかったならば、こうも荒れ放題にはならなかっ

たと思います。私はこれまで当地方において開催された国体や、緑の日

の植林等に何度もお見えになられた、さる尊いお方にその都度随行する

機会がありましたが、このように動転するような体験はこれまで何一つ

ありませんでした。 

 しかし、もう退会しようと決めている私の偽我の思いは地獄のようで

あっても、善我なる我が良心は、主の御前でお話し申し上げることは無

上の光栄であり、身にあまる幸せであることを知っているため、我が心

は混乱と愚痴と怒号と感動と感激と悦びと緊張とが入り交じり、混乱の

極にあるような状態でありました。 

 まず、左側のお席には、主を始め、御奥様に続いて右側にも本部の講

師の先生方がお座りになっておられ、また目の前の大会場には会場一杯

の溢れんばかりの受講生約千名余がぎっしりと座っておられ、一斉にそ

の視線が私に集中いたしました。私は、金沢演会開催に向けての悦びの

苦心談を中心とした法帰依のお話をさせていただいたように記憶いた

しております。しかし、この時のことが相当頭にではなく、心にきたと

見えて、何時もこの頃になると、その当時のことが思い出され胸が熱く

なるのです。 

 この愚かでどうしようもない魂を特にお選びくださり、主の御前に出

させていただくという晴の桧舞台をお与えくださいましたことを思い

ますと、あの光の機会は、もう永遠に帰り来ないのだと思うとき、心か

ら私の不明を恥じ入るとともにお詫びするのです。しかし、頑迷な私の

心は、それからも苦悩は次第に重態になるのみで、毎日毎日が死線の縁
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に立たされているような心境でした。 

 まさに人生の終焉の断崖に立っているような、そういった時期にご尊

敬申し上げていた講師の方から、近く東京に出て来ないかというお誘い

をいただきました。 

 その夜生まれて初めて、イエス様から貴方はイスラエルの生命です。

と、これからの人生における使命について、またその心がけについて、

愛溢れる熱い励ましのお言葉をいただき、枯葉のような私の心にどっと

涙が溢れ、尽きることなく溢れては流れ、溢れては流れました。 

 「こんなことをしていてはいけない。何故、いままでこんな小さいこ

とにとらわれていたのだろうか。勇気を持って立ち上がらねばならな

い」、心に大電流が流れたような、いまだかって経験したこともない大

衝撃をいただいたのでした。その時、生まれて初めて愛という言葉が心

に響き渡ったのです。 

 （一九九四年二月号『ひかり』誌「思いやり」をお読みください） 

 

 その後、何度も何度も拝読させていただいた『人間釈迦』第一部一六

六頁から一七○頁の次の一節が、私の心に光となって差し込んだのです。 

 

 『人間が神の子の己を自覚し、業を修正し、本来の神性に戻るために

は、神の心に触れなければならない。神性の我に帰るとは、苦界の自分

から離れることである。生老病死のとらわれから脱皮することである。 

 神の心は中道という調和の大宇宙に流れており、その流れに自分の魂

が触れるよう努力を惜しんではならない。 

 一日は昼があって夜がある。決して一方に偏することがない。どんな

に人類がふえても、空気、水の質量は変わらない。太陽の熱、光につい

ても、その放射する質量を変えることがない。人間社会は男と女が生存

する。男女の比は常に一定に保たれている。戦争、災害など人々の心が

自己保存、我欲に傾かない限り、男女の比は均等に維持される。人間の

肉体も、休息と運動という循環から切り離せない。夜も眠らずに仕事を

続ければ、肉体的支障が現れ、精神の平衡を失ってくる。すべての生命、

物質は、このように、中道から離れては保たれないようにできている。

悲劇や苦しみは、こうした中道から離れた想念行為があるからである。 

 中道の心は、毎日の生活行為に対して、反省し、反省したことを実践

することから得られる。実践には努力が伴う。勇気がいる。智慧を働か

せば、業の修正は意外に早まるだろう。 

 反省の尺度は、八つの規範がモトである。『正見』『正思』『正語』
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『正業』『正命』『正進』『正念』『正定』である。 

 人の心はこうした規範を尺度として、毎日の生活行為の中で、正しく

修正されて行く。 

 人間の魂は、生き通しの意識である。肉体は時が経てば脱ぎ捨てなけ

ればならない。中道の心にふれると、こうした摂理（ことわり）が明ら

かになり、神の意識である永遠の安らぎを保つことができよう。 

 意識が拡大すると、宇宙を型どっている太陽をはじめとした星星（惑

星群）が、すべて自己の意識のなかで回転し、そうしてその中で呼吸す

る一切の生物は、我が肉体の一部であることに気付く。 

 人は宇宙大の意識を持って生活している。肉体にその意識が小さく固

り、とどまるために、宇宙大の自己を見失ってしまうのだ。 

 小さな人間になっても、神は、人間の生存に必要な環境を与えている。

もだえ、迷い、地獄に身を焼く人間に対しても、神は、辛抱強く、救い

の手を差し伸べている。太陽を与え、水を与え、空気を与え、土地を与

え、食べ物を与えている。我が子の行く末を案じぬ親がないのと同じよ

うに、神は人間に、無限の慈悲を与えている。 

 人間は、その慈悲に応えなければならない。応えることによって、人

間は神性の己を自覚するのだ。 

 神は平等を旨としている。その証拠に、太陽の熱、光はあまねく万生

万物平等に照らし続けている。差別することがない。人間社会に階級が

生まれ、貧富が生じ、競争意識に心が翻弄されることは、神の意に反す

る。能力の別、力の相違、得手不得手は、すべて努力の所産であるが、

しかしだからといって、神の子の人間に、上下の差別をつくる理由には

ならない。 

 人にはそれぞれ太陽系の姿と同じように、役割がある。人間の五体に

も胴があり、手足があり、頭がある。それぞれがその役割に応じた務め

を果たすことによって、太陽系が保たれ、五体が満足に動いて行く。 

 中道に接することは、己を知る、もっとも早道な方法なのである。 

 人類の歴史は、己を知ることよりも、我欲を満たすための歴史であっ

た。闘争と破壊は、そのために繰り返された。己を知り、人間の目的を

悟れば、現象界の小さな自分に、心を奪われることがなくなる。 

 人々は苦界からのがれようと、さまざまな信仰を持っている。肉体を

痛め苦行を積めば救われる、自己が発見できるとしており、また拝めば

功徳がある、祈れば安穏の生活ができると信じている。 

 大きな間違いである。苦行は、肉体に心をしばり、祈ればよいとする

他力は、人間の神性を失わしめる。何れも片寄った信仰である。 
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 中道の神理は、神に通じたウソのつけない己の心を信じ、八正道とい

う生活行為を為して行く所にある。真の安心は、自己満足や逃避ではな

い。自分の生死を見られる自分が確立できてこそ、安心というものが得

られる。 

 人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を

調和させ、自己のおかれた環境を創造して行くものである。神から与え

られたその肉体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足する

ものでもない。 

 世はまさに末法である。 

 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に沈殿している。 

 この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲

に、めざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、

正法を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう』 

 

 かつて主には、金沢にお見えになられたとき、お導きくださいました

通り、今から三年前、主の大いなるお計らいにより、会社用地は市から

の要請により公共用地として譲渡し、まさに天のお計らいならん、と思

われるような鮮やかな手際のもとに総てが円満に手続きも完了いたし

ました。私と家内は、誠にご無礼ながら天のなさるみ業を息を凝らし、

瞬きもしないで、じーつとその経緯は如何と眺めていましたが、まさに

天空を駈ける光の天使により一瞬のうちに処理されたような、目を見張

るばかり鮮やかな人智にはない手際であったように思わせていただき

ました。 

 二十数年余りの間、この地において事業を通し自己確立の修行して来

た私にとって、いわば霊地とも言える用地が如何ように処理されるのか

と思っていましたが、僅かの間に元の広場となりその面影は跡形もなく

なってしまったことは、かつて主には、当地で一夜お泊まりになられた

ホテルのお部屋もまた、その後かき消すように跡形もなく取り壊されて

しまったこととも思い合わせ、やはり天のなせる光のみ業と感動いたし

ました。 

 主のお導きにより、お約束の通り、心を裸にした法一筋の人生が始ま

り、既に三年が経過し、それとともに法の光の輪は、一歩一歩地球の全

域へと広がり、また国内においては南は鹿児島、屋久島を経て沖縄まで

広がり、又、去る十月十二日には東海地方の真ん中浜松市に第一回学修

会が開催され、愈々日本列島を北上する意気込みとなってまいりました。 
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 これも偏に、主の大いなるお計らいによることは言うまでもありませ

んが、こうして主のお導き賜った道を真っ直ぐに光に向かって、神を讃

え、主を讃えて、次第に増えて来る同志とともに学び、精進し、伝道し

ていくことの無上の幸せを心より感謝せずにはおれません。 
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【第一回浜松学修会における挨拶（概要）】1997-12 月 

 

 ただいま橋本寿人様よりご紹介いただきました、丸山でございます。 

 ここに主の大いなるお計らいのもとに、第一回浜松学修会が開催出来

ますことは私の心からの悦びでございます。地元の皆様方を始め、遠く

は熊本、兵庫、大阪、岐阜、東京都、埼玉、富山、金沢から多数の法友

のご参加をいただき、誠に有り難うございました。心より感謝申し上げ

ます。 

 ただいまご紹介いただきました私の経歴の中で、一つ抜けていたとこ

ろがございましたので追加させていただきたいと思います。私は、現在

金沢にあります北陸大学薬学部において『人間学』のうち『心』につい

て講義を担当しております。 

 どうして北陸大学にこのような講座が開かれるようになったかと申

しますと、皆様には既にご存じのことと思いますが、かつてのオウム教

事件において、理科系大学の優秀な学生が、あのように多数の人達を殺

しても何とも思わない、心に痛みを感じない、それほど心が荒廃してい

ることが問題となり、理科系の学生に対して人間の生命の尊さを教育し

ないといけない、そういった趣旨のもとに文部省通達が出され、それに

より北陸大学薬学部長の河島先生には、私に委嘱され、地球上では初め

て『地球上唯一の大科学者であられた高橋信次先生が説かれた法』につ

いて、講義させていただくことになった訳であります。 

 皆様は、オウム教の裁判を見られて、あれほど多くの人達を殺害した

前代未聞の犯罪に対して、刑が非常に軽すぎるのではないかと思われて

いると思います。どうしてそういったことになるのかと申しますと、裁

く基準が法律だからなのです。ご承知のように、法律は人間が考えたも

ので、表面に現れた行いしか裁くことが出来ません。 

 しかし、世の中には同じように人をぶっ殺してやりたいと心の中で思

っている人、心の中で殺人を犯している人は多数いると思います。この

事件の彼らもまたそうでした。 

 しかし現代の法律は、犯した行為は裁くことが出来ても、心の中で思

ったこと、心の中での犯罪については問題にしてはおりません。裁くこ

とが出来ないからです。ですから、このような残虐な事件が計画され実

行されたにもかかわらず、これを立件するには非常に限界がある訳です。 

 しかし、真実を一番知っているのはそれぞれ自分自身の心であり、自

分自身を厳しく裁くものは、裁判官ではなく、人間は誰もが他人には嘘

八百言えるが、自分自身には絶対に嘘をつくことは出来ません。その嘘
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をつくことが出来ない善なる心を誰もが持っており、その心、つまり良

心が自分自身を厳しく裁くのです。私たちはやがて死んでこの世を去る

と、その嘘のつけない良心が自分自身を裁き、決めた世界に帰って行き

ます。暗い思いを持った人は暗い世界に、光に満たされた人は光明の世

界に帰っていきます。 

 では何故、良心が裁くのかと申しますと、人間の心は総て神と直結し

ているから自分自身に嘘がつけないのです。つまり、良心は、神の心の

延長なのです。だから、人間は祈る時には、自分の胸に手を合わせて祈

るのです。心の延長の神に祈るのです。 

 その心の正しい物差しが法であります。法とは、神のみ心です。その

神のみ心について説かれた方が、高橋信次先生であります。 

 人間は誰でも眠っているとき、耳元で「馬鹿野郎」と、罵られても気

が付きません。また、大好物を鼻の先にぶら下げられても何の反応も示

しません。耳や鼻や口もあり、心臓を始め肉体の諸器官が生きている筈

なのに、何の反応もなく、また記憶もありません。ところが、朝目覚め

ると、また再び、見えて聞こえます。 

 高橋信次先生には、今日まで地球上で誰もが解明出来なかったこの謎

を解明された、地球上唯一の偉大な大科学者であります。高橋信次先生

は、幼少の頃、原因不明の病気にかかられ、毎夜意識がなくなられると

同時に『もう一人の自分』が肉体から抜け出すことを何回も体験されま

した。それ以来、長年にわたり自然科学を通してこの『もう一人の自分』

を追究して来られました。 

 その結果、人間には肉体の他に『もう一人の自分』がいる。眠ってい

る時はその『もう一人の自分』が肉体から抜け出してしまうため、肉体

はもぬけの殻となるので、感覚が働かない。目覚める時には、肉体に『も

う一人の自分』が戻るので、肉体が正常に働くようになることを発見さ

れたのであります。 

 先生のお書きになられたご著書に『心の発見』神理・科学・現証の三

部があります。神理篇は、かつてお釈迦様が説かれた慈悲について書い

てあります。お釈迦様には、城を捨てて出家された時、妻子を捨てたた

め愛は説かれませんでした。 

 そのため後に、神の命によりイエス様が出られ愛を説かれました。 

 先般、ある大臣が更迭されましたが、あのニュースを聞いた時、私は

直ぐにイエス様とマグダラのマリヤの話を思い出していました。 

 イエス様がある時、旅の途中マグダラを通られました。その村の村長

さんは、非常に名誉欲の強い人だったので、有名なイエス様と顔見知り
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になりたい、家に招いて村人に自慢したいという魂胆で、招き入れたの

でした。 

 心からイエス様を尊敬していた訳ではないので、足を濯ぐ水も出しま

せんでした。物珍しさのため村人が多数窓という窓から覗き込みその光

景を眺めていました。 

 そこへ一人の若くて髪の長い女性が、高価な香油の壷を抱えてしずし

ずと入って来ました。 

 この女性は、この村で身を売るという卑しい生活をしていました。 

 彼女はイエス様の足もとに脆くと、ぽたぽたとイエス様の足の上に涙

を流し、自分の長い髪で拭い始めました。それを見ていた村人は、どっ

と笑いました。そして口々に「イエスはこんな卑しい女のなすままにさ

せている。イエスは大した人物ではない。この女の正体も見抜けない」

と、嘲り笑いました。 

 イエス様は、ざわめきが静まった頃を見計らい、おもむろに 

 『貴方達は、この女性が生まれて今日までの生き様だけを見て、この

女性を蔑み笑っているが、貴方達の殆どは、かつては人の物を盗んだ者

もいるし、人を殺した者もいる。また人を犯した者もいる。一人として

この女を笑える者はいない』と、言われたのです。 

 この大臣についても、私たちは誰一人笑える者はいないと思います。

また、一国の宰相として、一度信任し任命した以上、例え、周囲から如

何なる非難や中傷があろうとも、国家を背負う一人の大臣をも命をかけ

て愛することが出来なくて、どうしてこの国の総ての国民を愛すること

が出来るでしょうか。政治も教育もすべて愛だとお教えいただいており

ます。 

 このように『心の発見・科学篇』は、イエス様の『愛』について書い

てあります。 

 次に、現証篇は、かつてエジプトに出られたモーゼ様の奇跡について、

書いてあります。当時は、無学文盲の民衆に神の存在を分からせるため、

モーゼ様が祈られるごとに主には、さまざまな奇跡を見せて導かれまし

た。 

 奇跡には、病気の治癒、悪霊を取り除く浄霊、物質化現象の三つがあ

りますが、去る九月十四日熊本におけるビデオ講演会でありました金粉

現象は、物質化現象だと思います。これはそこにお集まりになられた人

たちが感激感動されたその大調和がこのような現象をいただいたもの

と思います。 

 これまで地球上では、以上のお三方が神の命により法を説かれたので
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す。したがいまして、神理篇は、慈悲を文により証したため文証といい

ます。また、科学篇は、愛を科学により証しているため理証といいます。

奇跡により証している現証篇は、現証といいます。 

 真に正しい神のみ心を説かれた教えには、必ずこの三つの証が揃って

いなければならないのです。 

 このうち、一つでも欠けていたら、そこには真に正しい神の心が説か

れてはいないのです。そこにあるものは、一人の教祖の思想があるのみ

です。 

 高橋信次先生には、この地球上に既に法がなくなり混乱の極に達して

いるため、お出ましになられた上上段階光の大天使エル・ランティーと

言われるお方であります。あの世では到底お目にかかることは出来ない

偉大な偉大なお方であります。 

 また、お釈迦様、イエス様、モーゼ様のお三方様は、エル・ランティ

ー様の分霊とお聞きしております。 

 

 私は、一九七五年三月八日に初めて、高橋信次先生に大阪でお目にか

かりました。 

 当時の私は、およそ神信心とは縁遠い人間で、神社におられるのが神

様だぐらいにしか思っていませんでした。その私に、それから間もなく

北陸の各地に法を伝えなさい、と言われ、北陸の各地に学修会をつくり

夫婦で出させていただいておりました。 

 当時の私はご著書も満足に拝読していない状態ですから、学修会に参

加するごとにどのような質問が飛び出すか、何時もドキドキハラハラの

状態でした。そのため気休めに、何時も二つのカバンにご著書を一杯詰

めこんでいかないと安心出来ない状態でした。 

 帰りはもう夜半になることもしばしばでしたが、私が車を運転して帰

る訳ですが、家内は「貴方の話は、えーとか、あのーとかばかりで、全

く聞きにくいし、全然法がない。私は横に座っていて恥ずかしいやら冷

汗やらで身のちぢむ思いがする。高橋信次先生のご講演は、立て板に水

を流すように素晴らしい。あーとか、うーといったことは一言も言われ

ない」といったようなことを何時も説教される等、つらい毎日でした。 

 そんなある日、ある学修会で「教えていただいている反省は、非常に

次元が低い。私は奈良の内観所で反省をして来たが、こことは比べもの

にはならない高い次元の反省をして来た。そこは高橋信次先生がご承認

しておられるところだ」と、言われ驚いてしまいました。 

 後日、高橋信次先生に、このことについてお尋ねいたしましたところ、
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先生は一言『そこには法がないんだよ』と、申されました。 

 私は生来悪い癖で、お尋ねして分からなくても分かるまで食い下がっ

てお尋ねしてみようとはしない根性のない人間でした。この時もやはり

そうで、それ以上お尋ねしても『お前が考えることだ』ぐらいにしかお

答えがいただけないだろう、と勝手に思い込み、止めました。 

 その日から毎日夜も昼も何時もかも「法がある。法がないとは何だろ

う」と、考えるようになりました。日が経つにつれ年を経るごとに「こ

のことを心に落とさない限り絶対法は分からない」と、思うようになり

ました。その頃は、一番楽しい時間が夜一人になって机の前に座る時間

でした。法の学習の傍ら「法がある。法がない」と、独り言を言いなが

ら机の上にある万年筆を後ろに隠したり、また前に出して見たり、まる

で気違いのようなことをやっていました。暇さえあれば考えておりまし

た。 

 愈々会員も増え月刊「ほくりく」誌を発行することとなり、その原稿

を書いていた時のことです。それは忘れもしない一九八二年十二月のあ

る夜のことでした。原稿を書きながら時折一服しながらいつものように

やっていた時、ハタと解ったのです。心から湧いて来たのです。『法と

は、高橋信次先生の一言一句すべてが法なんだ。法があるとは、高橋信

次先生の教えに基いて勉強しているところだ。法がないとは、高橋信次

先生の教えだと言っていても話している人間の考えに基いて勉強して

いるところだ』と、いうことがやっと心に落ちたのです。 

 あの日から何時の間にかもう七年の歳月が流れておりました。 

 それから間もなくして、次第に自分の心に異変が起きていることに気

付いて来ました。それは、学修会で誰かが質問をされようとすると、そ

の人がまだ話さないうちに、質問の内容とさらにその答えが私の心に用

意されるようになったことです。また、相手の方に対して、自分の意識

の集中の度合が深くなって来たようにも思うようになりました。 

 このようなことで、長年の間持ち歩いていました二つのカバンはもう

要らなくなりました。 

 それから次第に法が消えつつあるように思われ、やがて西の方に出向

いていかねばならないと思うようになって行きました。九年程経った年

の終わり頃、ちょうど私の思いと合わせたように大阪より心ある方々が

見えられ、「大阪で勉強会をさせていただきたい」というお申し出があ

り、それから翌年三月まで毎日毎夜自分の心を磨く精進を主にお誓い申

し上げ、ちょうど法があることの意が心に落ちた年から十年目に当たる

一九九二年の三月八日に大阪府堺市に出させていただいたのでした。 
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 その日から少し前になってやっと気付いたことですが、その三月八日

は、かつて私が、高橋信次先生に初めてお目にかからせていただいた十

年前の三月八日だったのです。しかも、高橋信次先生には、それより二

十一年前の一九七一年六月、やはりこの堺市のしかも隣のビルにおいて

西では初めてのご講演をされたのであります。 

 大阪に出させていただいてから五年目に、日本列島の最南端鹿児島の

地に出させていただき、福岡に続き熊本とわずか七ヵ月足らずの間に

次々学修会が開かれるようになりました。 

 そして今回、東日本では初めての、ご当地浜松市におきまして学修会

が開設されるようになった次第でございます。 

 次に、これからどのような学修をするのかについて、申し上げたいと

思います。 

 まず、法の教科書として、私が書きました「はじめての人に」の通り

に、『心の発見』『人間釈迦』を毎日、必ず拝読してください。そして、

解らない所がありましたならば学修会でご質問してください。次に、ご

著書に書かれていることを一つでも毎日の生活の中に生かして行くよ

うにしていってください。その生かし方について、解らないことがあり

ましたならば、やはりこの学修会でお話しくださり、それに対して私が

お話し申し上げる、それを持ち帰ってまた生活に生かして見る、その体

験を再び学修会で発表していただく、指導を受けるというふうに進めて

行きたいと思います。 

 皆様の前で自分の体験を話す訳ですが、私たちはこの世を去ると、あ

の世で光の天使から『貴方は何をして来られましたか』と、聞かれるそ

うです。大抵の人は、子供を大学へ出した、子供に立派な家を建ててや

った等と言われるそうですが、『そうではなく、他人に対して何をして

来ましたか』と、聞かれるそうです。 

 いずれあの世に帰った時、心を裸にしなければならない、そのための

訓練としてこの学修会では、マンツーマン方式の勉強をしていくのであ

ります。 

 昨日、大阪で学修会がありましたが、ある方が、「現在私の主人は新

興宗教の教祖をしています。私は、そのことに疑問を持ってここに来ま

した。自分の体も非常に不調和です」と、堂々とお話しされました。も

しもこんなことが回り回って信者さんの耳にでも入ったら、それこそ大

変です。 

 しかしその方は、法を信じられ、自分を投げ出して、自分の家族を始

め信者さんをも救わんとされておられるのです。 



866 

 

 その方から、素晴らしい金色の後光が出ているのを拝見し、この方は

神により守られているため、そのような厳しい環境にもかかわらず、大

した障害を受けてはおられないことを解らせていただきました。だから、

今日数多くある宗教等の中から、特にご縁があって私たちの学修会にご

参加され、このような心を裸にしての勇気ある発表をされた愛豊かなお

心が強く伝わって来ました。 

 私はこの方に対して、「貴方は非常に勇気のある方です。これからは

益々貴方は守られて行くことでしょう。何も恐れることはありません」

と、申し上げました。 

 このように何時も心を裸にして自分の心の内を語られる人は、総て救

われて行きます。 

 皆様におかれましては、まず『心の発見』と『人間釈迦』を精々何度

も拝読してください。 

 これで私のお話を終わらせていただきます。長時間ご静聴有難うござ

いました。 
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【1998 年分】 

【正法と常識】1998-01 月 

 

 千里の道も一里からという言葉がある。その意味は言うまでもなく、

千里の道も一歩一歩歩いてやがて千里に到達する、ということではなか

ろうかと思う。 

 正法もやはり同じだと思う。これまで生きて来た自分流の思いや行い

を正法に帰依したからといってそう急激に変えられるものではない。や

はり何事も一歩一歩努力して、その努力に相応した結果を得ることが出

来るものだ。 

 しかし、これも一つ決意をして、意識を一歩一歩の中で思うこと、行

うことについて、法という物差しで正しい生活に切り替えていく努力を

していかないかぎり、何時まで経っても少しも変えることは出来ない。 

 しかし人間というものは不思議なもので、年月が経つと何時の間にか

自分自身が自然と変わっていっているような錯覚をすることがある。そ

れは、特に常に学修会に参加して回りの人たちの話を聞いていると、自

分も何か解ったような思いがするようになり、そこから出てからもその

延長の思いを引きずっていることがある。 

 しかし、自分自身の心を変える不断の努力を積み重ねない限り、何時

の間にかはない。正法の世界は、そう簡単にはいかないのである。 

 その不断の努力は、いきなり、正しく見る、正しく思う、正しく語る

ではない。 

 もしもそこからはいっていった人は、おそらく総てが、途中からムタ

ムタの混乱した状態になっていくものと思う。 

 私は日々多くの人たちにお目にかかるが、その中でいろいろな癖とい

うか、人それぞれの見方や、聞き方や、考え方や、行い方を持っている

ことに気付く。 

 肝腎要の言葉が消えている言葉を出して、後のつなぎは、お前が考え

ろ、という人もあれば、クイズではないが、あたかもクイズを通して当

方が逆にテストを受けているような人もいる。そうして、どうだ解った

か、というのに至っては、目を白黒するばかりである。 

 そういった家庭では、夫婦のどちらかが原因でそういう状態になって

いったのか、または、二人ともがそういう家庭環境で成長したために、

結婚してもなおその延長線上にあるようだ。それは、足もとから順番に

話の山場にいたり、やがて結論につながるように、しかも一駒一駒相手

が理解出来たか、どうか確かめて進めていくことが常識と思うが、そう
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いった人の多くは、いきなり自分が感激したところからか、または自分

が一番いやな思いをしたところから、話にはいっていくのだ。また、一

番最後の結論から話し始めて、後はお前が適当に考えろ、という人もい

る。 

 つまり話が順序よくつながっていないのである。ところどころ虫食い

のように飛んでいる場合もあったり、また都合のよいさわりだけをつな

げた話をする人もいる。 

 きっとそういうそそっかしい人は、ところどころしか聞いてはいない

のではなかろうかと思うことがある。 

 私は幼少の頃より父の友人がよく遊びに来て、何時も大人の中に飛び

込んで話を聞いたり、あるいは話したりする機会が多かったために、比

較的話し方について訓練されて来たようであった。そしてさらに就職し

てからは、とかく客商売であったため、あらゆる階層の人と話し合う機

会が多かったので出来るだけ相手に解りやすい話し方に努めて来たこ

とが良かった。そしてさらに同じ勤め先で、学識経験の高い人や私のよ

うな低い人たちが、人事異動により全国的に入り混じって長年にわたり

同じ釜の飯を食べて来た環境で育ったため、そういった面では非常に有

難い学修の機会をいただいて来たように思う。 

 それが小人数の職場や、とりわけ内輪だけの環境での職場等で育つと、

やはりどうしてもその家庭のレベルのままでの人間形成で終わってし

まう場合がある。 

 親子夫婦というものは、皆それぞれ生まれた環境で身に付けたものを

引きずっている。 

 ある会社の仲間同志の話だが、ある男性が、ある時仲間の女性に言っ

た言葉である。 

 「あんたは何時も私がまだ帰宅しない時、電話をして来るのでその都

度家内が迷惑がっている」 

 その話を聞いた女性も女性だと思った。 

 もちろん電話をしてくるのは、好きなために電話をして来るという類

いのことではなく、仕事上のことである。 

 ここまで読まれても、一寸その意味が飲みこめないかも知れない。先

ほどから講釈している者、私自身にもやはり中途からの話をする癖があ

るようだ。どうも、初春早々からアルツハイマーになったかな。 

 この二人の関係者のどちらも私にはおかしいと思われて仕方がない。 

 だって、この男性は、奥さんから「あの人おかしいわね。貴方のいな

い時に限って電話をかけてくるのよ。失礼ね」と言ったかどうかは知ら
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ないが、言ったのだろう。いや、きっと言ったに違いない。そうしたら

旦那は奥さんに対して、「その女性は仕事上の急用で、私の帰宅時間が

解らないまま、たまたまそういったことが重なったんだよ。今度電話が

かかった時、家に帰宅する時間を言ってあげといて」と、教えてあげれ

ばことは簡単に終わってしまった話である。 

 しかし、そのご夫婦の話を想像するに、きっとその奥様はご主人様に

「忙しい時に何時もかもよ」と、言ったに違いない。そこで恐妻家の旦

那様は、奥様にそういった教育をしなかったのか、あるいはその旦那も、

やはり奥さん同様、この女性がおかしい、もしくはけしからんという思

いになり、奥様が言った言葉をそのまま相手の女性に言ってしまったの

ではなかろうか。 

 そこでこの旦那は、ここで二つの失敗をしてしまったのである。しか

も子供でも解る平易な常識のことでである。 

 一つは、奥様の未熟な失敗を止観しないまま話したため、奥様の常識

から外れた恥ずかしい部分を世に公表してしまったことである。またも

う一つは、自分自身が、妻を教育しなければならない常識を知らないこ

とを公表し、しかも相手を非難したことは誠に誠に愚かしいことであり、

時には物笑いの種になる問題を作ってしまったことだ。 

 つまり、内輪だけでとどめるべき問題なのか、相手に言うべき問題な

のか、常識的な判断が出来なかったのである。とかくこういった失敗を

する夫婦は、二人とも揃って子供の時から両親に教わることが出来ない

環境にあったからに違いない。誠にお粗末でいたわしいことである。 

 またもう一方のくだんの女性は、仕事のことで電話をかけたにもかか

わらず、「何時も大変お世話様になっておりまして……」といったよう

な奥様の言葉もなく、むしろ馬鹿げた非難を浴びせられたことにも、深

く傷つかなかった、というよりも、相手の言動の何処が常識から外れて

いるかを知らないでいた。何とも笑うに笑えぬ話ではないだろうか。 

 もしもこういった二人が夫婦になっていたとしたら、やはり同じよう

な常識のないご夫婦になっていたのでは、と思い苦笑いした次第である。 

 今日まで、長年にわたりお世話役の養成教育係をしてきたが、なかな

か難しいと思った。だってこの世界に集まる人たちは、学識の程度もバ

ラバラだし、また生活している環境も異なるし、ましてや生まれ育った

環境も皆それぞれ違うのだから、いきなり八正道というわけにはいかな

い。やはり常識、礼儀、報恩感謝といった所からの教育からしないと、

育たない。 

 それもやっとどうにか仕込んだと思ったのも束の間、退会したいとか、



870 

 

あるいは結婚したとか、ということでなかなかうまく揃って養成出来な

い悩みを長年引きずって来た。 

 その養成が済むと、今度は事務の経験のない人たちに対しての教育で

ある。こうしたことを長年にわたり手塩にかけて一人前の世話役になっ

ていただくための教育係をして来たが、正法の世界にもいろいろな分野

があることを大方は知ってはおられないと思う。 

 また、お世話役だけの業務打合せをこれまで何年にもわたって見て来

たが、始め大方の人は、かしこまって法から外れないように気を付けて

話に入るのだが、そのうち自分の意見に力が入るあまり、もう何時の間

にか正法言葉ではなくなり、自己主張の論争集団となってしまう。そし

てそこで自分の言い分が通らなかった人は、翌日回りの人たちに愚痴っ

て歩く。その愚痴は理解者を求めて遠く関西にまで飛んでいったことも

あった。またそれを聞いた人は、また一回り大きく聞いてしまったよう

だ。 

 そのうち私は、もう一人前と思っていたことが間違いであったことに

気付いた。そして次からは、必ず私自身が必ず会合に参加して、その話

し合いをじっと聞いて、一人一人の思い方、または話し方について、法

があるか、法がないかを審判することにした。 

 そうしたことで、私は貴方よりも遥かに先輩よ、というような雰囲気

や、知ったかぶりの態度などが無くなり、非常に次元も高まっていくよ

うになった。 

 しかしそのうちにまた異動があったりで、その体制は何時までも同じ

陣容のまま進めないため、時折入れ替えたりすると、またまた始めから

養成教育をしなければならないという繰り返しの人生が二十年も続い

て来た。即ち、「待つ」という愛の修行の機会をいただいたように思う。 

 教育係といっても、この教育係の上にまた教育係がいなければならな

いような、ムタムタというよりもモタモタ人間がなっているのだから、

そこにも大きな原因が大いにあったことは間違いないことだ。 

 現在海外の伝道担当と国内における伝道の担当、『ひかり』誌の校正

を含めての監修もまた私の担当業務である。また毎月の『ひかり』誌に

載せていただく原稿書きも、いただいている仕事である。それに手紙、

ＦＡＸ、電話による個人指導、また毎月金沢における月四回の学修会、

鹿児島から熊本、福岡、大阪、浜松、富山の学修会に参加、また毎月拙

宅で二回開催しているビデオ講演会の後の学修等、毎日毎日朝から夜遅

くまで電話とＦＡＸとが鳴り響いている。その中にあって狭い我が家を

飛び回っている現状である。 
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 法に触れてから今日まで私は一つ大事にしていることがある。 

 それは、私を訪ねて来てくださる方との出会いの日時のことである。

私は、来られる方はどなたであろうが総て高橋信次先生が、この私の修

行のためにお与えくださっている方だ、という思いのもとに、その来ら

れる日時は、事前に他の方との約束がある場合を除き、総てにおいて来

られる方のご都合に合わせよう、それが謙虚に学ぶ姿勢ではないか、と

思い、二十数年間実行して来た。これが今日私の心の精進に非常に役立

ったように思う。 

 素直な心造り、謙虚に生きる心造り、自己中心的な自分を変える心造

り、常に、主にお仕えする、法に生きる心造り等の学修の機会を長年に

わたりお与えいただいたことを心から感謝したい。 

 そしてそのような機会があったれぱこそ、法の学修と伝道の有難い実

践の場を幾多お与えいただいたことを感謝したい。 

 人の一生は、七十年、八十年ではない。人の生涯は、一日とお教えい

ただいている。 

 この一日のうちに何を思い、何を行うのか。行わねばならないのか。

それはじっくりと我が耳を心を澄まし、今日というこの神の時に意識を

集中しなければならない。 

 過ぎし人生を静かに振り返り、細かく細かく細部にわたって思い直し

て見る。悔い改める。人間として神の子として、果たして良かったのか、

正しい心安らぐ生涯であったのか。 

 人との前に我が家庭に愛を満たしたか。回りの人たちの平安を祈った

か。 

 一番大事な大事なことは、主に対して、お心にもとることはなかった

か。報恩感謝の念を捧げることと愛の行いは実行したか。主を讃え誓い

を果たしたか。 

 神に怖れをいだいて生きたか。神を讃えて生きたか。人々を愛したか。 

 

 お与えいただいたこの年もまた、とぼとぼと一歩一歩を大事に歩きた

い。 

 心正しく、心清らかに、心明るく、しかも己に厳しくありたい。 

 人の足を洗わせていただく心を大事に生きたい。 

 一時も同じ姿でない流れ行く雲を仰ぎながら生きたい。 

 お陽様とお話ししながら今日という道を歩みたい。 
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【高橋信次先生の年頭所感を拝読して】1998-2 月 

 

 世紀末を迎え、昨年来我が国を始めアジア各国が未だかつて経験した

ことがないような大金融危機による経済の大混乱に遭遇しています。 

 そのような環境の中で、新しい年一九九八年を生きる正法者としての

心の在り方について『ひかり』誌一月号の初めに『人々の心に神仏の光

を』というお言葉をいただきました。 

 愚昧な私は、このお言葉を浄書させていただきました時から幾度も拝

読してきましたが、なかなかその深いお心が解らない儘、ずうっと二月

号『ひかり』誌の表題の原稿作成にとらわれながら過ごしておりました。 

 これまで発行された百八十一号の月刊誌に、長年にわたり毎月拙い原

稿を書かせていただいてきましたが、何時もこの原稿書きの時にはその

都度自分なりにあらゆる心づくりを努力して来ました。 

 この原稿書きだけは、随筆のような自分の思ったことや行なったこと

は何でも書けば良いというものではありません。そこには、偉大な偉大

な主がお悟りになられた厳然とした法という偉大な基準がなければな

りません。その法が、前の月よりももっと深く厳しく正しく実践体験し

たものでないと書くことが許されないのです。誰に許されないのかと申

しますと、我が心が許さないのです。 

 ですからこの原稿作成が終わるまでは、寝ても覚めても何時もかも自

分の心の精進に引っかかって来ました。 

 大阪から帰った十二月の或る朝、私は突然急激な目まいのため起き上

がることが出来ず、これは一体どうしたものかと、何度も起き上がろう

とするのですが、どうしても起きることが出来ませんでした。 

 それから改めて、今自分の心は何に一番とらわれているのか、反省を

いたしました。 

 一番先に心に浮かんだことは『己の心に正直でない。神仏にうそをつ

いている』ということでした。 

 その次に『物にとらわれている。その分心を失っている』ということ

でした。 

 今から約四年前、二つの会社による修行を一応終えさせていただいた

のですが、日々の学修会で、「今日の経済危機を如何にして乗り越える

か」についてご質問があったりする中で、日々の経済の動きに心を向け

るようになり、そのうち自分自身も何時の間にか深く経済の動きにとら

われているようになっていました。 

 『心こそ永遠であり、物はこの世限りの無常なもの』と、あれほど厳
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しく学ばせていただき、またこの自身も学修会の都度叫んで来たのに、

かつてない経済の激動を目の当りにするあまり、刻々変動する金融の激

変に、世界的な政治、経済の動きに深くとらわれるようになって行きま

した。 

 『わが国は今後どうなるのだろうか。このまま進んだらどうなるのだ

ろうか。自分の経済は果たしてこのまま法を叫んで行くことが出来るだ

ろうか』といった思いに深くとらわれ、何とかこの世を去るまでの間、

各地に出向かれるように自分自身の経済の安定にも心を向けねばなら

ない、ぼやぼやしてはおられない等と考えるようになって行きました。 

 昨年十一月の初め頃、この『年頭所感・人々の心に神仏の光を』につ

いて浄書させていただきながら、一字一字目を見開き心読しながら書か

せていただく緊張感の中で、かつての過ぎし日々の緊張感に思いがつな

がって行くように思われ、今現在の自分の心が、緊張感に欠け非常に怠

惰になっていることに気づき始めました。 

 今から数年前までの二十数年間にわたる会社経営の厳しい苦難の

日々が我が心によみがえって来たのです。その頃の自分の心から見て、

今の自分は、自分に対して非常に甘くなっていました。 

 それは現在置かれている環境により、何時の間にか心が不沈艦になっ

ていたのでした。数年前、主によりお救いいただいて次第に経済的な厳

しい環境から遠のいたため、心までが堕落してしまっていたことに気づ

き始めました。 

 経営者のように刻々変化する経済活動の中に身を置かなくとも、生き

て在る以上やはり同様に『心の面』では厳しい環境に在ることに何等変

わりがないのに、その心を見失った思い方に、もう既に『ものにとらわ

れてしまっている自分』を発見したのです。 

 切った張ったの経済活動のど真ん中にいなくても、天は一人の人間の

心次第で、生かすも殺すもいと易いことであるのに、我が心は何時しか

天を怖れて生きることを忘れ、お金という『もの』にとらわれ、心の底

までそれに縋り付いてしまい、会社経営から離れたから『もう大丈夫や』

という安楽の泥船に乗り『あぐら』をかいていたのでした。 

 考えて見ると、自分がすべてを委ね『ああー、安心や』という不沈艦

たるや、ただ吹けば飛ぶようなこの世限りの経済にゆとりが出来たとい

う愚かな物によるものであったということでした。 

 全く風前の灯のような、今にも切れてしまいそうな一本の細い細い糸

にぶらさがっているようなものだったのです。 

 長年物に不安のない太い鋼鉄製のロープよりも、もっともっと永遠に
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心に不安のない強靭な『神理・法』というロープにつながって生きて行

くことこそ、真の神の子としての道であることを改めて気づかせていた

だいたのでした。 

 それは、今現在、折角帰依させていただいた法に沿った生活を正しく

実行していくことであります。 

 そのためには、まず嘘のない生活が一番大事とお教えいただいており

ます。高橋信次先生のご講演やご著書の中には、幾多、『うそのない生

活の実践』ということをお教えいただいております。 

 しかしながら私たちは、誰もが幼少の頃より『嘘偽りはいけない』と

聞いたり、あるいは教えていただいてきましたが、永年の人生の中で、

いつの間にか自分にとって都合のいい『ウソも方便』等というような言

い訳言葉に心があやつられ、あるいは心がその時々の自分の貧しい思い

に負けてしまい、もう平気で嘘八百を言うようになってしまっているの

でした。 

 ひどい時には、嘘が当たり前の情けない心に落ちぶれてしまっている

のでした。ですから、その吐いた嘘の積み重ねの心の汚れにより、自分

自身の良心がもう痛まないような「ご重体人間」になってしまっている

のでした。 

 これまでの私は、神に対してまた主に対して『明日からは絶対にこれ

これを実行します』『します。します』とお誓いをしたにもかかわらず、

その誓いの後から次々その誓いを破っている自分でした。 

 つまり法に帰依させていただいたということは、両親、善良な心、自

分の心の中では最も神に近い心の中に生きることが当然なことである

のに、法に帰依する前と同じ知と意の世界、つまり善と悪のこの世的な

偽我の世界に生きているという、神と主のみ心を冒涜している生き方を

していたのでした。 

 このようでは第一、神に対して、主に対して、畏敬の念で生きねばな

らないのに、み心を踏みにじるような普通の人間にも劣るような者でし

た。 

 私は必死になって心からお詫び申し上げ、悔い改めさせていただきま

した。 

 そして改めて、主よりいただきました『年頭所感・人々の心に神仏の

光を」を拝読させていただき、次のように思わせていただきました。 

 

 一人一人の法帰依者に対して 

 『日々すべての生活に法を実践するための最大限の努力をしているか』 
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 『己自身に足ることを悟り、自発的なしかも積極的な実践活動をして

いるか』 

 『日々出会う人々の心に愛に満ちた神理の光をふりそそいでいるか』 

 『世界の人類が一つの心になって手をつなぐよう法を叫んでいるか』 

 

 『血と汗を流されて説かれた神理の種を絶対に絶やしてはならない』 

 『貴方たちは神理の種蒔きを約束した使徒であることを忘れてはなら

ない』 

 『会員たるものは正法伝道の先陣をきって使徒たる自覚の中により己

の魂を浄化し、菩薩心を具現することが重要である。菩薩心は返礼を求

めない』 

 

 お世話人に対して 

 『法のもと類は類を呼ぶ法則に従って、光の天使の意志によって私た

ちは集まって来たのである。更にその使命を持った人々もあらゆるとこ

ろから参加して来るであろう。 

 そのためには、縦横からなる完全な人々の心の調和によるつながりを

つくらなくてはならない。 

 縦横の交差点こそ神理の会、核分裂の中心でなくてはならない。この

要になる使徒達は、神理の不退転を悟り、実生活の中に溶けこんだ実践

家でなくてはならないのである。 

 なぜならば、実践生活に応用されないものはもはや架空の空論にしか

過ぎないことを悟らなくてはならない。 

 絵に書いた、おいしそうな林檎では、口に入れることもできないのと

同じである。 

 神理は実生活に生かしてこそ平和と安らぎの心の糧となることを悟

らなくてはならない。 

 即ち心と行いの調和こそ、人類に課せられた神意であることを悟った

なら、実践第一と己の心に銘記しなくてはならないのである。 

 現代社会に足らぬ物は、心の不在であり、心の不在が、両極端の思想

を生み出したのである。 

 人類の永い歴史が、仏教やキリスト教の神理に厚いほこりを積もらし

てしまったのである。 

 自我我欲による、心を失った人々によってそれは、作り出された厚い

「ほこり」なのである。 

 このほこりを、払いのける仕事も、なかなか大変なことであり、忍耐
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と努力によって神理の光を己の心として、世の人々の心に問わなくては

ならない。犠牲を恐れず勇気をふるって、多くの荒れ果てている心の耕

地に神理の種を蒔きつづけなければならない。肉体を持って生活してい

る人々は、神の子として、八正道の実践、中道の神理は、己を悟る当然

の修行なのである。そして、人々の心の苦しみを取り除いてやることだ』 

 

 最後に 

 『今年は一人でも多くの人々に、神理の道を教えて、不退転の基礎を

築きあげよう。あらゆる困難を打破して、迷える人々の心に明るい神仏

の光を、慈悲深く与えよう。 

 小さな種も、いつの日か地球上を覆うことが出来よう。 

 そして前進の中にも一歩さがって反省し己に厳しく、他人に寛容の心

を持って神理の殿堂を築いて行こう』 

 

 今日ただ今から、己に厳しく、うそのない愛の世界に生きる努力をし

ましょう。 

 そして法を参考としないで、生活の中に生かす実践をしましょう。 

 会員各位の平安をお祈りいたします。 
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【法に生きる私たちの使命】1998-3 月 

（この稿は、一九九七年末最後の崎浦地区学修会におけるお話を要約し

たものです） 

 

 このたびは『過労』ということでドクターストップをいただき、九州

地方における今年最後の学修会を休ませていただきました。その節は、

皆様方に大変ご迷惑とご心配をおかけしまして誠に申し訳ございませ

んでした。お陰様でこのように大変元気にならせていただき有り難うご

ざいました。 

 今日、各地より『これからの日本はどうなるのか』という質問が多数

参っております。それほど今年は事件の多い年でありました。 

 年の始め日本海におけるタンカーの重油流出事故に始まり、バブル崩

壊の付けによる金融危機により銀行や証券会社ならびに大企業の倒産

が相次ぎ、我が国の政治経済は非常に混乱しております。 

 この儘では、日本は沈没するのではないかと世間では騒がれています

が、日本は絶対に沈没しません。 

 何故なら今生、高橋信次先生には、特にこの日本を選ばれ、法を説く

地球上の拠点とされた地であり、沈没するような不安等あろう筈があり

ません。 

 それだけに法に帰依した私たちの責任は重大なのです。しかし私たち

は法を学んだだけでは、その責任を果たすことは出来ません。法を学ん

だらそれを生活に生かす実践努力が大事です。 

 主には、法を命がけでお説きくださいましたにもかかわらず、私たち

が己を作る実践努力と伝道をしなければ、日本は沈没を免れることは出

来ません。 

 今世紀も後僅かで終えようとしておりますが、今世紀における人類の

心の歪みがこのような形となって現れているのではなかろうかと思わ

せて頂いております。来る二十一世紀は、物中心の時代が終わり、心中

心の時代になるものと思います。それだけに心ないものと心あるものの

移り変わりの時が今日ではなかろうかと思います。 

 今日私たちは法に出会い、今ここに集まっております。それも、上上

段階光の大大天使がこの世にお出ましになられた時と同じ時期に出さ

せて頂き、法に触れさせていただいているのです。このような有難い幸

運は、永遠の転生輪廻の過程において二度と無いものと思います。その

ような大変大変幸せな機会を今私たちは頂いていることを先ずしっか

りと心に刻み込んで頂きたいと思います。 
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 この有難い唯一の法縁に出会うことは、ちょうど三千年に一度咲くと

言われる『うどんげの花』にも似た、千載一遇の絶好の好機に巡り会え

ているのです。 

 こうした折角の有難い法縁を生かすため、法に帰依し法の学修と実践

を精進努力することは勿論のこと、さらに一人でも多くの人々に法によ

りお救い頂いた悦びの体験を叫んで歩かないと、この世を去った時には、

神との約束を果たさなかったため、地獄に落ちます。 

 やがて厳しい地獄での修行を終え、天上界よりこの地上界に出られた

時には、もう既に法が消えてしまっている時代、即ち末法の時代に遭遇

することになります。こういう人はひんぱんにこの世に出て来れない方

で、出て来た時には、もう法を説かれた光の大天使は既に天上界にお帰

りになってしまって大分年月が経過してしまっている。だからお説きに

なられた教えは、後の人たちによって都合のいいように変えられてしま

っている。即ち、法のない時代になっている。 

 こうした時代、末法の時代に出てくるともう神や仏というものが信じ

られない、また教えにも出会えない、従ってその時代の人々は、肉欲に

とらわれ、物質欲を満たすことが最大の幸せと思って、多くの苦悩を心

に積み重ねてあの世に帰る。そして再び、その積み重ねた苦悩の次元の

地獄に落ち、ここでまた何百年、何千年の間かかってやっと心を修正し

て再びこの世に出る機会を頂き、この世に出て来るのですが、またその

時も既に光の大大天使には天上界に帰ってしまっておられる。また今度

も、教えにも出会えず、神や仏も信じられない儘、あの世に帰り、また

地獄で何百、何千年もかかるようなことになり、絶えず光の大大天使と

は入れ違いのような形で、何時までも法に出会うことが出来ない、また

法を信ずることも出来ないような魂に成り下がってしまうようであり

ます。 

 だから私たちは、今世、高橋信次先生といわれるこの世の御名前の、

あの世では絶対にお目にかかることも出来ない、またお声を聞くことも

出来ない、上上段階光の大大天使、主といわれるお方にお出会いさせて

いただいているということは、大変な幸運なことであり、本当に本当に

言葉では言い表すことが出来ないくらい、大変幸福なことであります。 

 主といわれるお方は、過去、現在、未来を自由に見通すことが出来る

悟られた方です。 

 また、この世では地球上唯一の存在であられる大科学者であられ、か

の著名なアインシュタインが説かれた相対性理論の間違いを指摘指導

されたことをお聞きしております。 
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 さらには、かつてこの世に出られて法を説かれたお釈迦様やイエス様

がお説きになられなかった、心の断面図によるご説明や天上界の仕組み

もお説きになられたのでございます。 

 世の中には、「神や仏は信じられない。神や仏などあるものか」と言

っている人がたくさんいます。そのような人たちは、そのような想念の

ままあの世に帰ります。 

 神や仏は無いという想念の世界にばかりいますから、よけい信じられ

ない、また、たまにしかこの世に出て来れないということになるのであ

りましょう。 

 法に帰依させて頂いた時こそ、法により自分の心を高める努力をし、

また来世も法縁が頂けるよう、何としてでも光の在る自分にしてあの世

に帰らねばなりません。そのために現在ただ今生まれて来ているのです。

その目的を忘れてはならないのです。それだけに法縁に出会うことは非

常に難しいのです。 

 私は、かつて高橋信次先生からお導き頂きました通り、数年前、二つ

の会社による修行の機会を終えさせて頂きました。私が長年にわたりお

世話になった一人の著名な方がおられるのですが、その方は法に触れて

はおられない方ですが、その方にある日お目にかかりましたところ『丸

さん、貴方は本当に不思議な人や、まるで後ろに神様が付いているよう

な人や。全く神様にしか出来ないような、良い時期に事業を止められた

ね。今事業を抱えている人たちは皆資金繰りで大変な思いをしている』

と言われました。まさにその通りだと思います。 

 しかし現在法に帰依しておられる会員の中で事業を経営しておられ

る方は沢山おられますが、皆忙しいと言っておられます。商売が繁盛し

ているのです。世間では「運がいい」とか申しますが、運がいいのでは

ないのです。「正しく生きているから」当然の結果なのです。私たちは

「正しい法」を学び精進努力をしているから、その努力に相応した結果

を頂いているのです。 

 かつて私は、将来総理になるという有名な政治家と会食したことがあ

りました。その時何か質問をしろと言われるので「貴方は将来総理にな

られる方だとお聞きしておりますが、正しいということについて、どの

ように理解をしておられますか」と質問をしたのですが、その回答はあ

りませんでした。 

 『正しい』とは『一』書いて『止』です。思うこと、行っていること

を、一寸止めて、法という物差しによって正しいかどうか点検すること

です。正しいとは『調和』とも言いますし、また『愛』とも言います。
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法とは、神仏のみ心です。神仏のみ心とは、あの太陽の光と熱のように

生きとし生きるもの総てに対して、永遠に片寄ることなく平等に、変わ

ることなく、不動でしかも月末に一円も請求しない無所得で与え続けて

いる大慈悲のお心です。 

 私たちは皆常に幸せになりたいと思っています。幸せを求めるあまり、

多くの人たちが宗教に走っています。しかしお賽銭を集めるようなとこ

ろには絶対に法はありません。そこにあるものは、教祖の説いた一人の

人間の思想があるのみです。 

 かつて、お釈迦様イエス様には、神のみ心について説かれました。そ

の後、五世紀の時代中国に天台智顗という偉大な方が出られ、人の心の

正しい在り方について説かれました。また韻声によって心の調和を計る

方法を説かれました。この方は『次の仏が出られるまで法灯を絶やすべ

からず』と言い残されました。紀元五百三十八年、日本に仏教が伝来し

たと伝えられていますが、それは形骸化されたものでした。八世紀にな

って、最澄つまり伝教大師が中国に渡られ、天台山で学んだ仏教を日本

に持って帰られました。既にご存じのように天台智顗様も最澄・伝教大

師様も皆お釈迦様の分身でいらっしゃいます。 

 今日比叡山延暦寺へ行きますと、案内の僧侶が、我々はご開山が申さ

れた「法灯絶やすべからず」の教えの通り、戦時中は前の広場を耕し菜

種を作り、油を絞って仏壇の灯りを絶やしませんでしたと説明していま

す。このように『法灯』ということの正しい意味すらもう解らなくなり、

形式化されてしまっているのです。 

 言うまでもなく『法灯』とは、心の中に灯された法、または神理のこ

とであります。 

 このように後の人々によって神理は変えられ、曲げられてしまいまし

た。ですから、今生、高橋信次先生の説かれた教えを学ばない限り、『正

しい』ということは絶対に解りません。 

 正しいとは調和です。愛です。愛とは、人を好きになることではなく、

人を生かすことです。人の失敗を許す寛容の心です。相手の足りないと

ころを庇ってあげる補いの心です。助け合う心です。 

 また、思いやりと一口に言いますが、思いやりの心を持つこともなか

なか容易ではありません。 

 何事にも熱中し易く冷め易い、今まで法の勉強に夢中であったかと思

えば、いつの間にか冷めて急に無関心になってしまう。このように両極

端に走る人は、自分中心の思いの強い人で、回りの人たちを思いやる心

には非常に遠い存在の人です。愛の心造りをするには、まず常識、礼儀、
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報恩感謝の心造りから始め、段階を経て謙虚、愛へと進化していくこと

をお教え頂いております。両極端に走らない中道の心が確立してこそ、

初めて思いやりの心が持てるようになります。そのための実践の物差し

が八正道なのです。 

 今私たちは、二十世紀の世紀末を迎えております。未曾有の凶悪犯罪

や前代未聞の大事件が次々発生しておりますが、それらは皆二十世紀に

生きた我々の心の歪みが噴出している姿と言えると思います。そうした

心の膿ともいうべきものを出しながら、我々は今世紀末を迎えているの

です。しかしそうした現象も次第に消えて行きます。そして二十一世紀

は、『もの』から『心』の時代へと生まれ変わっていくものと思います。

二十一世紀は、心の時代なのです。 

 かつて私は、イエス様から直接愛についてお教えいただきました。そ

の厳かな慈愛にみちみちたお言葉に、ただただ涙が溢れ、身を前に伏せ

たまま顔を上げることも出来ず聞き入っておりました。その時初めて

『ああー、自分はこれまで何をしていたのだろう。もうこのような馬鹿

な思いは止めよう』と心から思い、やっと自分の今生の使命を悟り、法

による自己確立と伝道に立ち上がる決意をいたしました。 

 皆さまにおかれましても、頑張ろうと決意をした時が時機到来です。

来年からは、法によって救われた悦び、幸せを一層声を大にして周囲の

人たちに叫んでいってください。そのためには、まず常識、礼儀、報恩

感謝をしっかりと身に付けてください。 

 新しい年は、もっとこの点を厳しく勉強して行きたいと思います。 

 この一年間大変お世話になり有り難うございました。これで私の話を

終わります。 
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【正法と病気】1998-4 月 

 

 最近は、病気を縁として法を求めて来られる方が非常に多く見受けら

れるようになりました。 

 病気は年を追うごとに新しい病気が増えていますが、またその反面、

絶対に助からないとまで言われたガンも、後何カ月までという末期ガン

も昨年あたりから約八十五パーセントが癒されるようになったことを

聞いております。その治療方法を確立された先生は言うまでもなく天使

の再来のような方ですが、またその素晴らしい治療効果をあげている薬

品は、すべて動植物によるものだそうですが、ここにも大宇宙大神霊・

仏の大いなるお計らいを頂いていることを思う時、心からなる感謝を捧

げずにはおれません。 

 高橋信次先生には、ガンを始め難病の治療方法について、幾多種々お

導きくださり、お陰様で今日まで多くの人々がお救い頂いてまいりまし

た。あらためて心から御礼申し上げたいと思います。 

 三月号『ひかり』誌でお教え頂いています、高橋信次先生の『病気と

は』を何とぞ何度も拝読くださいますようお願いいたします。 

 その中に、『病気を大別すると三通りになります。その一は、純然た

る肉体の消耗。その二は、憑依現象。その三は、守護霊による作用』と

ありますが、特に病気は単なる肉体の消耗によるものだけではなく、悪

霊の作用や守護霊の作用まであることを知り、今日に見る医療にも大き

な問題があることを思います。 

 私達は病気にかかると、誰もが早く苦痛から逃れたい、私だけが何時

も何故等という思いにとらわれ、そこでもまた苦悩を大きくするようで

すが、ここでももう一度思い直さねばならない問題があるように思いま

す。 

 それは、何故自分は人がならないような病気になったのか、また、病

気になる前から何時も思う暗い思いのパターンがないか、それはどのよ

うな思いか、自分中心の思いも法により止観して自力による修正の努力

をすることが先ず第一ではなかろうかと思います。 

 そのような環境に置かれている貴方こそ、今日からは回りの誰彼より

も百倍位の決意と馬力とで、ご著書『心の発見・神理・科学・現証篇』

と『人間釈迦・第一部から第四部』を小冊子「はじめての人に」を参考

にされて何十回も一生懸命に拝読して頂きたいと思います。 

 どうした訳か難病の人に限って何時も言われることは、なかなか忙し

くて、時間がなくて、直ぐ眠くなるので、目が悪くて読めない等と言わ
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れますが、そこにもう命がけという必死の思いが欠けているように思い

ます。 

 病気でなくても、長年にわたり自分の心が求めているものを探し歩い

て来た人は、この法に出会った時、大方の人は嬉し泣きに泣きます。そ

れは、あらゆる宗教を遍歴して歩き、これでもないあれでもないと命が

けで心が叫ぶ儘にその大切な教えを探し求めて来た苦労の大きさだけ、

大きな感激に泣き伏します。 

 それは軽い病が癒されたのと、明日にも死ぬかも知れないという大病

の危機から救われたのとでは、その悦びと感謝はそれ相応にその大きさ

と深さはそれぞれ違うものと思います。それは、『煩悩即菩提』という

仏語がありますが、その意味は既にご存じのことと思いますが、煩悩の

大きさによりその悟りもまた大きく深いものとなる、というように理解

いたしますと、そこにも神仏の大いなる慈悲を頂いているように思いま

す。 

 法の学修を求めて熊本から鹿児島まで探し歩いた人より、東京から鹿

児島まで探し回った結果、鹿児島において見つけた人の方がどれだけそ

の悦びは大きいか計り知れません。第一その探し求めて歩いた距離は、

その人ご自身の魂が法を求めておられるその深さ、大きさに比例するの

ではないかと思います。それだけに、過去から現在に至るそれぞれが転

生輪廻をしていますが、その過程において如何に法に出会い学修精進し

たかということの現れが、またそのような結果として現れているのでは

ないでしょうか。 

 正法に出会い、法を学び実践することは、単に病気や悩みを解消する

ために、それぞれの魂と守護霊が出会うように計らっているのとは違い

ます。 

 肉体的な病気よりも、もっともっと大切な魂・心をお救い頂ける、今

金銀等この世のあらゆる財宝よりももっともっと高価な永遠の財宝を

手にするか、否かの重大な場に今、貴方様は座っておられるのです。 

 まことに失礼ながら今現在の貴方様の目や耳では、その素晴らしい深

遠なる光に輝く法という神のみ心を見ることは出来ないのです。それは、

この世に出てから今日までの間に、この世の多くの塵芥等の汚い物に心

をうばわれてしまい、大切な心の目がふさがってしまっているが故、残

念ながらそれは見えないと言いましょうか、見せては頂けないのです。 

 かつて、イエス様が、ガリラヤからサマリヤヘ向かわれる道で申され

たことを思い出します。 

 『幼な児は栄達を求めず、知らず、むしろ愛を探す。富よりも友を求
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める。天の国はそのような者のためにある』 

 

 またある時、ある主だった人が走りよって道でイエス様に尋ねました。 

 『善き師よ、永遠の命を得るために何の善が必要でしょうか』 

 『何故に、善き師というか、善き者はただ神御一人。何をしたら善い

かと。戒めを知っていよう。殺すな、偽るな、盗むな、姦淫するな、父

母を敬えと』 

 『幼いときから』走り寄った人は言った『心して守ってまいりました』

彼の面をイエス様は『慈しみの眼差し』で見つめた。 

 『そうかそれなら欠けるのはただ一つ、持てる財のすべてを売れ、売

って貧者に施せ。こうして天に宝を積み、その後来て我が後に従え』 

 慈しみを持って見つめられた顔から血の気が引いた。目を伏せ『悲し

みつつ』去って行った。それは彼は金持ちだったからである。 

 見送りつつ、イエスはつぶやく。 

 『富むる者（執着と自我我欲の人）の神の国に入ることの何と難しい

ことだろうか。酪舵が針の穴を通る方が遥かにやさしい。求めよ、さら

ば与えられる。たたけよ、さらば開かれる。 

 汝 信仰あり 我 行為あり』 

 

 真の永遠の人生には、年をとることも、病気をすることも、死に至る

こともない。死ぬことのない魂を誰もが持っている。その魂を磨き回り

に愛を差し上げるために今があるのだ。 

 病気も悩みもすべて法のもとへと導かれている大いなる計らいであ

ることを知れ。 

 

 高橋信次先生には、常に『貴方は私の本を読んでいませんね』『私の

本を読んでいない人は、私の話は分かりません』と、申されました。 

 法に入門する道は、まず命がけで前述のご著書を何度も何度も拝読す

ることから始めてください。 

 ご著書を拝読しないで、いくら車の中でご講演のカセット・テープを

拝聴したとしても、それは無駄なことだと思います。何一つ深く心に頂

くことは出来ないからです。 

 まず決意をして、静かな自分一人だけの環境に身をおいて、予め決め

た時間割表により『心の発見』と『人間釈迦』を心から拝読することが

大事と思います。 

 何度も何度も眼光紙背（がんこうしはい）に徹す、という意気込みで、



885 

 

根気よく精読することが正法を学ぶ最も大事な基本であります。 

 高橋信次先生が書き表されたご著書には、地球上の如何なる著名人で

あろうが、または有名という人であろうが、絶対に真似の出来ないもの

が秘められています。 

 その第一は、すべてのご著書からは、燦然とした神の光が輝き発して

いるのであります。それは誰が所持しておられようと、または何処に置

かれてあろうともです。 

 その光は、心の清らかな人が拝見すれば容易に見ることが出来ます。 

 第二は、お書きになっているそのみ教えは、時代の移り変わりに関係

なく、あの天空に輝く太陽のように永遠に変わることがなく不変、不偏、

不動であります。 

 何故ならば、神のみ心を悟られた慈悲と愛と現証が書かれているから

です。 

 ご著書を拝読しない方は、ちょうど美味しいお菓子を眺めなから、食

べたらきっと美味しいだろうな、と何時も眺めているだけで、何時まで

も食べなければその美味と価値を身を持って知ることが出来ないよう

に、深遠な法を我が心に頂くことが出来ない人です。 

 一心に少し拝読しただけでも、必ず私はその方に、愈々善い状態にな

って来ましたよ、と申し上げます。それは、その方の努力に相応した光

が体から出るようになるからです。種も仕掛けもなく、ただ信じて根気

よく努力しただけその方の心が神のみ光に満たされるのです。 

 もしも難病の方が意を決してご著書を何度も拝読されたら、何時の日

にか必ずきっとこう言われるでしょう。 

 『私は誰もかからないような難病になり、今日まで家族を恨み、嘆き

悲しみ多くの方に暗い波動を撒き散らしてまいりました。人様から勧め

られて学修会に来たのですが、まず心を裸にして何か自分の思いなり、

行いについて、発表しなければならないことに抵抗を持ち、こんなとこ

ろには真実の神の教えはない。何処にでもある新興宗教ではないかと、

何時も思い、何時か止めようと考えてまいりました。しかし、ご著書を

拝読された方は、これまでとはすっかり違い、皆が皆生き生きとされ、

非常に明るい表情になっていかれるのを拝見して、もしや自分の考えが

間違いではなかろうかと思うようになり、勇気を出してご著書『心の発

見・神理篇』から拝読しはじめました。 

 拝読していくうちに、その中に、人間は何処からこの世に生まれて、

この世で何を成さねばならないか。そしてまた何時の日にか、あの世に

帰ることが書かれてあり、そこで始めて目からうろこが落ちたような、
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読めば読み進むに従い、目からは溢れるように涙が流れ、そして感激と

感動とで心が震えるようになっていきました。 

 これは一体どうしたことだろうかと、ただ驚きと、不思議にも心の中

から悦びが溢れて来る前兆として胸の辺りがこみ上げて来るのをどう

することも出来ない、そして今にも何か大きく叫びそうになるのをやっ

とこらえるような状態になって来ました。 

 私は今日迄偉大なる神仏のご存在を知りませんでした。今やっとその

ことを知り、愚かな愚かなどうしようもないお粗末な自分を知りました。

そして今、偉大なる法に、今生この世でお会い出来たことが嬉しく、何

物にも替え難い悦びに包まれています。これも偏に、この難病という大

きな慈悲を頂いていたからと、心から感謝出来る自分にならせて頂きま

した。あまりにも器の小さい自分を恥じ入ります。これまで大変ご迷惑

をおかけした回りの多くの方々に心からお詫び申し上げますとともに、

是非ともこの素晴らしい法縁のもとにお集まりくださいますようお願

い申し上げます。 

 最後に、大宇宙大神霊・仏に対して、一時たりとも神をお疑い申し上

げ、主をお疑い申し上げましたことは、神の子として万死に値する大罪

でございます。何とぞ何とぞお許しくださいますよう伏してお詫び申し

上げます』 

 

 この世は善と悪が混ざりあった世界ですから、悪を知って善の素晴ら

しさを知り、また善を知って悪の苦さを知る。さらには、この世は肉体

を持つと総てが平等の場で修行出来るが故に、あの世ではなかなかお目

にかかり法を聞くことが出来ないことも、この世では求めれば学ぶこと

が出来るというまたとない素晴らしい好機を生かせる最高の修行場で

あることを知らなければならないでしょう。 

 人生の幸せは、法を物差しとした人生を生きることにより、何時何ど

きこの世を去ろうとも、ただ今の法悦のその儘、あの世に帰り着くこと

が出来るのです。人生はこの世限りではありません。永遠の人生なので

す。一心かけて是非ともご著書を座右のバイブルとして拝読してくださ

い。何事にも基礎が大事です。樹木もまたその根の発育に相応した大樹

にと成長していくのです。 

 法に帰依された方々の平安をお祈りいたします。 
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【何故どうして今、中学生だけに『心の教育』が必要なのか】 

 1998-5 月 1998-6 月 

 

 過日、地元、金沢で発行されている北国新聞の朝刊で次の記事を発見

した。そこで表題の原稿を書かねばならないと思った。それは、たしか

に最近中学生に殺傷事件が次々発生していることは事実ではあるが、だ

からといって、その原因は、独り中学生だけにあるのではなく、もっと

根深いところの両親の調和、親子の調和といった心の調和という家庭環

境に、長年燻って来た原因があるのではなかろうか、この問題を以下法

を中心に掘り下げて見たいと思う。 

 

 『心の教師広く公募』石川県美川町 新年度に中学校で豊かな経験『道』

教える 

 

 「昨今、刃物を使った事件が続発するなど全国的に荒廃する中学校の

教育現場が問題になっている折、石川県美川町は、中学校の心の教育を

積極的に推進するため、新年度に町内外から『心の教師』を一般公募し、

中学校で指導してもらう方針を決めた。 

 心の教育の師を、広く地域に生きる人たちに求め、教壇に立ってもら

うケースは石川県内では前例がない。三月十二日開かれた同町議会三月

定例会の一般質問に答えて、竹内信孝町長が明らかにした。 

 竹内町長は、心の具体的な取扱いについての質問に対して、『人間と

しての基本的な道徳や倫理などを、戦前、戦中、戦後を通じた豊かな人

生経験に基づいて、情熱あるおじいちゃん先生、おばあちゃん教諭らに

指導してもらいたい。まず、実践し、それを継続していかなければなら

ない』と強い意欲を見せ、六月定例議会に人件費などの補正予算を計上

する考えを示した。 

 授業内容の詳細やカリキュラムの中でどの時間を利用するかなどに

ついては、新年度実施に向けて詰めることになる。 

 美川町は、町内にただ一つある美川中学の三学年、計十二学級を対象

に月一回、一時限を設定し、年間を通して全学級の生徒が指導を受けら

れるようにしたいとしている。 

 石川県内の各中学校では、毎週一回のゆとりの時間で地域の伝統芸能

や産業などを通して住民とのふれあいを行ったり、進路指導のなかでさ

まざまな職業の住民との懇談、体験学習などを実施している。しかし『や

やもすれば形式に流れてしまう』『一過性の学校行事で終わってしまい
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がちだ』などの指摘があり、他人に対する思いやりや、家族を大事にす

る習慣、していいことや悪いことの見極めなどを、家庭教育や学校で身

につけてきた地域社会の模範の人たちから、肉声を聞いて学びとること

にした。 

 地域の心の教師に期待を寄せる美川町の試みに対して、石川県教育委

貝会では『心の教育で、地域住民の力を借りることはいいことだが、す

べて住民だけに任せるのではなく、授業に担当教諭が立会い、学校と地

域の心の教師とが連携して、教育効果を高めてほしい』としている」 

 

 私はこの記事を見て、愈々心中心の時代がやって来た、と思った。そ

してこの石川県の小さな美川町から中学生を縁として日本全域に『心の

教育』が大きなうねりとなって広がって行くのを感じた。 

 きっと現在、全国のあらゆる行政のトップやすべての教育関係者達が

どうしたら良いのだろうか、『心の教育とは』どのようにしたら良いの

か、これまでの『道徳教育』を取り上げ強化して行けば良いのか、心の

教育の基本となる教育基準が分からず苦慮しているに違いないものと

思った。 

 美川町に対する方法として、記事を読んだ直後は、まず隣接の地域に

居住しておられる法を学んでおられる心在る同志にお願いして、『高橋

信次先生のご著書・心の発見』を教科書にして教育するようにお勧めす

る方法がベターではなかろうかと思い、二人の方にお願いし、快くお引

き受け頂いた。 

 九州に学修会のため三日間滞在する間、ずうっとそのことについて考

え続けるうち、それよりも自分自身が出向いて直接お目にかからせて頂

き、今日まで約三年間にわたる北陸大学薬学部での教育現場において、

『心の教育』を担当して来た経験と、高橋信次先生の法を学んで来たこ

とをお話しさせて頂くことが、主のみ心に沿うことであると思うに至っ

た。 

 金沢に帰る車中で、同行してくださっていたお三人のうち、一人の方

に、貴方は美川町に誰かお知り合いの方がおられませんか、とお尋ねす

ると、その方は、暫く考えておられたが、独身時代に美川町から出てお

られた石川県議会議員が経営しておられた会社に勤めていたので、知っ

ている方がいます、と申されたので私は非常に驚いた。その方を通じて、

町長さんにお会い出来るようお願いした。さらに同時に、その方のご主

人様にも町長さんとの接触をお願いした。そして、「必ずその方向でも

繋がりが出来ると思います。またそれによって今後ご主人様と、この町
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とが繋がりを持つようになるでしょう」と申し上げた。 

 数日たつかたたないうち、町長さんをお尋ねする予約がとれたとの知

らせを頂いた。 

 ご主人様のルートは、何とご主人様が経営しておられる貸しビルに入

居しておられる会社の社長さんであり、この方が町長さんとお親しい方

であることを伺い、全身がぞくっとするほど震えた。 

 余りにも短時間のうちに決まったのと、その手配をしてくださった方

が、車中で私が何気なく申し上げた通りであったことに、直感的にこれ

はただ事ではない、主の大いなるお計らいによるものであることに間違

いないと私は思った。 

 お約束の当日、お願い申し上げたご夫妻様とご紹介してくださった方

ご自身が往復車を運転されてのご案内を頂き、非常に申しわけなさで身

の細る思いがした。 

 竹内町長さんにお目にかからせて頂き、次のように私の目的を申し上

げた。 

 「貴方様が発表された『心の教育』については、全国の総ての関係者

が、貴方様が採用される『心の教育の基準』が、『道徳教育』をされる

のか、それとも別の方法によって『心の教育』を実施されるのか、真剣

にその物差しを見守っておられるものと思います。私もその一人です。 

 貴方様が全国に先駆けてご発表されたのですから、後世まで間違いの

ない『永遠に正しい心の教育』を実施して頂きたいと思います。このこ

とは、独り美川町の問題だけではなく、全国の関係者に対し正しい道を

示す責任も担っておられる自覚も持って頂きたいと思います。それには、

『心の教育』と言って『道徳教育』はいけません。ご承知のように、道

徳とは人間が考えた思想であり、時代が変わるごとに法律が間に合わな

くなるように、人間が頭で考えたものは必ず時代が変わるごとに正しい

ものではなくなります。 

 かつての教育に、曽我兄弟は親の敵討ちを果たした孝子として褒め讃

えられました。しかし、現代では、交通事故で父親が死亡したからとい

って、その敵討ちをすれば直ちに犯罪人として投獄されることは必定で

あります。このように『道徳』は、永遠に不変、不偏、不動の正しいも

のではありません。 

 では、真に正しいということは、永遠に変わることなく、偏ることな

く、不動の存在のものです。 

 それは、太陽を始めとした大自然の中に万古不変の人間の正しく生き

るべき道が、神仏によってお示し頂いているのです。 
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 太陽は、私達が生まれる前から、また今後も永遠に、その熱と光を生

きとし生きるものすべてに対して、如何なる王侯貴族であろうが一介の

私達のような地位も名誉もない者に対しても、または、目の色や皮膚の

色が違おうとも、言葉が違うとも、すべてに対して平等に変わることな

く偏ることなく永遠に与え続け、生かし続けてくださっている太陽の姿

こそ、神仏の大慈悲の現れの他は考えられません。まさに神仏の大いな

るお計らいによるものであります。この神仏がお計らいお導きくださっ

ている道の他には、永遠に正しく生きる人間の道はないのです。 

 高橋信次先生は自然科学では世界唯一の存在であられるお方で、かの

相対性の理論を説かれたアインシュタインをご指導された方でありま

す。先生には永年にわたり『もう一人の自分』を科学を通しミクロ的に

追究される中で、大宇宙と人間の心の関係を発見されたのであります。

ここにご著書『心の発見』を持参いたしましたので、まず是非ともお読

みください。なお、今から十二年前既に、私達が美川町立図書館にも寄

贈させて頂いています」と申し上げてまいりました。 

 その後、文部省の発表によれば、『学校側ではもう子供を守ることが

出来なくなった。今後問題が出た時は、直ちに警察の協力をお願いする

ことにした』という発表があった。 

 今日、中学生だけの問題のように報じられ、多くの人たちもそのよう

に受け止めているとしたら、大きな誤りであることを叫びたい。そもそ

もの原因は、高橋信次先生には、ご著書とご講演を通じて、先祖代々の

親が、真の母親なり、父親になることを知らなかったために、ただ子供

が生まれたから、お父さん、あるいはお母さんと呼ばれ、それぞれが本

当の親になったような錯覚をしてきたのである。 

 そのため、その子供に対して、調和された円満な夫婦の心からの豊か

な愛情を与え、子供たちの心に正しい愛情を溢れるほど与えて育てるこ

とにより、一歩一歩真の父親なり、母親にならせて頂くことが、最も大

事な人間の使命であることを知らないで生きて来たために、子供たちの

心が愛情で満たされることなく、愛情不足によって大きく歪むようにな

り、その結果、人間の心から神性、仏性が消えてしまい、人間同士が相

互に助け合い、思いやり合い、生かし合い、許し合い、補い合い等の愛

の心が消え、何事かあるごとに感情的になり、人を殺傷することの恐ろ

しさなど『もののあわれ』をも感ずることのない心ない社会となり、人

の心は、人はどうでも良い、自分さえ良ければ他人はどうなっても良い、

という皮相な今日に見る社会となってしまった。 

 心、こころ、こころとは、世の中の誰もがその言葉と字だけは知って
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いて使ってはいるが、その心の実態なり、心の仕組み等を知っている人

は非常に少ない。 

 今生、偉大な偉大な光の大大天使、人類の筆頭であられる光の大天使

であられる、主（仏）といわれる尊い聖者が、この日本の長野県佐久市

に肉体を持たれ、高橋信次先生という御名によってお姿をお現しになら

れ、長年にわたる難行苦行の末お悟りになられ、日本を基点として地球

全域の神の子に対して、『法は大自然の姿なり、人の道はこの中にあり』

と、命をかけてお叫びになられた。 

 病める神の子たちの一人一人の心は、宗教でも思想でも何物でも救わ

れることはない。主が、お叫びになられたご講演や、また夜を徹してお

説きになられた『心の発見』『人間釈迦』『心の原点』『原説般若心経』

を始め多数のご著書は、今後永遠に変えることなく、消されることなく、

間違うことのないようにとのお計らいのもとに、残されたもので、ご講

演のビデオテープやカセットテープとご著書は、人類の永遠の宝であり、

永遠のバイブルなので、『はじめての人に』を参考にされて根気よく心

を込めて拝読して頂きたい。 

 この光に満たされた座右のバイブルは、片時も手元より放すことなく、

日々熱心に拝読することにより、如何なる罪を犯した神の子であろうと、

すべての求める人類の心は、主の偉大な偉大なお心の波動を頂き、次第

に感激と感動により、心は震え、やがて次第に心は洗われ、安らぎ、仏

性、神性が目覚め、愛豊かな本来の神の子の心を取り戻すことが出来る

のだ。 

 今後永遠の人生においては、再び出会うことの出来ない、偉大な悟ら

れた生の法に現在ただ今出会えている幸せを、心より深く感謝申し上げ

報恩の誠を捧げるために法を出来る限り多くの人々に伝道しなければ

ならない。勇気を出して自分の心の幸せと悦びを人様にお話しさせて頂

くことが出来るか、心に感激と感動とともに悦びを豊かに蓄えることが

出来ているだろうか。それは、たゆまない熱い心による法の学習と伝道

の実践がないと頂くことは出来ない。いくら頭で思っても、それは何一

つ心には残らない。 

 『心の発見・科学篇』二三二頁に、次のようにお導き頂いている。 

 『やがて子供は成長し、眼耳鼻舌身意の六根が作用するようになると、

自我が出てきていろいろと親を苦労させる。成長に比例して、この頃か

ら煩悩は日増しに大きくなり、自己保存、自我我欲の想念を造り上げて

行く。 

 このような煩悩があるから、自然に私たちは善悪の判断を知り、人間



892 

 

としての在り方をも悟って行くのである。 

 子供達は、環境や親のしつけによっていろいろと精神面も発達して行

くのであるが、未だ煩悩の動きは小さい。やがて自己意識が発達し、親

から離れるようになると、神仏のことや感謝の念すら忘れ去って行く青

少年が多くなり、学校では学問の詰めこみ主義、智のみ発達して心の教

えを受けることは無に等しい環境におかれ、神の子としての本性を忘却

してしまう。 

 年頃になると、恋愛、結婚、そして家庭、子供、隣人など、不調和な

要因はますます多くなり自ら苦しみの原因を人生の上で作るようにな

る。そして、エゴイスティックな生き方を多くするようになり、結果に

対して責任の希薄な人間と化して行く。 

 そうした人生の中で、精神的な悩みや生活の苦しみを逃げるため、あ

る者は形式的宗教に自己逃避し、ある者は過激な思想に走る。狂信、盲

信の果てはいずれも己の意識を自縄自縛し、組織の細胞と化したり、自

己の脳細胞までも狂わしてしまう結果を招くようになる。 

 自分が生まれてくるとき、あの世で約束したことなど上の空となり、

神仏などはナンセンスと物質経済のみを追い求めるようになって行く

のが人間である。煩悩の愚かさといえよう。やがて、一時の自己満足の

夢破れ、人生に無常を感じたときはすでに遅く、この世の卒業式となり、

自己の業（かるま）の上途りをして、またあの世に帰って行く。このよ

うな現象界を末法の世という。己の本来の仏性を遂に悟らずに、この世

限りの生命だからと思いこんで悪業を重ねる。しかし事実は、すべての

決裁は自分自身でしなければならないということである。たとえあの世

に帰ってもである。人間は、生存の間に、そのことをきびしく悟らねば

ならない。 

 名誉、地位、金が何になるのだろうか。大地主や王侯といえども、そ

れは現世のみで通ずること、死んであの世へ、それらを持って行くこと

は不可能なのである。ここを良く考えねばならない。持って行くことの

できるものは、自分の私利私欲に包まれた、黒い想念の光子体というあ

の世の乗り舟と、苦しみ悩みを満載した己の魂のみである。 

 地獄で暮らすのも趣味というならそれも良い。しかし、たかだか七、

八十年の人生での失敗が、四百年、五百年にも匹敵する、あの世の地獄

界で反省しなければならない結果を考えるならば、やはり線香花火に似

た現象界での生であるとしても、無駄にすごすべきではあるまい。 

 思えば人間とは愚かな者、といわざるを得ない。人を信ずることがで

きず、己をも信ずることのない人々がいかに多いことか。まことに現代
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とは、現代人とは、いかに末法の末期的な姿を示していることか』 

 

 また、『心の発見・科学篇』二三頁には 

 『悲しみや苦しみの多い、きびしい人生航路の世界で、自分自身をし

っかりと見つめ直し、肉体の支配者である己の意識（魂）の中心（心）

に良く相談して八正道実践の生活をすることだ。そうすれば心の窓は開

かれ、人間として生まれてきた目的と使命を悟ったときの喜びは、言葉

で現わすことはできない。人生における自己保存、自我我欲によって造

り出された暗い想念が、表面意識と潜在意識の調和を妨げる。暗い想念

のくもりによって、神仏の光を受けることができなくなり、人間は苦し

みや悲しみの人生を、自らの行為で造り出してしまうのである。正しい

神理に適った生活以外に、私達の正しい心の窓が開かれることはないと

いうことだ。 

 いかに霊的な感応力があっても、神理を悟らない者達は、慈悲も愛も

謙虚さもない人間になり、増上慢になってしまう。 

 宗教の指導者達は、正法に帰依して、まず自分自身で正しく判断でき

るような、法に適った生活を体験してから、信者達に誤りのない指導を

することが必要である。自己判断で、神仏の教えを説く場合でも、教団

や宗派保存の者であるならば、その誤りの責任は、誰にでもなく、自分

自身にあることを悟らなくてはならない。この事実を否定する指導者が

いるとしたなら、その人の心は、不勉強で、我田引水的な自己保存の強

い人であることを知るべきである。生きているうちに、反省をしてみる

ことが最も必要な人々である。 

 智のみで知った学問的な考えで、実践のないものが、果たして神理と

いえるだろうか。表面意識の一○％だけの判断は、煩悩に狂いやすいも

のだ。どうしても自己保存的なものの考え方になって、外面的な現象に

惑わされるからである。 

 意識の中心である心、この心は感動したとき誰にもこみ上げてくる何

物かがあるはずである。胸がこみ上げて、涙が出てくるような、その感

覚で私達の心の存在がはっきりと分かると思う。この心の中が、私達の

過去世の記憶と、偉大な仏智の宝庫なのである。 

 人生における七十年や八十年の経験は、線香花火に似た、瞬間のでき

ごとのようなもので、私達の魂は、何億何万年尽きることのない転生輪

廻をくり返し、人間としてのあらゆる経験は潜在意識に記録される。現

在の自分自身の心の在り方、生活こそ、過去世の自分の姿に近いものな

のである。 
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 あるときは王様であったり、あるときは乞食であったり、また、芸人

や詩人、僧侶など、人それぞれ、いろいろな人生を経験して、現在があ

ることを忘れてはならない。 

 肉体を持ってしまうと、このような過去世の経験をひもとくことが困

難である。 

 しかし、正法を悟り、正しい生活をすることによって潜在意識、心の

扉は開かれ、守護霊や指導霊により人生経験を豊かにし、有意義な人間

生活を送ることができる。 

 神仏の子として、このような生活こそ本当の私達の姿であるが、人類

は物質文明の虜となって、自己保存、自我我欲の暗い想念に包まれ、闘

争と破壊の社会を造ってしまった。そのため、人類の不調和な想念が、

神体の一部である地球の霊域を崩し、地球は暗い想念に覆われ、神仏の

光を受けることができなくなってしまったし、今もそうなっているので

ある。 

 私達の心が神理を悟った生活をしていると、肉体から出ている後光

（オーラー）が金色に見えるが、不調和な心の人々のオーラーは暗く、

光は薄い。家庭にしても、調和されていると、その家から後光の出てい

ることが、はっきりと霊能者には見える。 

 このような家庭は、皆心が美しく笑いの絶えない家族の集まりで、病

気や事故のほとんど起こらない環境になっており、神仏の光によって覆

われている。逆に暗い想念の家庭は家族がしめっぽく、安らぎのない生

活をしている。病人や突発事故に見舞われ、家の中に神仏の光を得られ

ない。 

 住んでいる人々の心の調和度が左右するため、その不調和な原因は、

家族自身が造り出しているのである。 

 自己保存、自我我欲が強い人々の集まりは、一つの国家の霊域も暗い

想念で覆ってしまう。国の乱れは、国民一人一人の心の乱れによって起

こる。指導者にその責任を転嫁するまえに、一人一人の国民の心が目覚

めることが最も重要なことである。 

 物質の奴隷から自分自身心を解放して、人生に足ることを知った生活

の中に、本当の平和、本当の人生があることを、私達は悟らなくてはな

らない。 

 心の尊厳を悟り、潜在意識のひもを解き、智の学問を心に吸収し、生

活行為の中に生かして自分をより磨き、社会人類のための精神的、物質

的、実践的活動をする中に本当の菩薩心は芽生えて行くのである。菩薩

心には勇気がともなうものだ。 
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 潜在意識の無限大な宝庫は、自分自身の生活努力による自らの力と、

守護、指導霊の力によって開かれて行く。心の王国の支配者は、自分自

身であることを忘れてはならない。 

 しかし、一部の知識階級を除いて、多くの学者と称する人々は、過去

の古い文献や改造された智と意の産物を後生大事にして、自分自身の正

しい心の中を見ようともしないで溺れている。 

 自然科学の分野においては、文献は役に立つが、宗教的な学問の多く

は人々の智や意が優先されて、心を失う場合が多い。教祖の生年月日が

違うとか、家柄がどうだったとか、くだらないことに頭を使っている。

本当の心の在り方こそ必要であるのだ。こちらが本山の正統派であちら

は分院などと、自分の宗派内での本家争いはもはや仏法でもなければ神

理ともいえない。こうした形式主義は、すでに心を失っている末法の姿

でしかない。 

 大切なのは形式ではなく、「心の在り方と行為」なのである。宗教が

神理を忘れて、形式主義に堕し、生きている人々にその生命の目的と使

命を説き明かすこともできなくなったことは、過去の遺物、化石になり

終わった宗教というしかないことである。 

 その原因は、永い歴史の経過の中にある。正法がときの権力者によっ

て変えられたり、政策の道具に化したりという歴史が、その改ざんを物

語っている。もちろんそのことは、肉体を持って人生の修行をしている

私達にも責任がある。自分の心の世界を探求しないで、物質欲にとりつ

かれ、欲望のままに生きようとしている点を反省しなくてはならない。 

 またマスコミについていえば、金さえもうかればどんな方法で何を発

表しても良いという考え方は、疑問とすべきである。社会人類の調和と

安らぎのための報道なら、不変の安らぎを与えることができるが、情欲

を誘うような、人の心を揺り動かすような低俗なものに庇理屈をつけた

ものは、一時的なものである。人の心は一時は騒いでも、必ず離れて行

く。 

 不真面目なものを出版したり、映画化したりする人々には、その不調

和な想念行為が帰り、その心は黒く覆われる。彼らはそのことを思い知

らされるであろう。 

 地位や名誉などに関係なく、自分の造り出した暗い想念は、自らに不

調和な悩み、苦しみを呼びこんでしまうことを、私達は否定することが

できない。 

 正法というレールの上を走っている人と、そのレールを度外視して進

んで行く人々の想念行為ははっきりと異なり、この現象界を去るときに
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自分自身で正否の断罪をしなくてはならない。そんな馬鹿な、と思って

いる人々にも、否応なしにそうしたときが一秒一秒と近づいてきている

ことを知るべきである。 

 現代社会の肉体先祖を信仰の対象にしたり、他力本願によって救われ

るというような宗教から、私達は目覚めなくてはならない。特に仏教は

智で学び、頭のみの判断によって誤った道に進んでしまったものが多い。 

 仏教の神理は一つである。何百という宗派は、人間が造ったもので、

智と意の産物であり、すでに心は失われている。もしこの問題を否定す

る僧侶がいるとしたならば、 

 「あなた達は、本当の仏弟子だと思っているのですか」 

 と私は質問したい。 

 

 本当の仏弟子であるならば、自己保存をしないであろう。 

 宗派の乱立に疑問を持つであろう。 

 権力欲に疑問を持つであろう。 

 怒り、そしり、妬みの心を持たないであろう。一切の諸現象にとらわ

れることなく自分を失うことがないであろう。 

 生老病死の根本を悟り、中道の想念行為によって正法の神髄を極めて

いるであろう。 

 布施に対しても、足ることを知っているであろう。 

 外見にとらわれず、皆平等の見解を持って慈悲と愛の心を実践するで

あろう。 

 不自然な情欲に心を惑わされることがないであろう。 

 思うこと、いうこと、行うことが常に正法に適って、正しい心のまま

に生活しており、苦楽の人生を解脱しているであろう。 

 そして多くの人々に、人生の目的と使命を教え、自らにきびしく、人々

に寛容で、生死にこだわりを持たないであろう。魂の転生輪廻の事実を

悟っているであろう。 

 

 このような日常を送っている者こそ、本当の仏弟子といえる。ペーパ

ーの論文で悟りを開くことは不可能であり、想念と行為の調和によって、

心の窓は開かれて行く。それは、調和による喜びと安らぎの世界が展開

されるからである。智は、心に優先することはできない。心があって智

が生きることを悟らなくてはならない。 

 釈迦やイエスも大学に行ったわけではない。宗教の専門家でもなかっ

たことを、私達の誰もが知っている。 
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 永い歴史の過程において、人々の智と意の泥や塵にまみれた古い聖書

や仏典を捨て、私達は正しい心の潜在している神理を悟るべきだ。自ら

の力で潜在意識、心の扉を開き、宗教的な霊魂（心）の体験の積み重ね

をして行く、これこそ人生の道標であると心得ねばならない。 

 悟りは、一秒一秒の人生経験の中に生まれて行き、その努力によって

心の世界は神仏の光に覆われる。こうして神仏と表裏一体の調和と安ら

ぎに近づいて行く。 

 神理は正法であって、商法ではない。 

 正法は万古不滅の神意であって、商法は人間の都合によって変えるこ

とのできるビジネスに関する法律であり、道徳的人間社会における秩序

を規定した、一つの菩薩心の表れを具体化したものである。 

 心を失い、智の道のみにはしる学者達は、心の眼が開かないため、霊

的な現象、いわんや魂の問題に関してはタブーとしてなるべく離れよう

とする。疑問は持っているのだが、口に出すことを恐れる。地位欲、名

誉欲、金銭欲、情欲に関しては、心の中で格闘を続けている。このよう

な人々に、心の安らぎが生まれるわけがない。外面の虚飾によって、心

の中は矛盾だらけである。これが真実の幸福といえようか。外面だけの

ことで本当の幸福を得ることはできない。この原因は、智と意によって

造り出した自己保存の想念行為にある。肉体舟の煩悩によって本当の自

分を失ったことにある。 

 現代社会における不調和な想念行為、すなわち神仏の子たる自覚を忘

れて動物的本能のままに生きようとする者、闘争と破壊を考えている

人々の心、宗教の名をかたって人間の心を腐らせて行く指導者、自己保

存を考えて他人の不幸をかえりみない人々、数えれば限りない末法の世

相である。これも社会制度があまりにも外面的現象によって左右され、

内面的な心の在り方についての指導者が不足している点にある。その結

果、不自然な新興宗教が乱立して人間の心を狂わして行くことになる。

そのような自分自身を忘れた宗教など、捨てるべきである。 

 

 罰を与えるなどという神仏は捨てるべきである。罰は自分が造るので

あって、与えられるものではない。 

 智的な学問による人間の価値判断、ペーパーテストのみで人間の地位

を定める社会機構は、必ず自我我欲の立身出世型の人間を生み、精神異

常者でも指導者にしてしまう。社会を混乱に導いてしまう。 

 心と知識の調和されている人々こそ、指導者としての価値があり、よ

り社会の調和と人々の心の浄化に役立つのである。 
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 肉体舟を離れた私達の意識（魂）こそ無限の生命であり、終わりもな

く始まりもない。生まれることも死ぬこともない輪廻の宝である。 

 肉体のみが自分ではないのだ。いつの日かこの現象界に捨てて行かな

くてはならないのが、肉体舟の運命なのである。その肉体舟に執着を持

ちすぎるため、いろいろな苦しみを自ら製造していることを悟らなくて

はならない。 

 あの世とこの世における転生は、肉体舟の乗り換えにしかすぎない。

そのことを私達が知ったとき、死は人生の終わりではなくこの世の卒業

式であり、魂は永遠の旅を続けていることを悟ることあろう。 

 勇気ある者は私とともに、人々の心を物質経済の奴隷から解放するた

めに立ち上がろう』 

 

 このように現代の私達すべての神の子は、この法に帰依し、天上界に

おいて神仏にお約束させて頂いた、人生の目的と使命を精魂傾けて学習

し、日々伝道に明け暮れることに法悦を見出すことこそ、生涯における

何物にも替えがたい生きがいではなかろうか。中学生のみが一人混乱し

ているのではなく、特に、この世の指導者層の人々が急ぎ法に帰依する

よう、導かねばならない。その時、正法の光の時代が始まるのである。 

 時に近く「第一回東京地区ビデオ講演会」が開催され、続いて「第二

十三回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」が金沢で開催されるが、

いずれも会員各位には精々多数ご参加頂くよう、出かけるまでの心の準

備の悦び、また参加している間の感激と感動の悦びの日々、さらに帰り

道々法友とともに語り合う悦びの時、帰宅後の日々は参加出来なかった

法友の一人一人にその感動と感激をお伝えする日々となるよう、天と地

の繋がりの時をお迎えになられるようお祈りしたい。 

 最後に、法に帰依されたお方ならばどなたも皆、常に高橋信次先生の

ご著書を拝読されない方はおられないものと思ったが、このたびこの原

稿を書かせて頂くに当たり、大事な先生のお言葉をここに移させて頂き、

違った角度から光を当てさせて頂くことにより、これまで理解されたこ

とより以上に深く大きく法が理解出来、そのことが縁となってこれまで

にない希望と勇気と悦びを頂き、感動で心が震え、一段と大きな伝道が

達成出来れば、これ以上の幸いはないものと思い、転載させて頂いたこ

とをお断わりしたい。 

 

 高橋信次先生のおことば 
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  ただ素直になる その想いが あなたの心を洗う 

 

  そのとき心は 天上界の仲間と 同じものとなる 
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【法の学修例題】1998-6 月 

 

 最近特に『正しい』とか『心あること』等について、新聞や雑誌等で

取り上げるようになってきました。ある雑誌に次のような記事が出てい

ましたので、ここに法を学んでいる者にとって多くの学びがあると思い、

転載させていただきました。この記事を読まれた貴方様には、法から眺

めて、この母親の○子さんに如何なる原因があったために、このような

結果を招いたのか、その原因をいくつ上げられるでしょうか。この生き

た例題を通して、自分の現在の学修の成果をテストして見てください。

そして学修会にご参加の際、その思いを発表してください。良き学修が

頂けるものと思います。 

 

 ○子さん（仮名、五十四才）は、地元では「名士」だった。大学を出

て市の職員としてスタートを切り、主に教育畑を歩いてきた。今では市

の公民館の館長にまで上り詰めている。 

 市内に限ったことだが、子育てや教育問題で講演に招かれることも多

かった。ところが○子さんの家族はここ二、三年ご難続きのうえ、肝心

なわが子の子育てに失敗した。以前から、子育てや教育について、自分

に語る資格があるのか疑問に思っていたのだが、ついにこの三月、早す

ぎる勇退を決めた。 

 ○子さんは娘（二十六才）の不始末を尻拭いするため、一刻も早く退

職金が欲しいのだ。夫（五十六才）は民間の会社に勤めている。だがひ

ら同然だし、給料も○子さんより低い、世間の評価も断然○子さんの方

が上だったせいか、家庭では万事、○子さんがリーダシップを握ってき

た。そのため娘のことでも○子さんが独力で後始末するしかない。 

 ○子さんの息の根をとめたのは去年の秋、娘がかけてきた一本の電話

である。突然、「家に帰ってもいい？」と言い出した。「それは自分の

家なんだから……」と答えたものの、「またいきなりどうして」という

疑問が口をついて出た。娘は二つ年上の男と近くの繁華街で同棲してい

るはずである。もともと○子さんはこの娘に手を焼いてきた。もう一人、

息子がいるが、息子の方は理工系の大学を出て、まともにメーカーに勤

めている。だが、娘は高校を出て大手の消費者金融会社に就職した。い

わゆるサラ金である。○子さんは反対したのだが、娘は「お給料がいい

し、先生だって勧めている」といって強引に勤めてしまった。 

 ところが職場で同僚のいじめにあい、二年で退社、○子さんには無断

でスナックで働き始めた。消費者金融の頃から化粧や服装が派手になっ
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ていたのだが、さらに派手さに輪をかけてきた。しかも夕方入浴して、

入念に化粧をしたうえ、勤めに出かけていく。○子さんには公民館の仕

事があり、娘の変化に気づくまでに時間がかかった。だが、同じ家に住

んでいる。気づかないはずがなく、問いつめると、娘はスナック勤めを

白状した。知った以上、○子さんはもちろん反対である。少しは親の世

間体も考えてと泣いて頼んだのだが、娘は「私の人生よ、ほうっておい

て」と言うことを聞かない。 

 そのうち「帰りが遅くなる。自宅からは通い切れない」と言って、繁

華街の近くにアパートを借りてしまった。この時点で、○子さんは半ば

娘に匙を投げたのだが、そのうちスナックの客であるトラックの運転手

と同棲を始めた。○子さんはこれにも反対した。親が堅すぎる仕事をし

ていて、なぜ娘がいい加減な生き方しかできないのか。情けなくて涙が

出たが、娘はかたくなだった。「私が好きなんだから、いいじゃないの。

それに生活が軌道に乗るまで子供はつくらないし、式もあげない」 

 結局、○子さんは黙認するしかなかった。 

 だが一昨年、娘は車を運転していて衝突事故を起こした。相手の車は

交差点で右折しようと停車していた。そこにぶつかったのだから、こっ

ちが全面的に悪い。だけど任意保険に入っていない。自分の車もそうだ

が、相手の車も修理しなければならない。同棲相手に貯金はなく、お母

さんしか助けてくれる人がいないというのだ。○子さんとしては「そん

なことは知らない」と振り捨てることもできない。自分の貯金から車の

修理費を出してやった。だが、そうでなくても○子さんの貯金は底をつ

きかけていた。というのは、○子さん自身が娘の交通事故の半年前、腎

臓結石の手術で半月ほど入院した。事故の一年前には夫がくも膜下出血

で倒れ、二ヵ月近く入院した。おまけに同じ頃、実の妹夫婦が大手に押

されて、開ていた運動具店を畳んだ。悪いことが立て続けに起きて、そ

の都度、入院費やら妹の援助やらで貯金は減っていく一方だった。 

 そうした災難をようやく乗り越えたと思ったとたん、娘の切羽詰まっ

た電話である。何故家に戻りたいのか、○子さんが聞くと、娘は「今度

こそはお母さんに怒られてもしようがない。実は……」と、次のように

打ち明けた。 

 「お金が欲しくて、化粧品のマルチまがい商法に深入りしてしまった。

なまじ営業所を任され、下の人の分までノルマをこなさなければならな

い立場だった。だけどどうしても成績が上がらない。それでカード会社

や消費者金融からお金を借りて、商品が売れたことにしていた。ところ

がいつの間にか借りたお金が合計八百五十万円になってしまった。月々
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百万円の利子を払っていかなければならない。もう開店していけず、ア

パート代も電話代も払えない。化粧品のセールスも止めた。運転手の男

とも別れた。だから私を家に置いて」 

 娘の話を聞いて、○子さんは目の前が真っ暗になった。八百五十万円

も借金をこしらえて、一体どう始末しろというの、と半狂乱になった。

落ち着いて考えてみると、やはり娘は消費者金融会社に勤めたのが悪か

ったと思ったそうである。勤めたばかりに、借金することに抵抗感をな

くした。ミイラ取りがミイラになってしまった。それに娘は会社に勤め

出してから、生活が派手になり、異性関係も含めてルーズになった。 

 もともと勉強が好きな子ではなかったが、高校を出た後、娘は転落の

一途をたどった、と。○子さんとしては「勝手に自分の責任で自己破産

でもしなさい」と突き放すことはできなかった。どんなことがあっても、

わが子はかわいい。同棲はしていたものの、戸籍上は結婚前の娘である。

将来にわたって娘に傷がつくようなことは親が避けてやらなければな

らない。○子さんは娘を家に迎え入れた。だが、とたんにカード会社や

サラ金会社は夜昼お構いなしで「貸したカネを返せ」と矢の催促である。

電話や直接の訪問で気が狂いそうになる。呼び出し音が鳴るたびにびく

っと体が震える。○子さんは再び腎臓が悪化したのか、腹に痛みを覚え

始めた。 

 電話で夫も娘の不始末に気づくことになったが、今までの家族のトラ

ブルはすべて○子さんが解決してきた。今さら夫に相談に乗ってとも言

えないし、だいたい夫の退職金を見込んで家のローンを組んでいる。夫

にカネの相談をすること自体が無理だし、夫も○子さんがなんとかして

くれると思っている。○子さんとしては身体の調子が悪くなろうとも、

なんとしても自力で難局を切り抜けるしかない。 

 ○子さんは暮らしの法律に暗い方ではない。サラ金会社が夜遅く電話

をかけてきたり、訪問したりして借りた当人ばかりか、親にまで返済を

迫るのは違法ではないか。それで恥を忍んで、警察に相談にも行った。

なにしろ○子さんは地元の有名人だから、警察にも知った顔が何人もい

る。だが、警察は「借りたカネは返さないとまずいんじゃないの」と取

り合ってくれない。 

 弁護士にも相談したが、弁護士は「娘さんを前面に立たせなさい。親

が出れば、親が借金を肩代りするしかない。娘さんにいかに解決に膨大

なエネルギーが必要か、この場で思い知らせておかないと、また懲りず

に借金をくり返すことになる」と言う。弁護士の言い分は正論なのだろ

うが、○子さんにはそれができない。結婚前に自己破産した娘と結婚し
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てくれる男性はいないと思い込んでいるからだ。 

 娘にはなんとか普通の生活をさせたい。そう願っている以上、○子さ

んが娘の代わりに返すしかない。○子さんの実の母親は八百五十万円ぐ

らい持っている。だが、どういうわけか、子供の頃から○子さんに冷た

かった。男、女、女という三人兄弟だったが、長女の○子さんだけが勤

めながら二部の大学を出ている。他の二人には親が学費を出したが、○

子さんだけには、女は高校を出ていればいい、大学に行く必要はないと

言った。そのうえ、母親は夫のことも「意気地がない」といって嫌がっ

ている。夫の親兄弟も生活するのがやっとである。月々百万円の利息を

支払っていったところで元金が減るわけではない。元金を減らすために

は月々百万円以上を返すか、八百五十万円をまとめて返すかである。 

 ○子さんは貯金をはたき、嫌な思いをして友達に借金を重ね、一年前

に買った車を売り払って、ようやく三ヵ月分の利息を支払い、元金を五

百五十万円まで減らした。それ以上のカネをつくるには住んでいる家を

売り払うしかないが、夫の退職金を前借りして建てたような家である。

売れるかどうか不確かだし、高値で売れたとしても手元にはいくらも残

らない。それにできるなら、家は息子に残してやりたいと○子さんは願

っている。残る道は○子さんが退職して、退職金の全額を返済に充てる

しかない。これで○子さんが退職後に計画していた海外旅行も雲散霧消

である。 

 友人や知人からしっかりしていると評判だった○子さんが以後は頼

りない夫の月給をやり繰りして細々暮らしていかなければならない。私

がしっかりしていた分、娘がだらしなくなったのかと、○子さんは涙な

がらに思っている。お腹も時々刺すように痛くなる。だが、○子さんは

娘の借金が片付くまで病院に行くのが怖い。今、入院するわけにはいか

ないからだ。 

 

 

－－完－－ 
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【第二十三回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会 丸山先生のお話】  

 1998-9 月 

 

 本日、大宇宙大神霊・仏のお見守りのもとに、ここに『第二十三回高

橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会』が開催出来ますことを、非常に嬉

しく幸せに思います。 

 また、遠路はるばるこの地に皆様方には、ご参集くださいまして、一

年一年このような多数のご参加を頂き、盛大に高橋信次先生を讃える、

そして感謝を捧げる、この会が開催されますことを非常に有難く感謝申

し上げます。有り難うございます。 

 皆様方には、ご多忙の中を何かとご都合をつけられ、ご参加ください

まして、これも皆様方のご意志とお思いかも知れませんが、これは偏に

皆様方の守護・指導霊様、また引いては、主・高橋信次先生のお見守り、

お導き、お計らいの中で、こうしてここにお集まり頂いたことをご自覚

頂きたいと思います。 

 自分中心の思い、行いでは、神仏の大いなるお計らいは感知すること

は出来ません。すべて神仏のお計らいによって、私たちはちょうど操り

人形のように今生かされ、今日この席に皆様方はお座りになっておられ

るのです。 

 私は、今もビデオの中にありましたように、昭和五十一年七月十日、

先生にお別れ申し上げて、ちょうど今年で二十三年を迎えました。日を

追うごとに、年を重ねるごとに、高橋信次先生の偉大な偉大なお心に接

し、感激を新たにしております。 

 法に帰依いたしました当時は、正法というものは何一つ分からない人

間でございました。『縁生の舟』後の『心の発見』や『人間釈迦』を少

しも拝読していない状態でした。 

 お目にかかるごとに、先生には『私の本を読みなさい。私の本を読ま

ないと何も分からないよ』と、申されました。 

 先生から『北陸の人達に法をお伝えする使命』を頂いていましたので、

各地に縁を求め勉強会を次々開設いたしました。そしてやがて、そこを

回るのに、一年かかっても全部回り切れないくらいになって来ました。 

 その中のある地区に行きますと、控室に私を入れた儘、私を無視して

自分たちだけで勉強会を開く所がありました。その頃はまだ、金沢より

もこちらの方が早くから大阪や東京に行って先生のお話を聞いている。

金沢の丸山は、ごく最近入会したばかりだ、そんな者の話を聞いても仕

方がない、ということだったのでしょう。こういうことが何回か続いた
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時、私は先生にそのことをご報告申上げましたところ、先生には『一筆

書いてあげるから、それをコピーして世話人全員に渡しなさい』と申さ

れました。 

 そこで早速ご指示のように全員に渡しましたが、依然その地区だけ効

き目がないのです。 

 そのお手紙を私自身も拝読したのですが、その意味が分かりませんで

した。これは後で分かったことなのですが、それは、高橋信次先生のご

著書『心の発見』と『人間釈迦』を少しも拝読していなかったからでし

た。 

 しかし、皆様にはもう既にお解りのことと思いますが、『人間釈迦』

の中に、ウパテッサ（シャーリー・プトラー）とコリータ（モンガラナ

ー）が、共にブッタサンガーに入ってきてサロモン達の世話や指導に当

たるようになったため、古い弟子達の間で動揺が激しくなり、次第にそ

の波紋が広がる雲行きとなって来たため、コースタニヤは早速『ブッダ、

アサンジャーの弟子達が来てから、どうも旧いサロモン達の不平の声が

耳に入ります。どうしたものでしょうか』とたずねた。 

 ブッダは、サロモン全員に対して『サロモン達よ、そなた達は、小さ

な気持ちで早くから弟子入りした者もあるであろう。しかし転生の過程

において、既に広く大きく豊かな心を持っているサロモン達も生まれて

いるのだ。過去世を通してブッダの縁にふれ道を学び、今世では他の弟

子達よりも遅れてブッダの下にたどりつく者もあろう。しかし今世のそ

うした早い遅いによって、その人達の魂の大きさを推し量ることは出来

ないのだ。 

 ウパテッサ、コリータの両人は、ブッダの前世において肉体を持った

時、すでにボサッターとしての悟りを得た弟子達である。サロモン達よ、

今世において早くからブッダの縁にふれた者は、法を心と行いの物差し

として日々の修行に精進したならば、その事実を自ら悟ることが出来る

のだ。 

 そなた達は心の内に過去世の転生の体験を記憶し、偉大なる智慧の宝

庫を持っている。その扉は誰が開くか。ほかならぬそなた達自身だ。宝

庫の扉は法の実践によって開くことが出来る。そなた達の心の王国の主

人公は他人ではなくそなた達自身である。 

 偉大なる内在された智慧に到達する境地になるには、一切の執着を断

って、調和された安らぎの境地、彼岸に到達することを目標としなくて

はならない。サロモン達よ、ブッダの弟子として今世だけの縁生をもっ

て、先輩、後輩の不平不満をいだいてはならない。不平や不満は自己の
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欲望が満たされないために起こるのである。欲望は心に歪みをつくり、

人びとに毒を与え、自らをして苦悩の種を蒔くことになる。ブッダの弟

子は、このような小さな心を持ってはならない。今世において弟子とし

て縁生に早くめぐり合えた者達は、後輩に対してより謙虚な心と行為を

持って当たり、自己の確立を図らなければならない。 

 諸々のサロモン達よ、ブッダは過去六仏の転生を通して、その法灯を

諸々の衆生の心に灯し、救済して来た。そなた達は、ブッダの過去六仏

の何れかの縁によって現世の弟子となったのだ。 

 ウパテッサ、コリータは、ブッダの過去六仏の縁生をことごとく体験

した。今世ではあらゆる師を求めて迷い、仏の法を求めてようやく現在

のブッダの縁にたどりついたのだ。 

 そのためウパテッサからも、コリータからも、五体から出ている光明

は、恰かもヒマラヤの山から転がって来た雪の塊のように、大きな後光

となって満たされている。そなた達も、法をよりどころとして生活する

ならば、自らその光明を見ることが出来るだろう』 

（原稿修正の際、より分かり易いようにと『人間釈迦第二部』二一六頁

から以降を加筆させて頂きました） 

 

 やがてその中心の方はガンになられ、学修会へのご参加は出来なくな

りました。また、その他にも、ある二つの地区の責任者をお願いした二

人の方は、最後まで法をご理解出来ない儘、帰って行かれました。つく

づく『法を足蹴にするなかれ』『法を妨害するなかれ』と強く思わせて

頂くとともに、神仏は、常に私たちの心を正しくお見守りくださってい

ることに気付かせて頂きました。 

 その後、私は依然としてご著書は拝読しない、したがって精進努力も

しない、ということでいろいろと質間をされるのですが、知らないこと

だらけで、何時も勉強会に行くごとにドキドキハラハラの連続でした。 

 そのような頃のある時、富山県のある方が『貴方は反省の話をするけ

れども、あまり深く勉強していないね。私は奈良県にある、内観所とい

うところで厳しい反省の修行をして来たが、貴方も一度そこへ行って来

るといい。そこは高橋信次先生がご承認しておられる所です』と言われ

たのです。 

 それを聞いた私はもうびっくりしてしまいました。私はご著書も拝読

はしていませんし、反省もしていない。ですから、最初から、高橋信次

先生が私に申されましたように『皆さん、ご著書を拝読しましょう。ご

著書を拝読しないと、高橋信次先生の法は分かりません』というような
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全く素人向けといいますか、初心者向きの話ばかりしておりました。 

 それで後日、高橋信次先生に『先生、奈良にはそのような素晴らしい

道場があるのですか』とお尋ね申し上げましたところ、先生は『そこに

は法がないんだよ』と申されたのです。私は、法がないってどんなこと

かな、と心の中で思ったのですが、勇気を出してそれ以上お尋ねするこ

とは出来ませんでした。自分自身が未熟で自信がないため、それ以上の

質問が出来なかったのでした。 

 それからは毎日毎夜『法があるとは、何だろう。法がないとは、どん

なことなんだろう』と、考え込むようになって行きました。暇さえあれ

ば会社でも、家でも、万年筆を机の上に出して見ては『ある』後ろに隠

しては『ない』そういうことを繰り返し繰り返ししながら、考え続けて

来ました。 

 回りの人から見て、まるで気違いになったのではないかと思われるほ

どだったと思います。 

 でも当時の私は、真剣でした。この『法がある』『法がない』という

ことを、何としても自分自身心に落とさない限り、自分はこれから各地

にある勉強会には行けない、と思っていました。この儘では恥ずかしい

と思っていました。 

 当時勉強会に行く時には、どんな難しい質問が出るか分かりませんか

ら、二つのカバンに、高橋信次先生のご著書を詰めれるだけ詰めこんで

出かけていました。しかし難しい質問があったとしても、ご著書を広げ

てやんわりと何処に書いてあるかを調べる訳にはいきません。そのよう

なことが出来ないことは十分に分かってはいるのですが、しかし持って

行かないと心に安らぎがなく、常にビクビクオドオドしていたのでした。 

 何時も勉強会に出かける時は、家内も同行するので、帰りの車中では

『貴方の話は、何時もゲツゲツガツガツまるで切れないノコギリで板を

切っているようなもので、横にいる私は何時もハラハラ顔から火が出る

ような恥ずかしい思いで一杯だわ。高橋信次先生のお話は、立て板に水

を流すような力強く悦びと勇気が頂け、涙が溢れ感動する。貴方は人前

で話をする資格がないのでは』等、私は勉強会に出れば出たで、不安状

態でハラハラドキドキ、また帰りの車中では、ジワジワキリキリと切り

刻まれ、生きた心地がしませんでした。 

 しかし、自分自身よくよく考えて見ても、自分の話はとても話という

ものではなく『あのー、えー、あのー、えー、ばかりでその真ん中に中

身が一つもない』ことが十分分かり、まさに言われる通りだと思ってい

ました。 
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 そうこうしているうちに、昭和五十年七月六日を迎え、待ちに待った

高橋信次先生には、小松まで全日空機でお越しになられ、金沢までは私

の運転する車でご案内させて頂きました。 

 七月六日は、ちょうどお悟りになられて七年目に当たる記念すべきお

めでたい日でありました。 

 その大事な日を金沢でのご講演にしてくださり、案の定一千三百人と

いう、これまでにない多数の聴衆を前にされて大講演をしてくださいま

した。 

 ご講演が終わり、会場の三階から二階へ通じる急階段を一段一段先生

をご案内させて頂く道々、先生が私に『今日は大盛会でしたが、このう

ちどれだけの人が残ると思いますか』とお尋ねになられましたが、私は

何のことやら直ぐには判断が出来ないため、即答しない儘だまっていま

すと、今度は『片手しか残らないでしょう』と申されたのです。私には

益々何のことやら分からないのですが、心の中で『片手というと、一人

二人……五人だなあ』と思っていました。しかしその後ずうっと誰にも

言えないことだと思い、一人心の中で、どうしてこんな悲しいことを申

されるのかなあ、と、時折ひそかに考えていました。 

 金沢講演会は、初めての講演会としては、これまでの全国の中では最

高の人数でした。先生には、西では初めて昭和四十六年に大阪府堺市で

ご講演をされたのですが、勿体ないことには僅かの八十名の人が集まっ

たと聞いておりますが、それが金沢では、一千三百人ですから、先生に

は大変お悦びになられ、翌日『貴方は正法伝道の歴史を変えた』と激賞

され、お世話人との昼食会の席上、朗朗としたお声で『道ひらく 加賀

の都に灯火が 心の中に 光輝く』とお歌をお詠みくださいました。 

 何故か、私はこのお歌を詠み始められた時から、急に胸が込み上げて

来て、もうどうすることも出来ないくらい、泣けて泣けてただもう泣き

崩れて、どうすることも出来ない状態となりました。 

 生まれてから今日まで唯の一度もない大きな失態をしてしまいまし

た。 

 先生には、お歌の後、私に何か一言話すようにとのご指示を頂いたの

ですが、どうしようもありませんでした。先生には、その私の様子をご

覧になられて、その儘お許しくださったのでした。今現在も、もう当日

のことを思い出すともう泣けて来るのです。先生には、お歌をお書きに

なられた紙を歩きながらポケットにしまわれるのを見て、私は追いつい

て「先生、その紙を頂けないでしょうか」と申し上げたところ『どうす

るの』「家宝にして残し、皆様に見せてあげたいのです」『そうか』と
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申され、私にくださいました。 

 長年にわたり日夜求めに求め続けてまいりました『法がある。法がな

い』ことも、昭和五十一年十二月の暮れ頃、月刊「ほくりく」誌の原稿

を書いていた時、やはり時折『法がある。法がない』とは、何だろうか、

と考えていた時のことです。やっと遂に解ったのです。 

 十二月二十七日の、もう零時近くだったと記憶していますが、七年か

かって、やっと心に落とすことが出来たのです。 

 『法とは、高橋信次先生の一言一句が法であり、その法を基準として

指導しているところには法がある。法がないとは、高橋信次先生の御名

をいくら掲げていようが、そこは高橋信次先生の法を基準にして教えて

いない、勉強していないところ』ということがやっと解ったのです。 

 『法とは、偉大な偉大な上上段階光の大大天使、高橋信次先生が難行

苦行の末、お悟りになられたその一言一句のすべてが法であります。神

理であります。正しいことであります。調和であります。慈悲と愛であ

ります。神の子すべてが生きて行く道であります。今生悟られたという

お方は、多数おられるように言われていますが、しかし地球上では、太

陽が唯一のように、高橋信次先生お一人なのでございます。お悟りにな

られたお方は、あらゆる国の言葉を使われて神理を述べられます。ブッ

ダの慈悲もイエスの愛もモーゼの現証も、また、見ること聞くこと語る

ことすべてが自由自在のお方であります』 

 その当時の私の環境は、明日が無いという生活をしておりました。明

日、私の会社がつぶれるかも知れないといったような毎日を綱渡りのよ

うな日々を生きていました。しかし、不思議なことに二つの会社のそれ

ぞれの取引先は、皆日本一の会社ばかりなんです。しかし次第に在庫調

整といって在庫を少なくするような合理化を目指すようになって来て

いましたし、また丸山ビルの方も需要に対して新しいビルが次々建築さ

れ、しかもうんと機能的に優れたビルが建つようになり、つまり、需要

に対して供給が多い環境になって来ていたため、二つの会社とも次第に

経営困難な事態に追いこまれつつありました。 

 今から思いますと、このような厳しい会社経営の環境と、もう一つは、

富山県のあるお方が申されたことを縁としての『そこには法がない』と

申された、主のお言葉を頂いたからこそ、この有難い環境とそれを乗り

越える努力と勇気による必死の正念を大切にして頑張って生きて来た

ことに、大いなる慈悲を頂いたのでした。 

 しかし、私が厳しい時、私は、高橋信次先生に泣き言は申し上げたこ

とがございませんでした。 
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 『先生、明日会社が潰れるんです。先生、助けてください』 

 私は口が腐っても、男としてこういうことを申し上げるべきではない

と思っていました。しかし、先生には、私の環境のすべてについて、す

べてお見通しておられたことと思います。また、先生も私には甘いこと

は申されませんでした。 

 しかしある時など、研修会に行った時、遠くから先生が大きいお声で

『キリンビールは大丈夫ですよ』と、励ましてくださったことがありま

したが、この時は、本当に有難くて、嬉しくて涙が込み上げました。 

 また、ある時先生にお目にかからせて頂いた時、先生は『私も中小企

業の経営者として、金策に飛び歩いたことがありました。お金をどうす

ることも出来なくて、兄のところへ借りに行ったが、兄からにべもなく

断わられた。そして、どうすることも出来なくて、泣く泣く暗い思いで

上野駅に帰って来たが、家に帰ることも出来ない儘、上野の地下道で浮

浪者と一緒に寝たことがあった。しかし後に解ったことは、あの世から

この世に出て来る時、今生自分がお金に行き詰まった時には、あの人、

この人にと頼みに行っても、皆が駄目という環境をお願いして来た。皆

から駄目と言ってもらうようお願いをして来た。だから、誰一人協力し

てくれなかった。誰彼を恨むことは間違いで、自分自身がお願いして来

ていたことが解った。兄から断わられた当時は、本当に慈悲も愛もない

兄だと思ったことがあったが、そうではなかった』というお話をしてく

ださったことがありました。 

 これもこの哀れな私に対する励ましではなかったかと思います。 

 しかし考えて見ますと、先生とは大違いで、この私はきっと、何百人

にも頼める、また協力して頂ける環境をお願いして来たことと思います。 

 しかし先生には、非常に自分に厳しい厳しい環境を御自らお選びにな

られて、この世にお出ましになられたことをお聞きして、大変感動いた

しました。もっともっと他にも大変厳しい環境をお選びになられて出ら

れたことも、直接お聞きしたことがございます。 

 お悟りになられるためには、あらゆる厳しい環境をセットされて出ら

れたことをお伺いして、我我如き心の卑しい者には、到底計り知ること

の出来ない境地であることを思いました。 

 私は、『法がある』とは、ということが心に落ちてからも、各地の勉

強会には、依然として二つのカバンに詰めれるだけご著書を詰めこんで

出かけておりましたが、しばらくしてからは、勉強会に参加しておられ

る方から質問があると、これまでとは違い、事前にその質問の内容が心

で解るようになったのです。不思議とこれまでのようなドキドキイライ
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ラすることは一切なく、同時にその回答が私の心の中に用意されるので

す。おかしいなあ、何かついているのかなあ、と思いながら過ごしてい

るうち、心に伝わって来ることが益々鮮明に解るのです。それからまた、

質問される方の話や、または発表される方の話に心を集中して聞けるよ

うになったことに気付きました。 

 その頃から、国内各地における学修会の模様が次々入って来る情報や、

送って来る月刊誌を拝見しても、殆ど法がない状態になっていました。

これは大変なことになって来たと思うようになりました。 

 先生がご昇天される約一ヵ月前の五月十五日、その日先生にお目にか

からせて頂きましたのが、私個人としての最後でした。そのお目にかか

らせて頂きましたことも、普通考えられないような不思議なご縁を頂い

てのことでした。それは、第二回反省研修会に参加させて頂いた時から、

私の心は、きっとこの研修会の最後には、必ず先生が小金井道場までお

出くださる、という確信がありました。それも私の確信の通り、最後の

金曜日に往復四時間かけてお見えになられ、最後の東北研修会でご溝演

されたことと同じお話を約半月前にお聞かせ頂いたのでした。 

 研修会が終了し、小金井駅へ同僚と連れ立って急いでいた途中で、は

たと忘れ物をしてきたことに気付き、引き返して再び駅に向かいました

が、同僚に追いつくことは出来ませんでした。 

 そしてＧＬＡ本部の玄関に足をかけようとしたところ、まさに今外へ

出ようとなさっておられる先生と、鉢合わせになったのです。黒いスー

ツに黒いショルダーバックを肩にされた先生にバッタリお出会いさせ

て頂いたのでした。 

 先生には、私にいち早く気付いてくださり、お優しいお顔で『もう終

わったの、少し時間はあるの』とお聞きくださり、もう私は嬉しくて嬉

しくて、本当に感激で自分自身がどうかなるような心でした。私は『先

生、お陰様ですべて終了いたしました。これから本部に寄ってご報告を

してから帰宅する予定です』『先生にはこれからどちらへお出かけです

か』と申し上げました。先生はにこやかに『長野工場へ出かける予定で

す。もし時間があるのなら、何処かそこらでお茶でも飲みましょう』と

申されました。 

 こんなことになろうとは、しかもこのような青天霹靂のような降って

湧いたようなこんなことってあるわけがない、もう私の心は天を飛ぶよ

うな状態でした。 

 近くの喫茶店に先に入って行かれるのに付いて行きました。入られた

ご様子から、何時もご利用になっておられるお店のようでした。中には、
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私達二人の他には誰も見えてはおられませんでした。 

 テレビは、ちょうど野球の実況をしていました。その時、先生からミ

ルクセーキをご馳走になりました。お目にかからせて頂いた時間が約三

十分程であったのか、または一時間程であったのか今以て覚えてはおり

ません。それだけ私は緊張していたのでしょう。その間申されたことで

今も記憶していることは、『貴方は今後他の地区の真似をしないように。

新興宗教は所詮新興宗教だ。貴方は何処の真似もしないように、自分が

良いと思う方法でやりなさい』 

 『この八月に家族で伊豆へ反省旅行に出かけるが同行しなさい。もう

そろそろ霊道を開いても良い状態だから』 

 それから会社経営のことや、その他いろいろと今後のことについてお

話しくださいましたが、ぼんやりの私には、その殆どを覚えてはいませ

ん。 

 そのお店を出て、先生のお姿をお見送りしてから、本部事務室に行き

先生が申された伊豆反省旅行のことについて、先生からご指示を頂いた

ことを申し上げたところ、先に来ていた同僚が一斉に羨望のため息を漏

らしました。 

 すべてに偶然は一切なく、すべてが必然であると、お教え頂いている

ことからも、この不思議なお出会いは、私にとりまして本当に有難い、

まさに必然としか言い様のない必然と申しますか、偉大なる先生のお計

らいによるものと今も心からの感謝を捧げながら、思い出しております。

そしてこのことと重なるような出来事として、私の愚かな思いを変えて

頂いた大慈悲を頂いたことがありました。 

 それは、一九七五年八月二十四日のことでした。ある法友の大先輩の

方々と東京で夕食の後、梨を食べていたところに、イエス様がお出まし

になられたのです。皆様もご存じの『人間釈迦第一部』一八六頁に、ア

モンがブッダに対して『私達はあなたの行く手に山があれば、その山を

取りのぞこう。谷があれば、橋を架けよう。河があれば、舟をつくろう。

どんな協力でも惜しまない』と申された一節がありますが、これと全く

同じお言葉に加えて、『不安を持つことなかれ、不安を持つと天上界で

は助けることが出来なくなる。一切の不安を持つな。必ず天上界あげて

貴方を導いて行く』とイエス様が申されたのです。 

 しかも、私が法友から呼ばれて東京に出て来ていることを、当日昼既

に高橋信次先生にはご存じだったので私達関係者一同驚いてしまいま

した。 

 それから大分年月が流れてから、私は次第に、このイエス様のことも、
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また、先生に偶然本部玄関でお目にかからせて頂いたこと等、すべてす

べてが先生の私に対する大いなるお計らいとお導きだったことが、ひし

ひしと心に伝わって来るのです。 

 その証が、即ち現在只今、天上からのお導きとお計らいのままに、一

九九二年四月大阪に、一九九六年四月九州の南端鹿児島へ、続いて熊本、

福岡地方にと、消え去った法灯を六年間という短い間に人々の心に灯し、

浜松、東京都へと駆け上がって来たのが、今年の五月五日のことでした。

かたや日本海沿岸地帯は、早くから金沢を中心に富山を始め、福井、新

潟へと法の輪を広げてまいりました。 

 あの感激した日日からもう既に二十三年が経過し、幾山川を越えた今

振り返って見る時、初めて主がこの愚かな私に申された通りになって来

ていることを知ることが出来、改めて、主のお言葉の一言一言が法であ

ることをかみしめ感激の涙にむせぶ毎日でございます。 

 そして、私は何時も悲しい主のお心を偲び、怠惰で鈍重なこの私に対

してお申しつけくださいました数々のご下命を、後残された短い年月の

間に何としても果たして行かねばならないと心に固くお誓い申し上げ

ている今日でございます。 

 本日只今、こうしてこのように有難い、嬉しい感激のこの日を迎える

ことが出来、ここに全会員の皆様と共に、心より偉大な偉大な主をお讃

え申し上げ、心からの感謝を捧げます。 

 また、今日までどれだけ多くお救い、お導き頂いているか計り知れな

い大慈悲に対して、深甚なる悦びと報恩感謝の誠を捧げたいと思います。 

 私達は今日からまた日々一時一時の中で寸秒を割いて一人でも多く

の迷える人々に対して、この深遠にして偉大なる法を叫んで行かねばな

らないと思います。明日あると思うなかれであります。 

 このお与え頂いている生涯は、今、今というこの一時一時が生涯であ

ります。としたら、この一時を如何に創意工夫して法を叫ばせて頂くか

ということであります。 

 そして、偉大なる神に対して、主に対して、法に対して、馴れること

なく、怖れ、怖れて偉大な主・高橋信次先生の御名を声を限りに絶叫し

て行くのです。法を我が命を捧げて叫んで行くことです。それこそが、

偉大なる神を讃え、主・高橋信次先生に捧げる報恩感謝の（真）まこと

でございます。 

 お救い頂いたならば、決して安楽に遊ぶことなく、より己に厳しく、

法による精進努力を積み重ね自己確立に励み、その頂いた大慈悲を愛に

換え、一人でも多くの人々に捧げ、ともに神を讃え、主を讃えて行くこ
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とこそ、法に帰依させて頂いた法悦に生きる私達の道であります。 

 また、主より、ご指名を頂き、こうしてこの場に今出させて頂いてい

る幸せを心から感謝申し上げたいと思います。 

 最後に、皆様方には悦びと感激一杯の熱きお心でこうしてご参加頂き

ましたことを本当に有難く嬉しく感謝申し上げます。今後とも何とぞ宜

しくお願い申し上げます。 

 私の話はこれで終わらせて頂きます。ご静聴有り難うございました。 

 (録音されたものを浄書させて頂いた際、解りにくいところを修正さ

せて頂きました) 
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【日々法悦をいただいて】1998-10 月 

 

 偉大なる高橋信次先生に、初めてお目にかからせて頂いて間もなく、

ある方のご質問を縁として『そこには法がないんだよ』とのお言葉を頂

き、その日から『法がないとは、その反対は、法があるということにな

る』このことを心に落とさない限り、法の学修と実践は出来ない、何と

かしてこれを心で知ることが大事だと思いました。 

 来る日も来る日も、夜も昼も暇さえあれば『法がないとは。法がある

とは』何だろう。どんな意味があるのだろうか。 

 ご著書『心の発見・神理・科学・現証篇』と『人間釈迦・第一部より

第四部』その他のご著書すべてを何度も何回も拝読しました。感激感動

したところには赤い線引きを何度も引くため、終いにはご著書の各頁が

真っ赤になってしまいました。また、多数の見出し紙を添付していくた

め、どのご著書もヒラヒラが沢山出ているご著書になってしまいました。 

 法の学修と実践について、自分なりに思いついたことは、何でもかん

でも手当り次第に即実行ということで、即座にやりまくりました。会社

のトイレ掃除や内外の掃除を始め、町中の道路の掃除や除雪、幹線道路

の掃除等々、思い付いたことは、必ず実行、実行ということで、出来る

限り自分自身に厳しい時間を課すようにと努めて来ました。そしてその

中で、二つの会社を経営し、夜は夜で毎日のようにある学修会に出させ

て頂き、多数の方々の法悦を毎日のように聞かせて頂き、自分の悦びの

上に、また沢山の法悦を重ねて頂き、何時も幸せな主のお計らいとお導

きに満たされて過ごして来ました。 

 何時の間にかあっという間に二十四年が過ぎてしまいました。法に触

れていなかった以前の時代に比べ、この二十四年という年月程一瞬のよ

うな短い、しかも、日々悦びと感激と感動に満たされ、私の一生にとっ

てこんな幸せな時はありませんでした。 

 本当に言葉やペンでは言い表すことが出来ないくらい、幸せな日々を

頂くあまり、毎日が非常に短いのです。本当に超特急電車『のぞみ』に

揺られて、九州地方に出かけるような毎日なのです。 

 一九八二年年末、七年かかってようやく『法がないとは。法があると

は』ということが、心で理解出来るようになり、それから間もなく人が

話される以前に、その人が今話そうとしておられることが、私の心に解

るという不思議なことが起きて来たのです。 

 また、一目お顔を拝見した瞬間、その人が母の愛を溢れるほど頂いて

来られたか、それとも頂いて来なかったかが、即座に解るのです。また
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同時に、この方は鼻が悪い、ここが良くなったら頭脳明断、心が何事に

も集中出来るようになるのに、と思うようになりました。ですから、電

車に乗った時には少しも退屈しません。 

 このようなことが私の心に次々起こり、私の心も次第に変化して行く

ようになりました。学修会でお話をさせて頂いている時も、肉体を持っ

ている自分が話をしている筈なのに、今話していることについて『ああ

ーこのような話し方もあるのかあ』とか、あるいは『これまでこのよう

なことは知らなかった』等と、驚くような新発見をすることが度々あり

ます。 

 私は今現在、残された人生を出来る限り大事に大事に、夜も睡眠時間

を少なくするようにして、お与え頂いた今生の有難い使命を全うして行

きたいと日々念願しているものでございます。 

 今から六年前初めて大阪の堺市に出させて頂いてから、今日まで度々

『貴方はあまり有名でないけど』とか『霊道を開いていますか』とか、

ひどい人になると『本物ですか。それとも』等聞かれることがたびたび

ありました。しかし、それによって私は一度もびくついたり、あるいは

たじろいだり、自信をなくしたり、傷ついたりはしませんでした。むし

ろ、この人たちは何一つ法を知っていないんだなあ、哀れだなあ、と思

い、主に対して祈らずにはおれませんでした。何処の学修会でも、ご参

加のお一人お一人に対して、その方のお話をしておられる最中、その方

の今後の平安をお祈りさせて頂いています。 

 今、目の前におられるお方は、今この愚かなこの私がこの方を乗り越

えられるようにと、偉大なる主には、天上よりお与え賜っているお方な

のだ、と思うのです。 

 偉大なる主には、この愚かな、愚かなこの私に対して、道をとぼとぼ

と歩いているときも、突然お呼びかけくださいます。ちょうど首根っこ

を、ぐっと天空に向けるように引っ張られるのです。 

 見上げた天空には、太陽（カンターレー）様が一段と輝きを強く強く

され、この私にその光の束が即集中して注がれるように感じられるので

す。そして優しく優しく、暖かく暖かく、いとおしんでいとおしんで『そ

れでいいんだよ、それで』と、囁きかけてくださるように感じられるの

です。 

 天と地は今、法を縁として、偉大なる主の御心により、大変近い時代

だと思います。 

 かつてこのような時はあったでしょうか。 

 今日政治や経済や文化等について、非常に危機的な混乱が続いており
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ますが、その原因は、言うまでもなく、地球上にいるすべての人たちの

心が、偉大なる神と、偉大なる主の御心より離れてしまっているからで

あります。しかし、人間神の子たちは、すべての人が、名誉、地位、財

産、お金などの物には何一つ関係なく、すべてが平等に、皮膚の色が違

おうが、髪の色が違おうが、目の色が違おうが、言葉が違おうが、今地

球上にいる六十億あまりの人たちの心が、皆偉大なる神に、偉大なる主

を通して繋がっていることを忘れているのであります。そして、太陽の

もと、地球上のすべての人間神の子たちが、皆平等であるように、神の

もと、皆神の子であり、皆兄弟であり、すべて平等であり、助け合い、

許し合い、補い合い、生かし合う神の御心を心として生きて行かねばな

らない、大変幸せな時であることに気付かねばならないのです。 

 こうしているこの一瞬一瞬の時も、偉大なる神から、一人一人の心に

お与え頂いている『光』によって、すべてが今、幸せに、生かされてい

るのです。そこに気付かねばならないのです。そのことを忘れてしまい、

この世的な物にとらわれているがため、殆どの人々の心が地獄に通じ、

混乱しているのです。しかし、私たちは今、偉大なる主により、法に触

れさせて頂き、光に満ちた聖なる一時一時をお与え頂いているのです。 

 特に、私たちの学修会は、光に満たされた光の場であります。そのま

ま天上界の繋がりのところにおらせて頂いていることを知らねばなら

ないと思います。そして、やがて天上の世界へと帰らねばならないので

す。今そのための、この世における愛の精進努力について、学修指導を

いただいている二度と再び来ない、絶対に巡り来ることのない、有難い

法縁の好機を頂いているのです。 

 やがて私たちは、それぞれ乗る列車を選んで帰っていくのです。誰で

もない、この自分自身が長年にわたり、この地上界を生きて来た、思い

と行いを積み重ねた、その世界に間違いなく帰って行くのです。それが

地獄か、それとも光輝く天上の世界か、それは今現在の自分の心を眺め、

また自分の考え、思い、今行っている行いを見れば、誰もが直ぐ様はっ

きりと自覚することが可能なのです。今日が過ぎ一夜を越したら明日が

来るような訳には行かないことを知らねばならないのです。 

 やがて私たちは、神のみ心のままに、あの世という世界に帰らねばな

らないのです。そのために、今という悦びと悲しみと苦しみの時が与え

られているのです。 

 前の人生よりも遥かに立派な心になるために、今この地球上に、それ

も自分自身が願って、その願いのままに、今その環境が与えられ、今あ

るのです。明日あると思うなかれ、生涯は今というこの一時一時が生涯
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なのです。そうしたら、この一時、一時、何を考えねばならないでしょ

うか。何を求めなければならないでしょうか。 

 かつて、金沢講演会が終わった頃、私は自分の責任を一応全うしたと

いう思いもあって、これで退会しようと悩んでいたことがありました。

その時、ご尊敬申し上げている先生から、東京に出て来ないかというお

誘いを頂き、出かけましたところ、既に、高橋信次先生には、『丸山さ

んが来ているのでしょう。早く行ってあげなさい』と、その方に申され

たので、その方は非常に驚き、私に会うなり、私は長年先生にお仕えし

て来ましたが、こんな凄いことはこれまで知らなかった、と身も心も未

だ震えが止まらないご様子でありました。 

 その夜は、ちょうど二十四年前のこの二十四日のことでした。 

 『貴方はイスラエルの生命です。こうして二千年後に、この女性を通

して貴方に話しかけられることは非常に幸せです。今貴方の心に非常に

迷いがあるけれども、自分というものを造って行きなさい。北陸に道を

説く貴方は責任を持っています。そのためには、自分を捨てて行きなさ

い。 

 私たちが貴方を導こうと思っても、心に迷いがあり、貴方がしっかり

していなかったら、私たちは導けないのです。常に不動の心を持って安

らいで生きてください。自信を持ってください。 

 この北陸というところは、日本海の荒波も厳しく、また山々も高く、

厳しい山々が集まっている。 

 それだけに、そこに住む人々の心というものは、非常に厳しいものが

あります。 

 また、宗教が非常に盛んです。貴方が法を伝えて行く前途には、いろ

いろな魔が競い立つことでしょう。しかし、愛の光は、すべてに打ち勝

つでしょう。何も恐れることはありません。自信を持って生きて行って

ください。私たちが天上界からあらゆる協力をして行きます。貴方方を

祝福しています。 

 

 もし、貴方の前に、山があって山が邪魔ならば、山をどかしましょう。 

 また、あの広漠たる海に橋を架けなければならないようだったら、橋

も架けましょう。 

 あらゆる協力をします。心配しないで不安を持たず心安らいで生きて

ください。 

 

 人には常に愛の心を忘れてはならない。 
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 人を裁く心を持つな。 

 人には平等にせよ。 

 人の上に自分を置くな。 

 人の足を洗う心を持て』 

 

 そのお声は、これまでの人生では一度も聞いたことのない、非常に威

厳のあるそれはそれは何とも言葉では言い表すことの出来ない重々し

いお声で、しかも暖かい暖かい優しい優しいお声のお方でした。 

 聞いているうちに自然と頭が下がり、やがて両手を畳の上について、

がばとひれ伏している自分でした。ただただ有難くて、勿体なくて、た

だ嬉しくて、ただ感激で、こんなにも尽きることなく絶えることなく涙

があるのだろうかと思うほど、限り無く、次から次へ流れる我が涙に、

また感激感動し、その一言一言のお言葉は心を打ち、そこにはこんこん

と尽きることのない悦びと勇気と希望が、小さな私の心を満たし、心に

溢れ、何時までも終わることもなく涙が流れ続きました。 

 涙が畳の上を流れ、その流した涙で、ともに私たちも流されてしまう

のではないだろうか、と思うほど、私たちは声を出して男泣きに泣き、

泣き崩れていました。 

 そしてその夢のような時から、ようやく目覚めたとき、お話が終わり

ました。 

 そのとき、誰彼問わず、次々、貴方様は何方様でしょうか。お教えく

ださい、と申し上げますと、『私は、名乗るほどのものではない』と申

され、さらに次々お尋ね申し上げても、何度も同じように申されました

が、最後にそれならばということで、 

 『私は、イスラエルの者です』とお応えになられお帰りになられまし

た。 

 これまで法に触れて約半年、また、事業を始めて約五年、長い間暗い

思いで生きていたことが、このイエス様のお言葉によって私は、『こう

してはおれない。これまで何と愚かな思いをして生きて来たのだろうか。

何とも申しわけもない』と立ち上がる勇気と希望と悦びとを頂き、新た

な決意に心は踊り上がるようにならせて頂きました。 

 しかし心の片隅には、このような愚かで心貧しい私のような者に対し

て、偉大な偉大な天上界のイエス様といわれるお方が、何故、どうして、

この私のような者にこのような凄いことを言われるのだろうか、という

思いがありました。そしてそのことは、これまでの『法がないとは。法

があるとは』ということと重なって、心で自問自答していくようになり
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ました。 

 それから九ヵ月経た翌年の五月、偉大なる高橋信次先生には、この世

を去られるほんの少し前、私に対して、次のように申されました。 

 『貴方は、今後他の会の真似をすることなく、自分の思う通りにやっ

て行きなさい。 

 新興宗教は、所詮新興宗教だから……』 

 

 このときも私は、自分の心の次元は、自分なりに知っているつもりで

したから、このようなことを聞いて、先のイエス様のことと重ね合わせ

て、益々、何故このようなことを、この愚かしい私などに申されるのだ

ろうか。何故、どうしてと、考えるようになりました。 

 その日から、狭い小さな私の心には、大きな三つの課題が何時もぐる

ぐる廻っているようになりました。 

 その一ヵ月後突然、偉大な偉大な高橋信次先生には、太陽が消えるよ

うにご昇天されました。 

 私たち夫婦は、あまりにも突然の出来事のため、毎日毎日天を仰いで

は悲しみに明け暮れ、両親が亡くなった子供のように、ただただ悲しい

悲しいという思いで過ごしていました。 

 悲しみの去らないうち、続いてこの世で初めて体験する心の台風が吹

きすさび、私たちはじっと嵐の遠のくのを祈りながら待ちました。やが

て再び春を迎え、今も、偉大な主のご尊顔が、常に私の心の中で微笑み

かけてくださいます。 

 また、イエス様の尊いお言葉は、忘れることの出来ないお声とともに、

心の中に生きております。 

 そして先生には、この私に『北陸地方が全部見渡せますか。北陸が全

部見渡せる自分になりなさい』と申されたお心が、今『一日も早く日本

が全部見渡せる自分になりなさい』と、私の心に響いているように思わ

れます。 

 これまで長い年月にわたり、偉大な主のご著書『心の発見』を拝読し

て来ていたのですが、今から二十四年前の八月二十四日夜イエス様から

お言葉を頂いた、今年の同じ八月二十四日の午前一時半頃『心の発見・

現証篇一三○頁』を拝読していたとき、初めて、長年探し求めていた私

の心の中の二つの疑問に対する回答を頂いたのです。 

 『人生の疑問にぶつかり、それを追求し、正しい生活実践という努力

により探求した結果、究極の神理にぶつかったとき、初めて心に光明が

さして、指導霊や守護霊達の霊感が与えられたり、現象化されるという
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ことなのである』 

 

 ここ暫くの間、毎月の原稿書きから遠ざかっていましたが、久しぶり

にこの原稿を書かねばならないと、二ヵ月ほど前から考えて来ました。 

 そして、この原稿を書かせて頂いている間に、長年の間心の中で渦巻

いていた二つの課題の解答が、前記のように『心の発見・現証篇一三○

頁』で発見したのです。 

 さらにこの原稿を書き終わったのが、偉大なるイエス様のお導きを頂

いたあの二十四日に引き続きそのまま東京に残り、二十六日には、偉大

なる高橋信次先生にお目にかからせて頂きました。その二十六日であり

ました。 

 この原稿は、まさに不思議なことが一杯詰まっているような、これま

での二十四年間が凝縮されたような、また、ここを縁とした思いが次々

溢れてまいりました。 

 去る二十五日、刷り上がって来た『ひかり』誌九月号は、もう創刊以

来十七年を数えるようになり、今日まで世に送り出した数は、ちょうど

通巻一九○号となりました。 

 初めて大阪でお目にかからせて頂き、その後お導き頂きましたのは、

約一年四ヵ月余りの、ほんの短い年月でありました。先生との歳月は、

本当に一瞬輝いた火花のように短いようにも思えますが、この私にとっ

ては、とてもとても長い長い百年にも千年にも匹敵するような尊い時間

の連続でございました。しかも、その短い時間に頂いた法悦の中から生

まれた『高橋信次先生の法を学ぶ会』が今日十七年を数え『ひかり』誌

もまた一九○号発行してこれたことは、偏に、偉大なる高橋信次先生の

大いなるお計らいとお導きによるものでございます。 

 こうして今日までのことを、いろいろ繋ぎ思い返していましたとき 

 

 ふと、二千年前、イエス様が、ガリラヤ湖畔ベッサイダの丘で、五千

人以上の大衆に説法され、夕食にと『五つのパンと二匹の干し魚』を、

次々割いてはお与えになられたことを思い出しました。 

 イエス様の手にある『五つのパンと二匹の干し魚』は、割いても割い

ても、何時までも『五つのパンと二匹の干し魚』が残っていて、そのう

ちに大衆の空腹が満たされたのでした。 

 

 さらには、長年エジプトで奴隷をしていたイスラエルの民が、モーセ

によって解放され、シナイの砂漠を放浪していたとき、人々は、むしろ
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奴隷のときの方が良かったと、愚痴を言いながら、食べ物が欲しい、水

が欲しいと叫んだ。 

 モーセは、その都度、主の大いなるお計らいを心に聞いた。そして大

衆の飢えを癒した。 

 これらのことが次々重なり『食べ物ではない、飲み水ではない。何時

のときも心の飢えを満たす法の泉をお与えくださっている』遠い日のこ

と、今のことを思いました。 

 永遠の時を超えて何時の時も為し賜っておられます、偉大なる主の大

いなる慈愛に、ただただ涙いたします。 

 今生の一年四ヵ月という『ほんの一瞬』は、私の永遠の生命の中で再

び巡り来ることのない栄光の日々でありました。 

 今もなお、一年四ヵ月というパンを、何時までも割いては配り、割い

ては分け、お与えくださっておられる、偉大なる主のお姿を、私は拝見

するのです。 

 偉大なる神に対し日々お与え頂いています大慈悲に対して、心からの

報恩感謝の誠を捧げ、偉大なる主に対し心を尽くして一人でも多くの

人々に法をお伝えいたします。 
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【他力と自力】1998-11月 -12月 1999-2月 

 

 幼い頃、鉄道線路近くの田んぼで遊んでいたとき、機関車の大きな汽

笛に驚き、そのショックで小川に落ちたことがありました。それ以来ず

うっと、機関車を見ただけでまた突然汽笛が鳴るのではないかと、ドキ

ドキするようになりました。 

 後年、そのいやーな思い出のある鉄道に、いやいや就職したことは、

今になって思いますと、偶然は一切ない、すべてが必然であるとお教え

頂きましたように、今生、主にお出会いさせて頂くための過程がこのと

きからもう既に始まっていたのでした。 

 父は、鉄道が良い、という意見だったので、長年苦労された父が悦ば

れることならと思い、いやいやながら親孝行のつもりで就職いたしまし

た。 

 どうにか二十五年あまりの間大過なく勤めることが出来、自分の行く

末も見えるようになって来たことと、父を見送ったことを縁として、長

年考えて来た、残されたこの人生で自分の能力を試したいという目的の

もと、約四年の間に、貸しビル会社に続き倉庫会社を設立いたしました。 

 約八年ほど経過した頃から、次第に二つの会社の経営が思わしくない

状態になってきたので、国鉄を辞めなければ良かったのかも知れない、

辞めなければこのような苦労をしなくても良かったのに、等と、何時も

心の中は希望よりも、暗い後悔の思いで一杯の状態でした。 

 ちょうどそのような折、義兄の勧めにより、初めて法に帰依させて頂

き、大変幸せなことに偉大な高橋信次先生にお目にかからせて頂く機会

を頂きました。 

 『国鉄を辞めて、現在のような会社経営をして良かったのでしょうか』 

 先生には、 

 『国鉄を退職して良かったんだよ。もしも、国鉄にその儘いたら、私

と出会うことはなかったし、また、貴方は今生自力の修行をすることも

なく、他力の儘でこの世を終わったことでしょう。これで良かったんだ

よ』と、お導きくださいました。 

 高橋信次先生のご慈愛溢れるご尊顔が、今も目の前におられるような

思いがいたします。 

 苦しい経営の合間合間に考え、悩み続けて来た、その難問が、先生の

暖かいお言葉により、一気に消えてしまい、感激と嬉しさで一度に涙が

溢れて来ました。 

 『これで救われたー』という思いで心は高鳴り、勇気と希望に燃え上
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がることが出来ました。 

 偉大な偉大な上上段階光の大指導霊のお導きを頂き、その日からは一

つの迷いもなく、二つの会社の経営に心を集中することが出来るように

なりました。 

 私は、この私の悩みを縁として『自力とは、他力とは』ということに

ついて、初めてこの人生において、永遠に持って行ける尊いお導きを頂

いたのでした。そしてこの有難いお導きを、今日まで何百、何千人もの

方々にお分けすることが出来、今そのみ教えが、それぞれの人達の心に

生きづいていることを思うとき、高橋信次先生の尊い一つ一つのお導き、

お計らいは、再びこの肉の耳で聞かせて頂くことは出来ませんが、いつ

いつまでも心に残る何と有難いみ教えであろうかと、悦びを新たにして

います。 

 高橋信次先生には、『真の信仰は他力にあらず』と、次のようにお導

きくださっています。 

 『現代社会を末法といいます。末法とは、心不在の状態を言うのです。

末法の原因の一つに他力信仰があります。明日の運命も分からぬ人間に

とって、他力の信仰はまたとない自己満足を与え、信仰を勧める側にと

っても、これほど容易な方法はないといえるでしょう。 

 ペーパー（紙）の神をいくら拝んでも功徳はありません。もし功徳が

あったという人がいれば、それはその人の心が信仰という媒体を通して、

浄化されたためです。何々の神のお陰ではありません。 

 何故、他力では人間が救えないかといえば、人間そのものが他力的に

は創られていないからです。人間には誰でも、思う、考えるという創造

する能力と、その思う、考える自由性が与えられています。こうした能

力は、他の動物、植物にはありません。人間にはその能力が与えられて

いるから、今日の文明が創られたわけです。つまり、人間は自分の運命

は自分が切り開いていくように創られているわけです。その本性を自ら

閉ざしてしまうのが他力です。盲信、狂信はこうした他力的信仰から生

まれます。 

 貴方の病気は先祖の霊が迷っているからとか、貴方は前世でこうした

ことをしたから貧乏するとかいわれると、本人は分からないから、夢中

になって助けを求めるようになる。病気は心の在り方が問題であり、貧

乏についても同じことがいえます。 

 今日の社会が混乱と不信に満ち、末法の世といわれるのも、己の善な

る心を生かそうとしないからです。つまり、足ることを知らぬ欲望と自

己保存（エゴ）が原因なのです。また、ねたみ、そしり、怒り、愚痴、
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こういった心で生活行為しているから、ますます混乱に拍車を加えてい

ます。社会の人びとがこうしたエゴや欲望をセーブし、釈迦やイエスが

教えた正しい生活の在り方を実践するならば、社会は明日にも明るくな

ります。そして、そうした明るい社会は善なる心にもとづいた自力によ

って得られるものです。先に述べたように、人間は、ものを創造する能

力と自由な心を持っていますから、その能力を生かすことです。 

 他力の信仰が流行し、これにもとづいて政治や社会が運営されますと、

かつての中世社会に逆戻りし、大衆は苦しみます。真の信仰は、他力で

はないのです。釈迦もイエスもそんなことは少しもいっていません。己

の善なる心を信じ、その心にもとづいて生活しなさい、といっているの

です。 

 人間社会は変わっても、大自然は変わりません。変わらない自然の真

理を生かすことを、私は、人びとに勧めているのです』 

 

 また、自力について、『心の発見・現証篇』一三○頁で次のようにお

導き頂いています。 

 『人生の疑問にぶつかり、それを追求し、正しい生活実践という努力

により探求した結果、究極の神理にぶつかったとき、初めて心に光明が

さして、指導霊や守護霊達の霊感が与えられたり、現象化されるという

ことなのである。自ら努力し、欠点を修正して、中道の心と行いを実行

している人人が勇者なのである。「棚からぼた餅」は、決して落ちてこ

ないということを知らなくてはならない』 

 

 また、『心の発見・科学篇』一○六頁には、『他力本願と自力』につ

いて、次のようにお導き頂いています。 

 『人間はロボットではない。己自身を失っては、人間としての修行目

的を果たすことはできない。それは、正しい心と正しい行為の実践の中

に、神理の調和が生まれてくるものである。神仏に対し、生存し修行で

きる環境を与えてくれる一切の万象万物に対し、感謝するとともに、報

恩の実践こそ菩薩心の現れといえる。私達は、ややもすると他力本願、

自己保存に陥りやすいのである。正しい目的に対する想念の一念力は、

努力と勇気によって生まれるものであり、己の逃避と自己保存のお題目

で人類を幸福に導くことはできない。神仏に対して感謝し、人々に対し

ては報恩の実践行動によって調和が成り立つのである。 

 私達には必ず守護霊がついている。だから、常に己の心に問う生活の

中にこそ、神性仏智を悟る道があるのだ。己の心を失った信仰は、正法
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とはいえないのだ。私達は、本体や分身の生命に必ず保護されているし、

各人の心の調和度によっては指導霊がついている。こうした霊に対する

感謝が必要であり、その一切の協力の事実をほとんど忘れているから悟

りが遠くなっているのである。自分自身が求めようとする努力、その結

果によって、心の世界の門戸は開かれて行くということを忘れてはなら

ない。 

 また私達は、偽りの指導者の言葉や、神理を悟っていない予言者の予

言などに心を惑わしてはならない。神仏のお告げといって予言をしたり、

お札を買わせたり、お守りを強制したりする指導者や教祖に心を売って

はならない。彼等の教義に対する吟味と、常日頃の行為を観察して、師

に足る人であるかどうかを正しく思念して定めなくてはならない。己の

心まで彼らに売ってはならない。 

 己の心は、無限の生命に通じている己自身の王国である。それは己自

身であり、誰も侵害することは出来ない。その王国を第三者に売り渡し

てしまうため、人々は自分を失い、努力することを忘れ、他力本願に依

存してしまう。神仏は自ら信じ、努力する行為によってのみ、力が与え

られるのである。 

 そしてその力に対する守護・指導霊の協力は常に存在している。すな

わち自力によっての努力があってこそ他力に通ずることは、原因と結果、

作用と反作用の神理であるということだ。 

 実在界上段階光の大指導霊（如来）や、光の指導霊（菩薩）達は、物

質経済に束縛されている人類に対して、勝手気ままな命令や、無から有

が生じるような約束は絶対にしないものであり、己自身の努力なくして

自己保存の祈りやお題目を上げるだけで、私達の幸福は得られるもので

はない。 

 祈ることのみによって救われると約束する教祖や指導者に、私達は気

をつけなくてはならない。自我の智と意によって、欲望や失望の解釈を

してはならない。その原因と結果に対する思慮の中から、正しい判断は

生まれてくるのである。 

 神仏の使いのごとく自称し、私達の心に安らぎを与えない指導者や教

祖達は、低級霊や動物霊に支配されていたりする。また無知や偏見によ

って、神仏を信ずることがなくこの地球上にとり残されている、地縛霊

や地獄の魔王に支配されている人々。これらに私達は迷わされてはなら

ない。 

 一時の予言をしたり、病気を治すようなことができても、より不調和

な、暗い霊域に、私達の心を覆ってしまうからである。このような偽善
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者は、常に言動と行為に矛盾が生じるから、即座に疑問を持って、正し

い解答を得なくてはならない。 

 このような人々は、神仏と表裏一体の上段階光の大指導霊達と交信す

ることはできない。なぜなら、正法を悟った生活の中でなければ、心の

調和がとれないからである。何でも信ずる心は、はなはだ危険であると

いうことを悟らなくてはならない。 

 神仏は、己の心の王国に存在していることを信じなくてはならない。

物質や型にとらわれてはならないのである。中道の心は、我慢すること

ではなく、正しい見解の中から正しく語ることの中に存在しているもの

なのである。 

 意志は、石のようにしては必ず歪みを造り出してしまう。意志は常に

柔軟に保って、正法の実践の中に悟りの一歩は開けてくる。その行為の

中で潜在意識の九○％は無限大の智慧を悟り、自分自身の過去世を悟り、

転生輪廻の過程をよみがえらせるのである。 

 私達は、心の中で実在界の守護、指導霊と語ることができるし、肉体

五官を通して語ることもできる。瞑想的反省をすることにより、私達の

周囲は黄金色（オーラー）に包まれ、肉体の光子体は雲をつくような大

きさとなって、もう一人の自分自身の肉体は小さく眼の前に出ている。 

 肉体を持っている私達の意識は、見上げるような光子体となって原子

肉体のもう一人の自分を支配している。大指導霊と話をすることができ

る。また自力の調和度によっては、肉体から抜け出した光子体とともに、

次元の異なった世界に行くこともできる。 

 すでに現象界を去った人々の住んでいる世界に行くことも、上段階光

の指導霊の家庭訪問も可能なのである。 

 天上界に行く場合はあたかも天と地を結ぶドームのような中を、超ス

ピードのエレベーターで上昇して行くような状態である。星空がはっき

りと見える。実在界は安らぎのある世界である。低段階の世界と上段階

の世界では、その霊域に、雲泥の差のあることが確認される。ほとんど

の場合は、肉体は霊子線というものによって光子体と連なっているため、

地上界との連絡はとれるが、意識がもどるまでには時間がかかる。 

 この地上界の万象万物はそこにも存在し、色彩は地上界と異なり、安

らぎのある柔らかい色にいろどられ、緑の植物も春先のような安らぎの

ある柔らかさである。この色彩は心を浄化する。万国民族共通の世界で

あり、あたかも現象界のオリンビックのように各国人が各国の服装をし

ている集団社会である。ここでは、世界は一つであることがはっきりと

見られる。 
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 しかし低段階の世界となると、やはり自国的環境に閉じこもる、自己

主張的な世界になっている。さらに地獄界は、人を信じることもできず、

調和されているかに見えても、自分自身のことになるといがみ合う。自

己保存の世界であり、安らぎなどはほとんどない。 

 魔王の権力によって支配され、心からの自由の存在はなく、安穏な生

活を営むことのできない世界である。自分自身の心を失った人々の住む

不調和な世界で、慈悲も愛も存在していない。 

 そのような人々の心が造り出している世界なのである。だがこうした

人々も、その環境の中から反省が芽生え、いつの日か光の天使によって

救われて行く。この世界は、表面意識が九○パーセントのため、反省に

対する反応は即座に現象化され、光子体の光子量の差が出てくるため、

調和への速度も常に早い。心の調和度はすぐに肉体に出て、人はその世

界に適応した世界へ進んで行く。このような、不調和な世界は相当数の

段階があり、また上段階も大別されている。天上界の上段階以上は、天

使、光の天使、上段階指導霊、上上段階光の大指導霊と世界が分かれ、

調和に比例した社会が構成されている。この現象界は、あたかもその実

在界より投影されている立体映画のようなものである。 

 つまりは、あの世もこの世も、肉体舟の構成に相違があるのみであっ

て、その中心の魂は変わらないものなのだ。転生輪廻における、この現

象界の肉体という衣と光子体の違い、環境の違いだけなのである。 

 意識すなわち魂は、生まれることもないし死ぬこともない。増えるこ

ともないし、減ることもない、それが本来の姿なのだ。私達はその本質

を良く知り、偽りの自己表現や、偽りの神仏の信仰、偽りの判断は避け

るべきで、神理がここにあることを知らねばならない。 

 それは偽りの人生が、自分自身の心に苦悩を背負わせることになるか

らである。 

 私達は、自分自身の支配者である心の王国を正しく築き上げ、あらゆ

る現象にとらわれない不動の心を持って、自ら造り出した心の重荷を捨

て去ること、これによって安らぎと平和な環境を造り出すことができる

のである。 

 私達は、旧来のろう習を破り、己の心に存在する神仏なる“心”を信

じ、その王国に秘められている宝庫を、自らの努力によってその門戸を

開かなくてはならない。 

 宿命論や無益な論争を避け、混乱せる己の心の誘惑に打ち克たなくて

はならない。 

 正法にもとづいた実践生活の中からこそ、正しい心の制御装置が造り
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出されているという神理があるからである』 

 

 次に、『心の発見・現証篇』二六五頁に、『欠点の修正方法について』

お導き頂いています。 

 『他力信仰から脱皮して行くことは、非常にむずかしい。 

 苦楽の一切を善鐸すれば、救われるという教えだけに、人間は腑抜け

になってしまうからだ。 

 他力で苦しみからも救われ、欲望を満たす目的も果たせるということ

になれば、世のなかは皆平和で、闘争も破壊もないだろう。 

 他力信仰では、人間は救われないのである。 

 神は、太陽の熱光のエネルギーを始めとして、万生万物を私達に与え

ているのだ。 

 この、自然の姿が、神の愛と慈悲の心の現れであろう。 

 人間は、これ以上何を望み、今以上の慈悲を、愛を求めるのだろうか。 

 苦しいときの神頼み、欲望を果たすための神頼みで、本当にその目的

が果たされるものであろうか。私達は、子供の頃、何ごとも親を頼りに

し、自分の欲しいものをねだったものだ。だが、それにも限界があった

はずだ。 

 青年になり、働く能力があっても、親に甘えていれば何とかなると両

親を頼り切っている、息子というものも考えてみることだ。 

 そういうのを、道楽息子という人もあろうし、怠け者の腑抜けという

だろう。 

 こうした例も、両親に頼り切って生活しているということでは、他力

ということだ。 

 人間は、自立心が大事だということだ。 

 一所懸命に働き、健康で平和な生活をしている子供達を見たら、両親

は喜ぶだろう。 

 喜ばせるということは、安心させるということにもなるし、親孝行と

いえるだろう。 

 両親の慈愛によって育てられて成長してきた子供達が、親に孝行する

ということは、報恩の行為であり、人間の道であり、感謝の心を現すの

は、当然のことなのである。 

 その行為を忘れて腑抜けになってしまっては人生において何の修行

になるだろうか。 

 信仰も同じことだ。 

 自らの力で生き、曇りのない正しい心で生活をしていれば、自然に、
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神の光によって満たされ、幸福になれるのだし、それが私達人類の親神

に対する報恩の行為ではないだろうか。 

 苦しみの原因は、人間自ら造り出しているのだ。 

 その苦しみの原因である心の曇りを払わないで、なぜ神の慈愛の光り

を受けられるだろうか。 

 私達は目覚めなくてはならない。 

 自らの欠点は、正しい中道の心の物差しを、自らの心のなかにしっか

りと刻み込んだとき、はっきりと悟れるだろう。 

 丸い豊かな広い心に、歪みを造ったのも、狭い心を造ったのも、他の

人ではない。自分自身であるということが解ったなら、欠点に対して、

きびしく修正することが大事なのである。 

 極端な考えや行いは、必ず苦しみを造り出すものだ。 

 人間が思うことも、行うことも、同じ結果が現れてくるものであるか

ら、しっかりと自分自身を見つめ、間違いを犯さないように努力するこ

と、それがきびしい修行なのである。 

 そして、間違いを犯してしまったなら、なぜ犯したのかを良く反省し

てみることである。 

 その結果は、ほとんどが、自己保存、自我我欲に帰するものだ。 

 ある者達が極端な考えや行為に走っている、誤っていることを知って

も、人前だと、正しい中道の判断をしても心のなかに秘めて自分の立場

を守ろうとする。このような人々も自己保存だ。 

 最近では、一部の、極端な思想的な集団によって、大衆がリードされ

て闘争や破壊活動をしている。このような場合でも、正しい中道の物差

しで判断したなら、彼らの間違いを堂々と批判して、彼らの扇動に乗ら

ないことだ。 

 極端な思想家達は、必ず同志間の相互信頼ができないものだ。 

 彼らは、表面だけは同志、と自称する。しかし実は、内なる敵によっ

て自らを亡ぼしてしまうものである。 

 中道には、闘争も破壊もない。 

 だが、極端な思想家達は、感情的な心の歪みを造り、自我我欲に走る。

調和など望めないものだ。 

 このような人々とは、感情をまじえないで正しく語ること、正しく聞

く、正しく見ることがもっとも大切だといえよう。 

 感情が大きくふくらみ、歪みができれば、理性を失う。したがって、

正しい判断はもはや不可能である。 

 このような人々は、必ず相手を誹謗し、怒りを爆発させて、自らの心
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のなかに苦しみを造り出して行くということを知らなくてはならない。 

 彼らは、一時悪の華を咲かせても、自ら蒔いた種の不調和な実は刈り

とらなくてはならない結果になるということだ。 

 心ある人々からの信頼を失って、やがて哀れな人間になってしまうだ

ろう。 

 それゆえに、自らの欠点を素直に発見し、それを認め、誰はばかるこ

となく、修正できる人々こそ真の勇者といえるだろう。 

 自らの欲望と、中道を外れた一切の執着を捨てようとする。毎日の生

活で八正道を素直に実践しこだわりから離れ、心は豊かで広く、神の子

としての自覚に目覚めようとする。そうした人々こそ真の智者といえる

であろう。 

 そうした人々は、自らにきびしく、他人に慈悲深く寛容な心の持ち主

である。 

 私達もこのような人間になりたいものだ。否、ならなくてはならない

のである。  

 万物の霊長として、この地上界にユートピアを築く大目的を果たすた

めには、この実行をしなくてはならないのである。その第一歩には、自

らの欠点と業の修正が大事だということだ。 

 また、病弱だからとか貧乏人だからとか、地位がない、肉体欠陥者だ、

不義の生まれだ、人格が違うとかいったような理由が、心のなかに存在

している人々は、心まで病弱で、貧しく、低級で、愛情欠陥者で、卑し

く、大きなお荷物を背負っている哀れな人々である。 

 このような人々は、自ら敗北の人生を歩んでいる者達だ。 

 神は、すべてに平等な慈悲と愛の光明を万遍なく与えているのである。 

 たとえ、外見的な問題や人間が造り出した不平等な段階で試練に逢っ

ても、心まで失ってはならないだろう。 

 人間は、自ら望み、自ら造り出したいろいろな不調和な現象の泥沼の

なかから、自らはい上がるための努力と実践行動が伴ったとき、それは

すでに、一切のとらわれから、悲しみや苦しみから解放されるときとい

えるのである。 

 欠点の修正は、自らの努力によって苦しみから解脱して行く過程であ

り、八正道の実践は、自らの心を悟りに導く最高の道である。 

 天国の道には、人それぞれの道があるであろう。 

 この地上界から直接八正道の近道を行く者と、地上界から行くことが

出来ないで、厳しい地獄界を経て遠回りをして行く者もあるであろう。 

 八正道は、人生航路における心の重い荷物を下ろし、安らぎを得て、
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光明の道を歩くようなものだ。そのときあなたは、人々からも愛の手を

差し伸べられ、信頼されることであろう。 

 しかし、極端な心と行いで生きる人々は、苦しみと悲しみの大きな荷

物をかついで端ぎ端ぎ山道を登るようなものだ。いつ谷底に落ちるか判

らないだろう。 

 誰からも協力を得られないで、裏切られ、自ら孤独な人生を送ること

になるであろう。 

 権力の座に上がったときから、人々は、苦しみ始める。かつての業の、

修行をしなければならないからである。 

 心ない人間とは、まことに哀れな者である。 

 この世を去るときには、自らの、嘘のつけない善なる神の心が、人生

で犯した自らの罪をきびしく裁くのである。 

 信じる信じないにかかわらず、私達は、人生航路の終焉が一秒一秒近

づいているということを、忘れてはならないだろう。 

 美しい花が人の眼を慰めるのも束の間、やがては散って行くのだ。 

 眼に映る一切の諸現象は、所詮、人間にとっては一場の夢である。 

 人生とは、無常なものである。 

 しかし、私達が、心に八正道の花を咲かせていれば、永遠に散ること

のない、美しい平和な安らぎのある世界という実りが持続されて行くの

である』 

 

 最後に、『人間釈迦・第三部・精舎内の説法』一八三頁の中に、法実

践の要について、お導き頂いています。 

 『「法を頼りとした遊行によって、調和された生活を送るサロモンた

ちに接し、わたしは本当に生きがいを感じる。ますます正道に励んで欲

しい。 

 だが、この中には、旧来の厳しい肉体行を捨てがたく、法を頭だけで

理解し、心の実体を忘れ、真の安らぎを得ることなく、心に、重荷を持

ったまま、苦悩している者もいる。 

 わたしの説く法は、人の道である。その法を、そなたたちの思うこと、

行うことの中に実践したときに、心の曇りは晴れ、仏の慈悲による光明

が真の安らぎとなり、心の世界を調和させてゆく。 

 そなたたちのアートマン（自我）の中には、善なる我と、偽りの我が

存在している。一切の苦悩は偽りの我によってつくり出されている。 

 この偽りの我は、一見、自己の欲望を満たしてくれるかのようにみえ

るが、じつは、大きな執着の荷物となって、苦悩をつくっているのであ
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る。 

 苦悩の原因、苦悩の根を除かないかぎり、人生の苦悩からのがれるこ

とはできない。 

 そのためには、自己保存の欲望をつくり出している偽りの我を支配し、

自分に嘘のつけない善我なる仏性に目覚めることである。 

 サロモンたちよ、雨に打たれている草木を見よ、まっすぐにのびてい

る竹をよく見ることだ。彼らは自然の風雨によく耐えて、その中で立派

に成長している。それは自然にさからわないからである。 

 同時に、草木は、しっかりとした根を地中深く張っているので、どん

な風にも耐えられるのだ。 

 そればかりか、彼らは、互いに譲り合い、助け合って生きている。こ

の事実を、しっかりと見ることである。 

 そなたたちも、法を悟って生活したならば、五官煩悩にふりまわされ

ず、いかなる諸現象も正しく理解し、心の中に苦悩の毒をつくり出すこ

とはないであろう。 

 不調和ないかなる物を見ようと、聞こうとも、法に照らして思念すれ

ば、心を動かすことも、不調和な言動に流されることもなくなるであろ

う。 

 不退転の心は、法の実践によってつくり出されてゆくことを知るがよ

かろう」 

 ブッダの説法は、今、体験しつつあるサロモンたちの心の中に、しっ

かりと根をおろしてゆくのだった。 

 ブッダの説法はなおも続いた。 

 「そのためには、生活の基準は、五官ではなく、心に中心をおくこと

である。 

 すべてのものは、心が根本であり、不調和な中道から外れた心の状態

で物を言ったり、生活を続けてゆくと、常に苦しみと同居し、苦悩とい

う荷物を肩からおろすことができない。 

 そのような人生は、坂道を重い荷物を背負って上がるようなものであ

る。 

 しかし、中道の心がわかり、善我の心でものを思い、生活をしてゆく

と、心の中は安らぎ、その喜びは自分と一体となり、自分の影が自分か

ら離れないように、光と一体となり、光明の生活となる。また、そなた

たちは、他人から暴力をふるわれたり、ののしられたり、うらまれたり

すると、その言動にとらわれ、心はイライラし、怒りをいだいてしまう

が、これでは怒りから、いつまでも解放されることはない。 
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 許すことも慈悲であり、怒りから解放される仏の光である。怒りの原

因をよく知って、心の中に怒りの毒を食べてはならない。 

 怒りは怒りによって報いるものではない。そうしたところで、心の中

の怒りは決して消えるものではない。 

 外は、今、しきりと雨が降っている。もし、この家の屋根のふき方が

悪かったとしたら、雨漏りがして、家の用をなさないことになる。 

 それと同じように、法をよく修めないと、心にむさぼりが生じてきて、

堕落の道におちて行くことになる。 

 智慧ある者は、煩悩の炎に心を燃やすことなく、法を柱に生きてゆく

だろう。 

 勇気と努力、そして智慧によって、心の中の偽りの我を支配し、善我

なる己に嘘のつけない正しい心を持って生活したなら、やがて、輝かし

い悟りの境地に到達することが出来るであろう。 

 人間は足ることを知ったとき、偉大なる財宝を手に入れることができ

よう。 

 偉大なる財宝とは、そなたたちが転生の過程において体験した人生の

智慧であり、安らぎの泉である。その扉を開くことである。一切の迷妄

が、その扉を開くことによって、明らかにされる。 

 人はそのとき、ゆるぎない永遠の生命を悟り、眼前に映る現象、物質

は無常であり、その無常の姿は、永遠の生命を運んでくれる綾なす糸の

ようなものだと悟ることができよう。 

 欲望にほんろうされる生活を厭い、正しき道を歩もうとする者は、や

がては、智慧ある財宝の扉を開き、悟りの境地に至ることであろう。 

 弓をつくる者は、同時にまっすぐな矢をこしらえる。弓と矢はこうし

てはじめて、その力を発揮するが、そなたたちの生活も、心をまっすぐ

に正してこそ、はじめて、確立することができる。 

 だが、人の心は常に欲望を満たそうとする。調和の心を維持すること

は非常にむずかしいものである。しかし、むずかしいからといって、怒

りや、むさぼりに心を許したならば、心はいつまでも安らぎを得ること

はできない。 

 美辞麗句をならべ、実行の伴わない者は、色あせた香りのない花に似

ている。蜜のない色あせた花には、蝶も、蜜蜂もよりつかぬであろう。

花はいきいきと咲いてこそ、蝶も密蜂も寄ってきて、ともに生き長らえ

ることができる。実行こそが、その人を生かし、その周囲を明るく栄え

させるものである。 

 そなたたちは、己の美しい丸い心を輝かせることによって、人びとに
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法の灯を与えることである。 

 ウパラー（蓮の華）や、ヤンダン、タガラー、バシキツのような花は

美しく香りもゆたかである、法の香りはもっと素晴らしく、気高く、崇

高なものである。そうした香りを発散させる自分をつくって欲しい。 

 遊行中に寝苦しい夜を迎えた体験者もあることであろう。眠れぬ夜は

長く感じるものだ。 

 また、それと同じように、彼岸に渡り切っていない人びとにとっては、

その毎日は、険しい山道を登るように苦しく感じられるものである。正

しい法を知らない者は、盲目の人生を歩いているので、苦悩と迷いを長

く感ずるものなのである。 

 遊行の道を歩む者は、自分より優れた者か、あるいは同等の者たちと

行くがよかろう。なぜならば、悪友とともにあると、そなたたちの心ま

で荒らされ、不調和な道を歩むことになりやすいからである。悪友は、

猛獣よりも恐ろしいことを知らなくてはならない。 

 野にいる猛獣はそなたたちの肉体を滅ぼしてしまうかもしれないが、

しかし、心まで滅ぼすことはできない。だが、悪友は、その大事な心ま

で毒してしまう。注意すべきは悪友であり、悪友にこそ正しく接しなけ

ればならない」 

 ブッダは、再び説法をつづけた。 

 「どんなにかわいい我が子であっても、最愛の妻であっても、そして

また、恵まれた財宝を持っていようとも、足ることを忘れ、欲望のまま

にその身が流されると、苦しみはつきることはない。 

 この肉体は、自分のものであって自分のものではない。時が経てば、

この地上に置いてゆくしかないのである。 

 いわんや、かわいい子どもも、最愛の妻も、ともに自分の所有物では

なく、財産もまた自分のものではない。 

 すべて、これらは転生の過程において、縁によって生じたものであっ

て、それぞれの縁生には、それぞれの使命と目的があることを知らなく

てはならないだろう。 

 永遠の所有物とは、そなた達の生命であり、心である。これ以外に何

一つとして、所有物はない。 

 自分のかわいい子どもとはいっても、成長するにしたがって、親の考

えと異なってくる。当然である。子どもは子どもの個性を持っており、

魂は親と異なるからである。 

 しかし、両親は、子どもを育てるためには、あたかも、太陽のように

無償の慈愛によって育てて行くだろう。子どもは、生み育ててくれた偉
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大な両親の慈悲と愛に感謝しなければならない。そこにまた、人の道と

いうものがあるわけであり、それは、生きて行く者の務めというべきで

あろう。 

 感謝の心は報恩の行為となって実を結ぶ。孝養は、子どもとしての当

然の行為であり、それが失われると、人の世は瓦解するしかないであろ

う。 

 社会の中に自分を置いている以上は、より良い社会の調和に奉仕して

こそ、法が実践されたことになり、仏国土の道が開かれてゆくことにな

る。 

 社会は自己の欲望を満たすための場ではないことを、悟らなくてはな

らないだろう。 

 万生万物は相互の助け合いによって調和が保たれ、それによって平和

と安らぎが生まれてくる。 

 智慧ある者は、知識の限界をよく知っている。愚かな者ほど、知識に

酔い、自分を高く見せようとする。 

 バラモンの修行者の中には、ヴェーダーやウパニシャードの聖典に通

じ、知識は豊かであるが、実践がないので、知識の枠から一歩も外に出

ることができず、聖典をもて遊ぶ者が多い。哀れというほかはない。 

 真の智慧は、心の中から湧き出ずるパニャ・パラミタ(内在されたる

偉大なる智慧)の境地から生まれてくる。それは、人からの借り物のよ

うな知識からは、決して生じては来ない。 

 法の実践によって得た安らぎ、感謝、調和の心から湧きでるものであ

る。 

 そなた達は知識に溺れてはいけない。知識の枠をいくら広げたからと

いって、心が豊かになるものではない。むしろ、その反対に、迷いと、

不安と、混乱を増すだけである。知識は智慧から生じた現象であって、

智慧そのものではないのだ」 

 ブッダの説法は一段と気迫に満ち、核心にふれてゆくのであった。 

 会場は深と静まり、光のひびきだけがあたりの空気をふるわせていた。 

 ブッダの説法はなおもつづく、 

 「智慧の湧現は法の実践にある。心の中につくり出された不調和な曇

りを除かない限り、無明はいつになっても晴れることはないであろう。 

 曇りを除くには、法の物差しにより思念と行為を振り返り、その間違

いを修正することが最も大事である。つまり、反省である。そうして、

心の中に曇りをつくらないように、常に正道を歩まなくてはならない。 

 正道を歩むとは、煩悩の偽我を支配することである。 
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 そなた達の心の中に本来ある、己に嘘のつけない善我なる心で修行す

ることが、正道を歩む修行者といえよう。 

 心を外に向けると、遊興な生活におちこむことになる。そこには千じ

んの谷が待ち構え、苦悩しか与えないだろう。 

 悪業は、即座に報いとなって現れることはないが、しかし、山中で焚

き火をたいた後の灰にかくれた火種のように、風によって、いつ山野を

焼きつくしてしまうかしれないものだ。 

 また、愚かな者たちは、常に地位や名誉の欲望に苦しみ、物質、財宝、

情欲への執着心のため、自らを苦しめている。サロモンは名聞に耳を傾

けてはなるまい。利他の行為を忘れることなく、自己保存の欲望を捨て、

常に安らぎの生活の中に住すべきである。 

 法の水を飲んだものたちは、心が洗われているから、物にこだわるこ

とがなく、平和で安らいでいよう。 

 グリドラクターの岩場を見よ。 

 あの岩場はどんな風にもゆらぐことはないであろう。自然の中に安住

しているので、物に動かされることはないからだ。 

 修行者もこれと同じように、そしりや怒り、あるいはほめられても心

を動かしてはならないのだ。一方に心がゆれると、もう一方にも心が働

いてくるからである。 

 いかなる言動に対しても、正しく見、正しく思い、正しく語り、正し

く仕事を為し、正しく生活し、正しく道に精進し、正しく念じ、そうし

て、常に反省を怠ることなく、心を丸く豊かに保ち、禅定を楽しまなく

てはならない。 

 楽に溺れる欲望を捨て、いかなる苦難にあっても、その原因を究明し、

原因の根をのぞき、心の中に法灯を燃やしつづけなければなるまい。 

 しかし、そうした中にあっても、悟りの彼岸に到達する者は少なく、

無常な物質世界に執着し、さまようことのなんと多いことか。 

 そなたたちは転生の過程で学んだ偉大な智慧によって、すべての欲望

に足ることを悟り、人と争うことなく、あの大空のように、青く澄んだ、

広い心でいなければならない。生死の輪廻からは、足ることを知った心

によって解脱できよう。 

 修行者よ、百万巻の書物より、安らぎの一言の方がすぐれていること

を知らなくてはならない。真の救いは言葉ではない。知識でもない。慈

悲心にあるからである。 

 また、心の中の偽我にうち克つことは、戦場で百万の敵に勝つより、

すぐれた勝利者であることを銘記すべきである。なぜなら、大きな堤も
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蟻の一穴によって崩壊するであろうし、心の苦悩は、心をいやすことに

よってしか得られないからだ。 

 智慧ある者は、まずこの世の業火から急いで逃げ出さなくてはならな

い。この世は、怒りと愚痴に満ち、足ることを知らぬ欲望が渦をまいて

いるからだ。そなたたちの心がこの業火に見舞われ、火の粉を浴びると、

迷いと苦しみをうけよう。 

 善なる心こそ、そなた達の主である。その主は永遠にして不滅の自己

だ。その自己を失わぬためにも業火から離れることだ。 

 安らぎと調和は真に自己を愛するものによって得られよう。自己の喜

びは他にも転化しよう。つまり、自己を愛する者は、他を愛することも

できるのだ。 

 まず、自分自身を修めなくてはならない。法を依りどころとして、自

己を確立することだ。業火に見舞われても、その火を消し去るだけの自

分をつくることが先決なのだ。 

 遊行に出て、法の種を蒔いても、心の開拓がおろそかになっていては、

あたかも粗悪な大地に種を蒔くのに似て、収穫は実り少ないものとなろ

う。 

 智慧、努力、勇気──。 

 これこそが自己を確立し、人びとを迷いの淵から彼岸に至らせる唯一

のあり方なのだ。 

 人をアテにしてはならない。 

 善・悪いずれの結果が現れようとも、その一切は自らの心と行いがつ

くり出したものであり、他人のせいではないことを悟らなくてはならな

いだろう。 

 そなたたちの修行の目的は、自らに克つことであり、他人に勝つこと

ではない」 

 ブッダはここまで語ると、ひと息ついた。そして一同をゆっくりと見

回した』 

 

 四十才にして始めた私の人生の手習いで、初めて経済よりも何よりも

遥かに遥かに尊いことが、正法の学修と精進努力であることに気付かせ

て頂き、それからというもの、法悦に涙しながら寝食を忘れて学修実践

してまいりました。 

 

 偉大な偉大な上上段階光の大指導霊・主に、親しくお目にかからせて

頂き 



939 

 

 

 『貴方は何人の人をお世話していく自信がありますか。やがて百万の

人が帰依して来ることになっている。これからは、そのための心造りを

して行きなさい。やがては事業も止める積もりで行きなさい』 

 

 『一日も早く北陸のすべてを見渡せる自分を造りなさい』 

 

 『これまで長年の間、北陸のすべてを見せてあったその意味が解りま

すか』 

 

 身に余る勿体ないおことばの一言、一言が、年と月日を重ねるごとに、

益々厳しく、暖かく、優しく、厳かに心のうちに重く響いて来るように

思います。 

 おそれおおくもご親任賜ったご下命は、この我が命捧げて、同志と共

に何としても全うすることを固くお誓い申し上げます。何とぞお導き、

お見守りくださいますよう伏してお願い申し上げます。 

 

 ここに、主ご生誕七一回の記念すべき日を迎え、謹んでその偉大なご

偉業を讃え、主には、全人類に向けてお説きくださいました法を、この

たびインターネットにより、世界の科学界、医学界、宗教界等、すべて

の人々に対して、お伝えして行くことにいたしました。 

 これも偏に、大いなるお計らいとお導きによるものと心より有難く感

謝申し上げます。 

 何とぞご照覧くださいますよう、ここにご報告申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



940 

 

【1999 年分】 

【二一世紀を迎えるために】1999-01 月 

 

 昨年一○月から新しい年の原稿を書こうと思い心を練り、何度も机に

向かい、書いては捨て、捨てては書き改め、遂に最後の一編が仕上がろ

うとしていた朝、心にひらめいた。 

 二一世紀は物の時代が終わって、心の時代へと移り変わるのだ。二一

世紀は、心の時代の始まりだ。誰言うとはなしにそのように誰もが思う

ようになっている。 

 その誰もがとは、一体誰なんだろうか。お前までがその誰もがの一員

になっているのではないか。誰もが心の時代が始まる、と思い、言葉に

出しても、真に心の時代とは、となると語れる人はいないのだ。そうだ

お前が地球の新しい世紀、つまり心の世紀の始まりの鐘を鳴らすのだ。

主の御心の儘に、誰でもない、お前が力一杯、命の限り、今こそその両

腕で世紀の鐘を打ち鳴らし、地球の夜明けを告げるのだ。そうだ。お前

がそのお役目を仰せつかったのだ。 

 さあー、打ち鳴らそう。力の尽きるまで。地の果てまで届くように。 

 天上ではきっと主には微笑みかけてくださるであろう。イエス様もゴ

ーダマ様もモーゼ様も、クラリオ様も、ヨハネ様も、ヤコブ様にも伝え

たい。モンガラナー様にも、アナン様にも、マーハー・ナーマン様にも、

シャーリープトラー様にも。 

 飛び起きた。こうしてはおれない。私は新しい年に向けて小さいこと

を書こうとしていた。 

 そうではない、心の時代の夜明けとは言っても、誰もがその『こころ、

つまり心については、何一つ語れないのだ』 

 晴れがましいかも知れないがさあー、待ちに待ったお前の出番が来た

んだよ。 

 

 ちょうど目の前に主のご著書『人間釈迦・第一部偉大なる悟り』が開

かれていた。 

 『夕陽は西の空をあかね色に染めている。ゆるやかな川面に、夕映え

の雲がうつり、夜のとばりを告げていた。 

 ややあって、ブッダは、ゆっくりとした語調で言葉をつづけた。 

 「そなた達は片寄りすぎた生活を続けている。ミガダヤの樹木の姿を

見るがよい。幹が太ければ、その根も広く張っている筈。枝は幹から出、

小枝は枝を足場に、緑の葉を繁茂させる。美しい花を咲かせる樹木もあ
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ろう。もしも、枝が幹より太く、幹よりも根が小さければどのようにな

るか。葉が小枝より重ければ小枝は折れてしまう。根と幹、幹と枝、枝

と小枝が調和されているから、大木は風雨にさらされても安定している。

根が張った幹と枝葉は、中道の心を教えている。人の道もこれと同じだ。

心という幹を忘れ、法という根を失って、五官という枝葉の煩悩にふり

回されるから、正しい人生を送ることが出来ない」 

 五人は頭を下げたまま、ブッダの言葉を、全身耳にして聴いている。 

 「私も幼い頃から、中道をはずれた人生を過ごしてきた。権力をカサ

に、何不自由なく優雅な生活をつづけた。だが、欲望が満たされても、

心は安まらなかった。否むしろ、満ち足りた生活がつづくほど、疑問が

広がった。城内のクシャトリヤと城外の貧しいシュドラー（奴隷）の生

活は、あまりにもかけ離れている。同じ人間でありながら、なぜ不平等

な階級制度があるのだろう。太陽の陽の光は、階級を越えて、あまねく

照らしている。人の世だけが不平等である。なぜだろう。私は、生母の

顔を知らない。義母に育てられ、何不自由なく育っても、生みの親でな

いことを知ってから、生母への追憶は、消えることがなかった。他国と

の戦い、そして破壊、罪もない者の死。いつ殺されるか知れぬ不安の日々。

四季に応じた館はあっても、心の安住はなかった。人間の悟りは、この

ような環境の中から得られるものではなかった。カピラを出た六年間は、

衣食住に気を使う必要がなく、敵を意識することもない安穏な生活だっ

た。しかし煩悩を滅する厳しい肉体行は、かえって肉体にまつわる執着

をつくり出し、正道を悟ることができなかった。カピラの低落な生活も、

厳しい肉体行も、ともに正道を自覚することのない修行方法であること

を悟ったのだ」 

 ブッダの声の振動は五人のクシャトリヤの心中深く響き、眼をつむる

者、うつむき頷く者、カピラの頃と六年余の修行を回顧する者、それぞ

れちがってはいたが、これまでの誤ちに気付くのであった。 

 ブッダは説法をやめ、コースタニヤに、こう質問した。 

 「コースタニヤよ、そなたはカピラ・ヴァーストで芸妓の奏でる弦の

音を聞いたことがあろう。あの弦の糸を強く締めたらどうなるか、また

弱いとどんな音色になるか知っているか」 

 『ハ、ハイー』 

 突然のブッダの質問に、コースタニヤはすぐには返事ができなかった。

しばし考えてから答えた。 

 『強く締めれば切れてしまいます。弱くては調和された音色がでませ

ん』 
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 「その通りだ。ではどうすれば良いのだ、それを説明しなさい」 

 『はい、弦の糸は中程に締めてこそ調和された音色がでます』 

 「その通りだ。人生も同じだ、弦の糸のように、強ければ切れてしま

うものだ。厳しい肉体行は、かえって煩悩をつくり出し、一つ間違えば

肉体舟はおろか、心は執着の権化に変わってしまう。肉体は人生の乗り

舟にしか過ぎない。その船頭さんである心こそ永遠に変わることのない

本当の自分自身であるということを忘れ、肉体舟の五官だけに翻弄され

て、本当の自分を忘れていたのだ。丸い心の自分を忘れると、うらみ、

ねたみ、そしり、怒り、欲望の渦の中に這入り、本当の自分を見つけ出

すことが出来ない。しかしそれが分かれば、苦しみは自分の心と行為が

つくり出していたと気付くのだ。生まれたことによって病気をし、老い

て死んで行く。人生は苦しみといってもいい。 

 人間がこの苦しみから解脱するには、心と行いについて、その両極の

生活から離れ、中道の道を修めることが最も大事なのだ。心を忘れた厳

しい肉体行によって煩悩を捨て去ることは、非常にむずかしい。肉体舟

の五官は、客観的にあらゆる諸現象をとらえるが、判断は自らの心がす

る。通常はその判断が、諸現象にとらわれる。このために、思うこと、

行うことが、心を忘れた現象となって生み出されて行く。自分に都合が

悪ければ、他人に平気で嘘をつく。表面をつくろい、自己保存に明け暮

れてしまう。自分の心は自分に忠実だ。自分の心に自分は嘘がつけない。

この事実は何人も否定できないし、人間が善なる神の子の証しでもある

のだ。生まれた時は人間は丸い豊かな心だったが、生まれた環境、思想、

習慣を経るにしたがい、丸い心に歪みをつくり出してしまう。 

 その結果、心の曇りが光明の安らぎを失い、苦しみをつくり出す。私

は安らぎの道を求めて出家し、そなた達と共にウルヴェラの森で、厳し

い修行を六年もやった。疑問と模索の中にさまよったが、解脱できなか

った。少女の布施してくれた一件から、そなた達は、ゴーダマは堕落し

た、修行を捨てたと思って、常日頃の不満を爆発させてウルヴェラを去

ってしまった。ネランジャラ河を下って行く後姿を私は見送ったが、麻

の実やごまの種をとっていたのでは肉体が滅んでしまう。肉体が亡んで

何の修行があろう。私は、あの時、決意したのだ。体をつくり、自分を

ふり返ってみようと。そなた達と別れた私は、死を覚悟し、ピパラの大

木の根元で、三十六年余の自分を反省した。中道という尺度を基準に。

その結果は、生と死の執着から離れることができたのだ。そうして、生

老病死というものは、一切の苦しみであり、これから解脱するには、心

と行いに、どのような物差しを持って生活をすればよいかということが



943 

 

分かったのだ」 

 たんたんと説くブッダの言葉は、そのまま光であった。神理の言葉は

光に満たされている。 

 聞く者の心がひらいておれば、その光は、砂地に水が沈んで行くよう

に、なんのよどみもなく、入っていく。彼等五人は、ブッダの言葉の中

で、六年余の誤りに気付き、新生への第一歩を踏み出していた。 

 あたりはもう暗くなっていた。他の修行者達の薪を折る音が聞こえて

くる。 

 「サロモン達よ、顔を上げなさい。もう大分暗くなった。薪を集めて

火をたき、その廻りで道を説こう」 

 彼等は、やっと我に返った。 

 コースタニヤ、アサジ、パッティヤーは、ほこりと涙で顔はくしゃく

しゃであった。どの顔も感激と感動につつまれ、足腰のしびれさえ忘れ

ていた。 

 『ハイ、ハイ』 

 『はい……』 

 アサジも返事をして立ち上がった。が、足のしびれでよろけてしまっ

た。 

 長いこと膝を折り、頭を地につけていたので、足の自由を失っていた。 

 やっとの思いで立ち上がり 

 『今から薪を集めて来ます』 

 と、いって、前々から河岸に集めていた乾燥した薪をパッティヤーを

促しブッダの前に運んで来た。 

 コースタニヤは、火種をもらいに、隣の修行者のところへとんでいっ

た。 

 すりばち状になっている場所を選んで、五人は円状に座り、ブッダの

次の言葉に全身を集中させるのだった。 

 焚き火の焔は、心と身をあたためてくれた。どの顔も生き生きしてい

た。昨日までの彼等は、迷路にはまりこんだ小羊のように、疑惑と混迷

のなかにあったが、今はちがっていた。体を暖めてくれる焚火の火は、

神火であった。陽焼けしたどの顔も、赤味をさし、安らぎと喜びが、五

人を包んでいるようである。 

 ブッダは一人一人に、柔らかい視線を送っている。彼等の背後に、後

光がさし、光明と共に、ボサタ達の姿がはっきりとみえた。 

 『ブッダ様、焚火の明るさとはちがって、何か黄金色の柔らかい光が、

ブッダ様を包んでいますが、私の眼の誤りでしょうか』 
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 何か思案顔のアサジが、その不思議な現象についてこう説明するのだ

った。そうして、他の四人の周囲についてみくらべている。 

 「アサジよ、そなたにも見えるか。この光明は、人によって皆ちがう。

正道を心と行いの物差しとして生活し、他人に慈愛を施し、己に足るこ

とを知り、一切の執着を絶った調和の心でいる時には、心に曇りがない

ために、光明に包まれるのだ。そなた達の周囲にも、光明が与えられて

いる。よく見るがよかろう」 

 ブッダがこう説明すると、アサジは、隣に座っているバッティヤーの

顔をもう一度、こんどはのぞくように、光をたしかめるのであった。 

 四人のソロモンの後頭部には、丸い黄金色の光明が柔らかく、輝いて

いた。 

 アサジはもじもじさせながら、何度も自分の眼をこすり、眼をパチパ

チさせた。 

 そのうち、アサジは得心したのか、こみ上げてくる感激を押さえるこ

とが出来ず、声を出して泣き出した。 

 サロモン達の後方、左右に光る黄金色の中にはあの世の天使達が同じ

ように感激し、眼頭を押さえている姿が、ブッダの心眼に、はっきりと

映るのであった。 

 悟りを開いた時に、何回となく姿をみせたバフラマン（梵天）と同じ

ような仕度をした血色のよい菩薩達の、慈悲に満ちた光景である。 

 ブッダは、ふとミガダヤとは異なり、ここはそのまま天国ではないか

と、錯覚すらおこるのだった。 

 周囲は暗い、森も、川も、大地も、安らぎの眠りに入ったようだ。焚

火の火だけが、暗夜の眠りにさからうように、ピシピシと音を立てて燃

えさかっている。 

 「サロモン達よ、心を落ち着けて、私の法を聞くがよい」 

 と、ブッダはいい、彼等を見回し、言葉を続けた。 

 「そなた遠は、天国において、自らが両親を選び、肉体船の縁を結ん

でこの世に生まれた。生まれた環境も、皆自らの、意思がそれを決めた。

だが、この世の生活になれるにしたがって、両親にたいする感謝の心を

忘れ、報恩の心をないがしろにしていく。不平不満の生活を送るという

のが大半の人生である。ところが、人生における富、地位、名誉という

ものは、この世限りで、永遠のものではない。それをまず腹に収めるこ

とだ。生まれた時が裸なら、死ぬときも裸である。ところがこうした真

実を忘れ、貧しい家に生まれると、心まで貧しくなり、反対に、裕福な

家庭に生まれると、感謝の心を忘れ、堕落していく。ある者は、それぞ
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れの環境の中から欲望の虜となり、足ることを忘れて、苦しみをつくっ

て行く。哀れというより、人間とはなんと愚かしきものよ。 

 サロモン達よ、そなた達は、まずこうした事実に、目覚めなくてはな

らない。そうして、この苦しみから解脱しなければならない。自らの心

を、自らがしばりつけてしまう。そのけい縛を解くには、正しい心の物

差しを持って、毎日の生活を送ること以外にないのだ。よこしまな考え、

行いを捨てることだ。 

 ミガダヤの自然をみるがよい。山川草木の自然は調和している。生か

されるままに生きているではないか。小鳥や動物達の生活は、一見弱肉

強食のように見えているが、よく見ると、自分を生かしながら、他を生

かしている。虎やハイエナは、腹が満たされれば、他を襲うことはしな

い。草食動物がふえれば、草木が枯れてしまう。といって草食動物がい

ないと、草木は育ちにくい。彼等は、自然の条理にしたがって、自然を

生かし、自らも生きている。自然は、相互に依存し合いながら、全体を

調和させている。動物達の弱肉強食の姿をとらえて、人間に当てはめよ

うとすると無理が出る。彼等は、そうした姿を通して、全体を生かして

いるものであるからだ。 

 人間は、たがいに助け合い、自然をも含めて、より高い調和をめざす

ものである。ところが、欲望の渦中に自らを置き、争うために生きてし

まう。虎同士で殺し合いをするだろうか。よくよく考えなければならな

い。私の法は、大自然の万生万物が、相互に関係し合い、そうして、全

体を安定させているように、まず、自己保存、自我我欲の心と行いを捨

て、人類は皆兄弟だという心境になることである。そうして、社会人類

に奉仕することだ。苦と思わず、実践することだ。 

 苦と思える自分があっては、実践は覚束ない。そこで苦と思えない自

分をつくることが先決であり、自己の確立が大事な要件になってくる。

その要件を満たすには、八つの条理を、生活の基礎におき、物差しにし

て、自分自身の心と行いを整えることだ。 

 正しく見ること 

 正しく語ること 

 

 正しいとは、片寄りのない中道をいう。相手のいうこと、そして自分

の見方、見解に偏見がないかどうか。人間は得てして、自己中心となり、

他人を傷つけ、自分の心にも傷をつけてしまう。不利なことであっても、

常に第三者の立場に立って、正しい判断と、正しい言葉を忘れてはなら

ない。 
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 正しく思うこと 

 正しく念ずること 

 

 五官を通して私達の心の中に生ずる現象、つまり思う、考えることに

ついても、片寄らせてはいけない。思うことは『もの』をつくり出す原

動力であり、創造の源であるからだ。心の中で不調和なことを思い、そ

うして念じて行くと、やがてその不調和が人々に及ぼし、自分にかえっ

てくる。自己の利益だけを思ったり、相手の不幸を決して念ずるような

ことがあってはならない。常に円満な、中道の心を持ち、怒り、そしり、

ねたみ、うらみ、ぐちることなく、足ることを知った心の状態を心掛け

れば、心は光明に満たされ、安らぎの境地に至ることができる。 

 正しく仕事をすること。 

 

 自ら選び、与えられたその職業は、それはそのまま天職であり、その

仕事を通して、人生を学習して行く。仕事、職業は、人生経験を豊かに

する新しい学習の場であることを忘れてはならない。 

 職業は、人々が生きて行く上の相互依存の大事な場であり、したがっ

て、健康で働けることに感謝しなければならない。感謝は報恩となって

実を結ぶ。百姓達が野良に出て精を出し、収種を得ることによって家計

が保たれる。報恩とはあまったものを人々に布施することだ。 

 困っている人々を見て、みぬふりをし、自己保存に耽る心は、自らが

苦しみの種を蒔いていることになる。仕事といっても、他に害を及ぼす

仕事は正しいとはいえまい。 

 正しく生きること 

 正しく道に精進すること 

 正しく定に入ること 

 

 片寄りのない人生を歩いているか、いないか、人としての道を外して

いないかどうか、瞑想という反省を通して、心の曇りを晴らした生活が

大事なのである。私は三十六年間の人生において、思ったこと、行った

ことの一つ一つを反省し、心の曇りをとり除き、一切の執着から離れる

ことが出来た。安らぎの境地は、こうして得られた。サロモン達も今か

ら、今迄の人生体験の善悪を反省し、八正道にそむいた想念行為があっ

たならば、心から神に詫び、同じ間違いを犯さないようにすることだ。

反省は、盲目の人生航路を修行する人間に与えられている神の偉大な慈

悲なのだ。動物達に反省の能力がないことをみても分かるだろう」 
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 ブッダの言葉は、こんこんと湧き出ずる泉の如く、よどみなく流れた。

そして五人のサロモンの胸に、光となって吸いこまれていった。 

 光の輪は広がった。彼等五人は、これまでの修行の過失と、正法の偉

大さに襟を正した。そうして心の安らぎを得るには、自らが正しい心と

行いの積み重ね以外にないことを悟るのであった。 

 『ブッター、ウルヴェラでの行為を許してください』 

 コースタニヤはこういうと、ワッと泣き出した。かたくなな彼の心に、

ブッダの慈悲の光明が射しこんでいたのである。 

 コースタニヤの大きな体は前後にゆれた。彼の慟哭は、草木の眠りを

さまし、大地をゆさぶった。 

 誰も彼もが、ブッダの法に耳を傾けていたのであった。 

 「ゴースタニヤよ、間違いを素面に認める心こそ大事なことだ。その

心を忘れるでないぞ」 

 ブッダは、こうさとすと、右手を上げ、コースタニヤに、神の慈悲の

光を与えるのであった。 

 コースタニヤの懺悔の涙は、四人の心にも伝わった。ウルヴェラの間

違いは、独り、コースタニヤのみではなかった。四人が四人、かつての

ゴーダマの行為に疑問を持ち、だからこそ、コースタニヤと行を共にし

たのであった。もし、五人のうち、一人でも、一杯の牛乳がなにを意味

し、六年の苦行に決別するゴーダマの心を見抜くことが出来たならば、

コースタニヤの言に心を動かされることはなかった筈である。彼等もま

た、 

 〈ゴーダマは修行を捨てた〉 

 と、みたのであった。 

 ゴーダマ・ブッダの法に耳を傾け、反省してみると、コースタニヤの

懺悔は、そのまま四人の懺悔でもあった。 

 アサジもバッティヤーも、マーハー・ナーマンも、そしてウッパカも

心の中でウルヴェラの一件を、深く反省するのであった。 

 コースタニヤは、ブッダの慈悲の言葉に返事もできず、体をふるわせ

ていたが、やっと静まると、 

 『ブッダ様、今のお言葉を忘れず、中道の心を心として、修行に励み

ます。何卒、お導きください』と、いった。 

 アサジは立ち上がった。 

 『ブッダ様、私は今から八正道の条理に合わせ、これまでの人生の一

切を反省してまいります』 

 彼はそういうと、暗い林の中に消えて行った。 
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 アサジが去ると、続いて、パッティヤー、マーハー・ナーマン、ウッ

パカも、瞑想の場所を求めてブッダの下から去って行った。 

 コースタニヤだけが、ブッダの傍に座し、ブッダと共に瞑想に入って

いった』 

 

 ここまで一気に拝読して、初めて一九九九年は、次の年、つまり二○

○○年を迎えるための心造りの基礎の年だということに気付いた。 

 偉大なる主・高橋信次先生の法が、今日このホームページを、また『ひ

かり』誌をお読みになられた貴方のお心によって、地球の隅々まで広く

伝わって行くことを知って頂きたい。この世には一切偶然はない。すべ

てが必然である。 

 偉大なる主・高橋信次先生がお開きになられる『心の世紀』『仏国土

ユートピア』づくりに、貴方もご参加頂きたい。 

 各位の平安を心よりお祈りいたします。 

 

 神に対し 主に対し 

            大いなるお計らいとお導きを賜り 

            新しき年の悦びと不動の決意を捧げ感謝申 

            し上げます。 
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【法灯絶やすべからず】1999-3 月 

 

 偉大な高橋信次先生には、今生お説きになられた法が、永遠に消える

ことなく人の心の中に光輝き伝えられていくことを願われて、常に『人

をたよりとするなかれ、法をたよりとせよ』『法灯絶やすべからず』と、

次のようにお導きくださっています。 

 『今から約一万年ほど前、南大西洋にアトランティス大陸というのが

あって、文明は非常に栄えていた。信仰の対象を太陽にむけられ、人間

の魂は、あの太陽のごとく、光輝くものであり、慈悲と愛の心こそ、人

間としてのあるべき姿として、正法が説かれていた。法を説いた方の名

を、アガシャーといった。アガシャーを中心として数多くの如来、菩薩

が道を説いていた。現在、南大西洋にはその大陸はない。アガシャーを

のぞく多くの天使たちを、時の為政者が葬ったからである。天使たちを

殺戮するほど彼らの心はすさんでいた。大陸の陥没は、法の裁きによっ

てひき起こされた。 

 六千年の後、文化はエジプトに移ってきた。そして今から約三千二百

年ほど前にモーゼが現れ、人びとを奴隷の身分から救った。釈迦がイン

ドに生まれるまでの約七百年間のある一時期は、地上界の意識は地獄と

化していた。略奪、強盗、殺人が幅をきかせ世上は暗黒と化していた。

釈迦が生まれる二、三百年前から、光の天使による地上浄化の地ならし

が行われ、やがて釈迦が生まれた。このときも、光の天使が数多く地上

に生を得ている。釈迦は、主として、慈悲を説いた。 

 イエスはそののち約五百年後に、イスラエルに生まれ、愛を説いて、

慈悲と愛の神の心が地上に伝えられた。 

 その後、仏教は西から東に移った。すなわち、中国である。天台智顗

が法華経を世に伝え、正法を、中国の地に復活させた。ただこのときは、

仏教もむずかしい哲学、学問とかわっており、衆生を救うまでには至ら

なかった。 

 天台智顗のあと、伝教大師が、日本に仏教を樹立させた。伝教の後は、

やはり、他力が信仰の中心をなしていった。一方、キリスト教は次第に、

祈りの宗教にかわっていった。 

 このようにして正法は現在に至っているが、正法は、過去一万年の間、

このような変遷をたどり、イエス以降は、他力信仰が人類の生活に密着

するようになってしまった。しかし、イエスも釈迦も、他力信仰を一度

も説いてはいないのである。また、地上が末法と化すと、ある時期を定

めて、神の命をうけた光の天使が地上に生を得、道を説くことになって
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いる。アガシャー、モーゼ、釈迦、イエスの時代をみれば、このことは

一目瞭然であろう。また、正法の根を絶やさないためにも、こうした人

びとが光をかかげ、人心を、正しい方向に持ってゆかなければならなか

ったといえる。 

 現代は、まさに、その時期に当たっているといえるだろう』 

 

 今生、主・高橋信次先生には、厳しい環境にもかかわらずあらゆる困

難を克服されて、ご計画の通り、お悟りになられ、約八年ほどの短い間

寝食を忘れて海外を始め日本の各地で法を叫ばれ、また多数のご著書に

法を書き著され残して行かれました。 

 その法灯は、今現在、果たして私たち法に帰依した者の心の中に光輝

いているでしょうか。 

 かつて、高橋一栄先生からお教え頂いたことを思い出します。 

 『日々の私たちは一体どれほど、自分自身を知っているでしょうか。

自分の体は自分のものだと常に思っていらっしゃるでしょうか。知らな

いうちに神経を使いすぎている自分。知らないうちに病気になっている

自分。私たちは自分の五体を自分だと思っていながら、自分の健康にど

れほど自信があり、保てるのでしょうか。調子が悪くなったとしても、

どうしたら自分ですぐに治すことが出来るか……。私たちは自分で思っ

ているほど自分自身をよくは知ってはいないのです。 

 私たちはまず「自分自身」のことをしっかりと知っていなければなり

ません。 

 胃が悪いのに消化のよくないものを食べ過ぎている人。自分の欠点が

怒りやすいことだと知っているのに、それを直そうとしない人。自分は

ものぐさだと知っていながら、生活の中ではちっとも、直す努力をしな

い人。あるいはまた、自分の心の中がいつもざわざわしているのに、ど

うしたらそれを整理し、本当に気持ちの良い自分自身の心を発見出来る

のかと、努力をすることに惜しむ人。 

 私たちが自分自身を、本当によく知っており、自分を本当に愛してい

たならば、そのようなことは今からでもすぐに修正して行こうとするは

ずです。けれども私たちはすぐにその原因を、「そんなことを言っても

……、いやそれは……」と深く考えもせずに他人のせいにしてしまいが

ちです。 

 私たちの人生は他人の為だけにあるのでしょうか。私は自分の為に一

生懸命に生きることが、人間に与えられた素晴らしい使命、幸せなのだ

と思います。 
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 人間は皆神の子です。慈悲と愛が喜びです。自分をよく知り、自分を

愛している人は、自分の心を傷つけるようなことは決してしません。自

分に与えられた悲しみもよく知っているから、人に同じ悲しみを与える

ようなことは、決してしません。人から受けた喜びがしっかりと胸の中

で分かっているから、その喜びを二つでも三つでもよけいに、また倍に

でもして、他人に返します。 

 私たちはそのような本当の自分というものをしっかりと理解しなけ

ればいけません。そのためには法を学びに行っている、行っていないで

はありません。まず人間として立派に生きることです。 

 自分の学んで来た小さな狭いワクをもって、心の中で、いや心まで行

かずに頭の中でものを聞き、ものを判断し、あれやこれやとつまらない

ことで自分を惑わせ、苦しんでいる。このような自分の姿に気付き、そ

れから離れ大きな広い心で自分を眺められるようにしなければいけま

せん。そうすれば社会がどのように動いて行こうとも、自分を失うこと

なく、心の中にしっかりとした心の眼が出来、智慧が湧いてくるのです。

その心の眼をもって物事に対処して行くのです。 

 このように己をしっかりと知る、ということは人間にとって一番大事

な、また幸せなことなのです。 

 自分を愛することが出来る、ということは他人をも心から愛して行く

ことが出来るということなのです』 

 

 このような心づくりに励むことにより、正しい人間としての道、より

正しい法に心の眼が向くことになるものと思います。 

 各地に出向き、その方の信じている法は、一人の人間の考え、即ち思

想を信じている人が非常に多いのに驚きます。その人たちは、『人をた

よりとするなかれ』という意味が分かってはおられないのです。それよ

りも自分たちは、または自分は、間違ってはいない、過去世では偉大な

仏弟子であり、また今生も高橋信次先生の高弟であられたお方であり、

この方の教えこそ間違いなく偉大な法であると信じ込んでいるのです。 

 そして、その方たちが拝読しておられるご本は、その講師のお書きに

なられたご本で、しかもその中身は、高橋信次先生がお悟りになられた

法なのです。そこに何一つ不審な思いを持ってはおられないのです。ど

うして法の本家本元である、高橋信次先生のご著書を拝読されようとな

さらないのか、大変不思議に思うのです。やはりこれは『とらわれ』の

ご重態のお姿ではなかろうかと思います。そしてその人たちは、高橋信

次先生がご指名された講師で現在ただ今法に生きている方を選び、その
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もとで学ぼうとはなさらないのです。 

 しかしよくよく考えて見て頂きたいのです。その学修ご精進の在り方

を高橋信次先生が眺められたら、さぞや嘆かれるものと思います。とい

うことは、その法をお説きになられた、高橋信次先生をも生かすことが

なく、さらには自分自身をも生かすことのない道に入っていることを知

って頂きたいのです。 

 これは、決して決して私の欲望のもとに申し上げていることではない

のです。私の会に入会して欲しいために申し上げているのではありませ

ん。もしもそうであるならば、この私は、法を中心ではなく、自分の欲

望を中心とした行いをしていることになり、法はありません。 

 私が申し上げたいのは、今生高橋信次先生のもとに集まったお互いに

同期生なのに、折角法のもとに集まろうとしているのに、もっとしっか

りと耳をそばだててください。もっと目を正しいご著書に向けてくださ

い。自分の思いを少しばかり横に置いて、回りの人たちの話を聞いてく

ださい。もしも聞く心がないとしたら、それは自分中心の思いにとらわ

れ、苦しんでおられるお姿ですよ、と申し上げているのです。 

 そのうえ、もっともっと大事なことは、それでは先にも申し上げまし

たように、高橋信次先生にはお悦びになられないのです。また、貴方様

がお教え頂いた講師の先生も救われないのです。皆様が正しい法のもと

に精進されるようになったとき、初めて講師の先生も救われるのです。

そのことを試しに実験して見てください。必ず貴方様ご自身が救われた、

という悦びの実感を持てるようになられるのです。 

 この記事を読まれた貴方様には、この野郎我々を批判しやがってと怒

りの心がかっと燃え上がるようでしたら、私が申し上げていることに間

違いはありません。 

 これまで、高橋信次先生の教えを長年の間学んできたと言われる方で、

光のない人をよく見かけるのです。そしてお尋ねすると、最後に言われ

ることは『高橋信次先生の教えは一つでしょう』と、言われるのです。 

 そして高橋信次先生の教えだというご本は皆誰が書かれたものであ

ろうと皆一緒でしょう。または、高橋信次先生の教えだという方のお話

は、皆一緒でしょう。私はそう信じて来ましたと、おっしゃるのです。

私は、高橋信次先生の高弟と言われるお方から、教えを学びました、と

いう方も非常に多いようです。特に、金沢あたりのような小さい町では

なく、東京とかあるいは大阪といった大都会に多いのです。小さい町で

すと、誰が高橋信次先生のもとで学び、誰がそのお世話をしておられた

か、あるいは講師としての資格を頂いた人であるかは、一目瞭然のこと



953 

 

でありますから、出来ないのです。しかし、大都会は違います。一番大

事なことは、そのようなことを仕事としてそれで生活をしておられる方

か、それとも無所得の奉仕として生きておられるかであります。 

 かつて、高橋信次先生には東北における今生最後のご講演の中で、 

 『皆さん自身の進むべき道は、真の道、普遍的な己自身の心に嘘のつ

けない善我なる心を中心として生活をしたときに、道は開かれて行くの

です。それが神理です』 

 『地球最終ユートピアのために私たちは今肉体を持っているのです。

そのために、自分の生活の場は、自分の生活として今度の光の天使は、

全部事業をやりながら出て来ております。宗教でなど飯など食いません。

それが本当です。神は、一銭の人間から金など要らないのです。太陽は

ただです。神の心です。これが神理です。 

 私は実業家として、あと四年五年後においては、その面においても世

界でも、知らん人は無くなるでしょう。当然なことです。それが道です。 

 イエスの時代や、あるいはまたゴーダマの時代ならばそれで良かった

のです。 

 現在の時代はそれでは駄目なのです。 

 教祖やその取り巻きが、優雅な生活をするために宗教があるのではな

いのです。 

 真の宗教とは、宇宙の人間として生きる道を教えているのです。そし

て人間に生きる悦びを与える道なのです。これが神理です。神は、人間

の作った物を欲しません。大事なのは、美しい一人の人間の心が欲しい

のです。 

 道はやがて開かれて行きます。我々の前途は光明に満たされます。そ

してその人たちは救われて行きます』 

 と、お教えくださっています。 

 

 私たちには明日という日はないのです。在るのは、今、今というこの

一時一時しかないのです。 

 それは如何なる人たちであろうとも、今生きているこの一瞬、一瞬し

か、目に見え、耳に聞こえることを確認することが出来ないのです。一

秒先のことは未だ分からないのです。それが真実の人生なのです。明日

がある、一ヵ月後も自分は生きていると思っているとしたら、それは確

認出来たことではなく、そうだろうと想像しているに過ぎないのです。 

 人生とは、今目に見え、耳に聞こえるこの一瞬一瞬が人生なのです。

それでは何をなすべきでしょうか。あの世まで永遠に持ち続けて行ける
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ものは、何でしょうか。それは、お教え頂いていますように、名誉でも

なく、地位でもなく、財産でもなく、お金でもなく、肉体でもなく、物

でもありません。永遠に生き通しの心で持って行けるものは、法をたよ

りとしてこの世で精進努力させて頂いた法悦でしかないのです。愛の思

い、行いなのです。 

 そして、それよりも何よりも大事なことは、高橋信次先生のお言葉の

中に 

 『私は実業家としてあと四年五年後においては、その面においても世

界でも知らん人は無くなるでしょう。当然なことです。それが道です』 

 とお導き頂いていますように私達は日々の生活の中であらゆる人々

に対して『高橋信次先生と言われる偉大な偉大なお方が出ておられたの

です。私はその方の教えを学んでいるのです。もし宜しいようでしたら、

ご著書をお読みになられませんか』 

 と、勇気を持って声をおかけ頂きたいのです。『やがて私を知らん人

は無くなるでしょう』と、申されていることの真意を今一度考えて見ま

しょう。 

 そして、最後にもう一言申し上げたいと思います。 

 私達高橋信次先生の法のもとに集まった者は、誰も彼も皆が、私こそ

正しく法を学修精進している。間違ってはいない、と自信を持っている

のです。しかし、前述しましたように、この私こそ、という私の心の実

態を知らないのがこの私たち自身なのです。 

 もう一度自分の全身から淡い金色の後光が出ているかどうか、確認し

て頂きたいのです。そして、さわやかなお心で平安に生きて頂きたいと

思います。 

 

 偉大なる主に対して、私達はあらためて自分の心を点検し、さらに深 

           い精進努力を捧げて行くことをお誓い申し上 

           げます。 
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【正法と臓器移植】1999-5 月 

 

 最近我が国でも臓器移植手術が行われるようになり、近代医学の進歩

が讃えられていますが、その影響のためか、また献体登録も非常に増え

ているようであります。 

 現代医学を始め、献体登録をされる方や一般の人たちの大方は、きっ

と自分自身の肉体は自分自身のものであり、亡くなると同時に安らかな

眠りに入り、そのままの状態であの世に帰るかそれとも消えてしまうの

ではと考えておられるのではなかろうかと思います。 

 しかし、高橋信次先生のご著書『心の発見・神理・科学・現証篇』を

拝読いたしますと、肉体の他にもう一人の自分がいることを発見された

ことが書いてあり、そのもう一人の自分を『意識』とお教えくださって

いますが、その意識こそ、真の自分自身であり、永遠に死ぬことのない

生き通しの自分自身であることを科学的に解明されたのでございます。 

 かつて私は、高橋信次先生のもとに入門させて頂き、法を学び、実践

し、今日まで二四年の間、同志とともに医療機関から見放された多数の

難病の方々が、偉大な神仏により、次々癒された真実の様を拝見させて

頂いてまいりました。 

 とかくこの世は、肉体を始めとした名誉、地位、財産、お金などの『物』

がすべてのように思われ、それを大切に生きることが幸せにつながると

思われているようでありますが、高橋信次先生には、決してそうではな

く、神仏に、一人一人の人間の心が直結している良心に素直に、また法

（先生の御教え）に忠実に生きることが最も幸せな道であることをお導

きくださっています。 

 そしてその正しい道を生きることにより、この人生を生きる悦びや勇

気や希望が無限に湧き出ることをお導きくださっています。 

 『物』とは、名誉、地位、財産、お金や肉体などこの世限りのもので、

人間がこの世を修行する為の方便にしか過ぎないことをお教え頂いて

います。その証拠に、亡くなった時持ち帰った人は一人もいないのです。 

 人間は、神のもと、すべてが神の子であります。あの天空に輝く太陽

のもと、生きとし生きるものすべてがその熱と光により、無償で生かさ

れているのと同じように、すべてが神により生かされ、神のもと、皆平

等であり、皆兄弟姉妹であり、相互に助け合い、生かし合い、許し合い、

補い合い、思いやり合うなど、愛の修行の機会をお与え頂いていること

を自覚し、法により心を大切にして生きることが大事とお教え頂きまし

た。 



956 

 

 如何なる事由があろうとも、神の子同士が相互に殺し合うことや争う

ことは絶対に許されることのない所業だとお教え頂きました。 

 私達神の子の生きる道は、現在ただ今、ただ今というこの一瞬、一瞬

の生涯を神仏より頂いているエネルギーにより、生かされている事実を

感謝し、その報恩の行いを捧げなくてはならないのであります。 

 偉大な主・高橋信次先生には、お悟りになられて迷える私たちに対し

て、法(神のみ心)をお説きくださいました。その法を、まずご著書によ

って学び、一つ一つ実行できることから勇気を出して実践し、一人でも

多くの人々を助けて行くことが最も大事であります。そしてその行いに

より、この自分自身もまた救われて行くのであります。 

 今与えられた環境の中で、その環境に感謝し、一人でも多数の方に対

して、神仏のいませること、深遠なる法を中心として生きることを叫ん

で行かねばならないのであります。 

 人助けこそ、これまでの過ちにより心を汚してきた業（ごう、または

カルマともいいます）を、光に変える唯一の道であります。 

 次に、現代医学では到底為し得ない偉大な癒しの真実について、その

体験をお知らせしたいと思います。 

 『国立循環器病センターの心臓外科診察室の前には七、八○名の患者

が順番が来るのを今や遅しと待っていました。静かに読書している人、

付添いの奥さんらしい人が何となく心配そうに隣のご主人に話しかけ

ている二人連れの人、長い待ち時間のため、すっかり眠り込んでしまっ

ている人等、やがて診察の結果審判の下ることに戦々恐々としている人、

もう慣れっこになっている人など多数の忠者さんのお顔を見ていると

皆が皆次に来る自分の順番に心を奪われているようでした。 

 私は、今から一二年前、この病院で心臓弁の置き換え手術を受けまし

た。やがて名前を呼ばれて診察室に入ると、担当医師がカルテを見なが

ら「山田さん、手術から一二年目になりますが、その間今までに何回手

術を受けられましたか」『何回とは一体何のことでしょうか』「この一二

年間に何回入れ替えの手術を受けましたか」 

 何と不思議なことを言われると思いながら『一回ですよ。一回きりで

すよ……先生、人工弁（生態弁）には寿命があるとは聞いてはいました

が、そんなに短いのですか』「一般的には五年が寿命ですよ」、あまりに

も長い間取り替えていないことを知った先生は、信じられないという顔

をされ、大変驚いておられるようでした。 

 初めて私は、殆どの患者は、早くて三年、長くて五年前後で再手術を

受けていることを知り、大変びっくりしてしまいました。と同時に、そ
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の驚きが突然胸の底から込み上げる悦びと感動に変わり、もうじっとし

ていることも出来ない状態となり、心の中で 

 『大宇宙大神霊・仏よ、有り難うございました。有り難うございまし

た。子牛の弁よ、今日までの長い間私の肉体の一部としてご協力くださ

り、有り難うございました。心から感謝申し上げます』と感謝を捧げて

いました。 

 今から八年前、初めて金沢の学修会に参加させて頂いた時、同行した

家内が丸山先生に、主人が心臓の手術で子牛の生態弁を入れているが、

やがてまた弁の取り替え手術を受けなければならないかをお伺いいた

しました。ところが話を聞くや否や即座に先生は、 

 「それは故障が来るのは時間の問題ですよ。肉体の細胞の一つ一つに

もすべて意識があります。いきなり違った意識の肉体細胞を持ってきて、

違う人の体にくっつければ不調和を起こすのは当然です。心在る人によ

って子牛の肉体細胞（生態弁）意識と、貴方様の肉体細胞の意識に協力

をお願いしなければなりません。私がやってあげましよう」と言われ、

その場で先生は、二つの肉体細胞意識に調和して協力するように話して

くださり、神の光を入れてくださいました。そして、 

 「貴方様の心臓はもう治ったんだから、感謝をした後はすっかり忘れ

てしまいなさい」と言い切られたことを今もはっきりと覚えています。 

 私は当時、子牛の人工弁はあくまでも「物」と考えておりました。そ

こに意識がある等とは考えたこともありませんでした。ですから、一生

懸命に私の心臓に対して話しかけておられる先生が不思議でなりませ

んでした。 

 確かに「物」として考えれば病院の先生のおっしゃる通り、平均寿命

は五年ぐらいでしょう。それが倍以上の一二年も私の体の中で機能して

くださっていた事実を知ったとき、私は初めて万物すべてに意識がある

ことを解らせて頂きました。そして意識のある子牛の弁は、自らの生命

を犠牲にしてこの私のために働いて頂いていたことを初めて解らせて

頂きました。 

 ここまで書いて、突然わっと胸が込み上げ涙が溢れて溢れて顔じゅう

涙と鼻水とでくしゃくしゃになってしまいました。とめどなく流れる涙

の中から、八年前のその日に丸山先生によって、凡人には計り知れない

神と、そして偉大な高橋信次先生より、深い深い慈悲と愛を頂戴してお

りましたことを気づかせて頂きました。そして、子牛ですら自分の生命

を投げ捨ててこの私に愛ということを教えてくださっていたことを思

うと、ただ感謝、というだけでは済まされない思いでいっぱいになりま
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した。 

 今日私が元気に生かさせて頂いておりますのも、八年前に先生によっ

て光を入れて頂きお救い頂いたお陰様です。感謝の薄い、本当に感謝の

薄いこのような私ではありますが、お救い頂いた御恩に報いなければな

りません。これからはこのお救い頂いた悦び、そして正法の偉大さにつ

いて、一人でも多くの人たちに対して叫んで行かねばならないと思って

います。』 

（一九九六年八月号『ひかり』誌掲載。山田昇様体験記より） 

 

 『私は平成五年六月、右大腿骨の頚椎部を骨折し、八月半ばに退院し、

翌年の三月、骨折部を補強していた金具を取り除くための再手術を受け

四月に退院し、その後二カ月間歩行の際杖をついておりましたが、経過

良好のため六月半ばに通常の生活に戻ることが出来ました。 

 ところが、夏頃から日を追うごとに痛みを感じるようになり、次第に

びっこを引くようになり、特に座っている状態から歩き始める時には、

強い痛みを感ずるようになりました。 

 秋も深まり、寒さを迎える頃には、夜寝返りを打つのも困難な程かな

りの痛みを覚えるようになり、また椅子に腰かけた姿勢で左膝の上に右

足を組もうとしても、痛くて自分で自分の足を持ち上げることが出来ず、

やっと手で持ち上げどうにか足が組めるような状態でありました。 

 寒くなったせいだ、三年程は痛みが残るものだと人から聞かされて、

治るまでの過程での痛みぐらいに考えておりました。しかし、でも何で

こんなに痛いのだろう、一体どうなっているのだろうかと毎日思いは非

常に複雑で、丸山先生に、このことを余程ご相談しようかと思いながら

も、そのまま月日が過ぎて行きました。 

 年も押し迫った一二月二○日、レントゲン写真を指し示しながら、主

治医の診断は、大腿骨の骨頭下部の部分が潰れているように見えるとの

ことで、すぐにＭＲＩで診ようということになりました。その結果、骨

頭の上の方の組織が壊死（骨に血液が通っていない）状態になっている

のではないかと思う。退院時には、この組織は活きていると診断してい

たが、既に壊死状態になっていたと思われ、自分の間違いであったこと

を主治医が申され、日本で骨頭壊死を専門に研究しているグループの一

人が金沢大学医学部で助教授をしており、ちょうど明日午前中時間がと

れるので相談をして来るということになりました。 

 その夜、私は何でこんな事になったのかを反省して見ました。 

 一部股関節に壊死が出ており、そのための痛みが常に伴うそんな状態
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にありながら、自分は昨年四月に退院して以来、何のためにこの世に生

を頂いたのか、その事について真剣に学ぶこともなく、今日まで自分自

身をなんと粗末に扱って来ていたことか。そんな悠長にしている時間は

無いはずなのに一体自分は何をしていたのだろうか。自分自身の肉体に

対して感謝の念も薄く、それ故に一部の壊死を生み出してしまった。す

べて自分自身の思いと行いに起因する結果なのである。 

 法に触れ、救われたあの大きな悦びは何処へ行ってしまったのか、あ

の感謝と誓いの会で、神はまさしく存在しますと叫んだあの確信の心は

どうしたのか、日々への厳しさは何処へ行ったのか。朝目覚めてすぐに

神に対して、今生かされていることを感謝したであろうか。常に神仏を

意識に置いていただろうか。自分自身が生かされているあらゆる環境に

対して感謝を捧げていただろうか。己自身の肉体に対して、常に感謝し

ていただろうか。万象万物に対して日々感謝出来ている自分自身であっ

ただろうか。正法の道を生きながら、情欲の思いにとらわれてしまう何

と愚かな自分、何と浅ましい人間だろうか。 

 翌日の病院での診断は、骨頭の上部三分の一以上の部分が壊死の状態

で、しかもその下部が陥没し、そのために痛みを引き起こしている。股

関節での手術では数パーセントの人が骨頭壊死となるケースがあり、痛

み具合が続くようであれば、この骨頭部分を含めて三○センチ程足の骨

を取り除き金属製の人工関節に取り替えるしか方法はないよ、と言われ

ました。しかし私の心は、揺れることなく大変穏やかでありました。 

 「神仏には不可能はない、正法を信ずる者は幸いなり」と。 

 翌日丸山先生をお訪ねして経過を申し上げましたところ、直ちに神に

祈られ「ひかり」を入れてくださいました。私の身体に先生の手から熱

いものが伝わってくるのです。大分長く光を入れて下さり、そのうち私

の肩をボンと叩かれて「さあー、これで良いですよ」とおっしゃられ、

私に一歩二歩歩いてください、と言われたので、私は立ち上がって歩き

ますと、何とも有難いことに、これまでずうっと座っていたにも拘らず、

全く痛みを微塵も感じないようになり、あまりの凄さにただただ驚き感

激するばかりで、ただうれしくて有難くて先生の前にひれ伏して溢れる

涙と共に感謝の言葉を申し上げていました。 

 そうです。そうなのです。今の今まで痛み苦しみ、不安のどん底にい

た自分に奇跡が起こったのです。この愚かな我が肉体を通して、神仏の

偉大なること、ここに真の神、実在の神のお救いを頂いたことを体験さ

せて頂いたのでした。 

 先生は、私の歩く姿を見られて、まだ少しびっこを引いているね、し
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ゃんとして歩いてみなさい、と言われたのでやってみると、姿勢を正し

て見事に歩けるのです、何の痛みもなく、引きずっていたのは長い間右

足をかばって歩いていたためその癖が付いていたのでした。 

 家に帰って、ズボンのはき替え、靴下のはき替えは、これまでは何処

かに寄りかかるか、床に足を付けたまましていたものが、何と何の痛み

もなく、当たり前にはき替えることが出来ることに目頭が熱くなって来

ました。翌日もまたその翌日も先生の大切なお時間を頂戴しながら、七

回も毎晩のように続いて光を入れて頂きました。三日目の朝、目覚めの

ふとんの中でなにげなしに左右に寝返りをした時、何の痛みも感じない

ことを自覚した途端、胸からどおーっと込み上げるようにして悦びと感

謝の涙が溢れて来て、横に休んでいる家内に、お陰様で全然痛くなくな

った、神仏の光によって、丸山先生に救って頂いたんだと言っている涙

ながらの自分がそこにありました。 

 先生に大きな大きな愛を頂きました。何という大きな愛でございまし

ょうか。私の胸の内が熱くなるような感じがいたしました。 

 先生は、私の骨折部に手をかざされた状態で、深く頭を下げられ 

 「大宇宙大神霊・仏よ、私たちは神との約束により、天上界より両親

を縁としてこの地上界に生まれて来ました。慈悲と愛の心を持って調和

を目的とし、人々と互いに手を取り合って生きて行くことを誓い合いま

した。しかるに地上界に生まれ出た私たちは天上界での神との約束を忘

れ、周囲の環境、教育、思想、習慣そして五官に翻弄され、慈悲と愛の

心を見失い今日まで過ごしてまいりました。神よ、私達の罪をお許しく

ださい。 

 今こうして正法に触れ、過ち多き過去をふりかえると自己保存足るこ

とを知らぬ欲望の愚かさに胸が詰まる思いです。神との約束を思い出し、

自分を正す反省を毎日行い、心行を心の糧として己の使命を果たして行

きます。願わくば私達の心に神の光をお与えください。仏国土ユートピ

アの実現にお力をお貸しください。 

 今この者の不調和な肉体に光をお与え頂き、このように癒してくださ

り、まことに有り難うございました。心より有難く厚く御礼申し上げま

す。有り難うございました。有り難うございました。有り難うございま

した」 

 と何度も何度も心からの感謝の言葉を神仏に捧げてくださいました。 

 このようにして連日股関節の細胞に対して光を入れてくださり、肉体

細胞に対して良く言い聞かせて頂きました。 

 「肉体細胞の意識よ、この者がこれまで貴方方に対して．思いやりと
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感謝のなかったことをお許しください。今この者は、神の心を心として

精進しようと誓っているものでございます。どうか、この者が残された

人生を全う出来るよう貴方方は復活しなさい。そしてこの者の残された

人生の修行に協力してください。 

 また、この者の周辺にいる詣々の迷える霊よ、貴方方はこの者の周辺

から離れなさい。この者の修行の妨害をしてはならないのです。神の子

の修行を妨害することによって貴方たちの罪は重くなり、貴方方自身が

苦しむこととなるのです。貴方たちは静かに離れなさい」 

 先生は、私に付いている諸霊を取り除き、私に代わって神に許しを乞

われ、弱っている肉体細胞に対して光を入れてくださり、さらに全身隈

無く光を入れてくださいました。 

 先生は、「私は医師ではありませんが、自然に身体の悪い部分が分る

のです。ここが痛むのでしょう。貴方しか解らないのに何故どうして私

が解るのでしょうか。それは主のお導きを頂いているからだと思います。

これからは常に肉体に対して感謝の心を忘れてはいけません。もう二度

と法から外れた思い行いをしてはいけません」 

 そして、指一本一本に至るまで肉体をいたわる仕方を教えてください

ました。 

 それから何日かした頃、「坂井さん、今富山の学修会から帰ってきた

ところです。その後は如何ですか」等とたびたびお電話を頂くなど思い

やってくださり、私に対して、これほどまでにお心にかけてくださる先

生の暖かいお心が有難くて、電話を置いた後もしばし涙が止まりません

でした。 

 私の方からお礼の電話をさせて頂くと、先生には必ず「その後身体は

如何ですか」とお聞きくださいました。また、ある時は「今も家内と貴

方様のことを話していたのですが、光を受けられる貴方様のお心が立派

だからこんなに早く良くなって行くのです。神仏を信ずる心。法を信ず

る心。これをしっかりと持ち続けることが最も大切ですよ」と、私の足

が日毎に良くなって行くのを我がことのように悦んでくださいました。 

 先生が、これまで真実の神の道を歩んで来られたご自身の並々ならぬ

ご精進のお陰様を頂き、なんと自分は幸せな環境におらせて頂いている

のかと、改めて感謝の思いを捧げました。そして今後は一瞬たりとも神

仏から、法から、心を外してはならないと固く心に誓いました。このよ

うに愚かな私を信じてくださり、お心をかけてくださり、限り無い愛を

お与え頂き、こんな有難く嬉しいことはありません。人が人を信じ、人

を愛する、これこそ神仏の世界であり、人はまた、神を信じ、報恩感謝
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へと心を奮い立たせ発奮するものでありましょう。私も己を精進し、同

じように人々に愛の誠を捧げなくてはならないと思いました。 

 先生は、「貴方様は肉体に対して、感謝の心が薄かったのです。そし

て情欲の思いは魔を呼びこみます。さらに、未だにお宅に何かがまつっ

てあるのではないですか。神よ、神よと祈っていながら、正しくない神

をまつっているということはとんでもない神を冒漬していることにな

ります。当然家庭内にゴタゴタがあることもそれに関係があるものと思

います。貴方の家の神棚は、悪霊たちの巣になっています。直ちに法に

よる正しい生活を実践することです。以上の三つを守って行くならば、

今後足が痛むようなことはありません。大丈夫です」とご指導ください

ました。 

 神棚には正しい神がいないことを教えて頂きながらも、母親が毎日神

棚に手を合わせている姿を見るにつけ、とても母親が生きている間は取

り除くことは出来ないと思い、その儘にしていました。 

 「それは貴方様がそう思っていただけで、お母さんに話した訳ではな

いでしょう。お母さんに正しいことを教えてあげることもなく、自分の

想像という思いで片付けてはいませんか。その儘ではお母さんは地獄に

行きますよ。神棚には正しい神がいないことを心から一生懸命にお話し

してあげれば、母親は誰の言うことよりも愛する息子の言うことを信じ

てくださる筈です」と、ご自身の体験を通してご指導くださいました。 

 また、ある時は、「貴方を縁とした多数の方が正法に触れるご縁を待

っていることも忘れてはいけません。貴方様の勇気がないことにより、

あの世で約束した魂たちが救われることのない儘帰ることともなるの

です。法に帰依した者の責任は重いと思います」とのご指導を頂き、本

当に心から自分自身がしっかりと立ち上がり、身を挺して正法流布に邁

進しなければ、神仏に対して、助けて頂いた報恩感謝の信を捧げること

が出来ない、そして次に迷い悩める人々に光明の世界の在ることを知っ

て頂かなくてはならないと心から思わせて頂きました。 

 「痛くなくなったという事で．直ちに医師に診て頂きなさい」との先

生のご指示により、一月七日再び診察を受けました。主治医は、レント

ゲン写真を見ながら、約二週間前の写真と比べ、骨頭下部の骨が成長し

ているようだと言われ、次に足の関節の動きを見たうえ、さらに歩くよ

うに言われ、これらの動きの中で痛みのないことを確認され「うん、こ

れなら手術しなくても良いね」との診断をくだされました。 

 催か二週間あまりの間に天と地ほども違うこととなり、まさしく神と

主より、福音を拝受したのでした。神に不可能はない。神を信ずる者は
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幸いなり、とさらに深く深く思わせて頂きました。 

 先生は 

 「お救い頂いた悦びと感謝は、まず「ひかり」誌に、お救い頂いた悦

びの原稿を投稿することを始め、心を膨らませて何百回何千回も多数の

人々に対してその悦びを叫んで行くことが大事です。それが神仏に対し

て、報恩感謝の信を捧げることなのです。救われた悦びを、その儘自分

の心にしまい込むと心が苦しみで小さくなります。叫ぶには、ボソボソ

ではなく声高らかに大きな声で叫んで行くことです。貴方様はその中か

らまた悦びを次々大きくすることが出来るのです。 

 貴方様は、時々肝心なことを抜いて話される癖がありますね。こんな

ことは言っても仕方がない等と、私意を入れてはいけません。もっとも

っと心に在るものを全部その儘さらけ出して話して差し上げることで

す。この世の人たちも悦び、またそれぞれの守護霊の方々も良い話を聞

かせて頂いたと天上界でも話されることにより、その度ごとに貴方様ご

自身の心身が一段と健全になって行くのです。また神仏により、お救い

頂いた話を聞かせて頂く場合は、神仏に対して、感謝の念を捧げながら

聞かせて頂くことが大切なのです」 

 とお話しくださいました。 

 また「貴方様が、神仏のお計らいを頂き救われたお話をされる毎に、

かつて同じようにお救い頂いた人たちは過ぎ去った我が悦びを思い出

し、それぞれまた話して行かれることになるでしょう。そしてその行い

は報恩感謝の行いともなり、また自分自身にとっても、より深い神仏へ

の信を育てて行くことともなり、幸せへの道が開かれることとなるでし

ょう」とご指導くださいました。』 

 （一九九五年三、四月号『ひかり』誌掲載、坂井浩様体験記より） 

 

 以上『ひかり』誌に掲載されているお二方様の悦びの体験を掲載させ

ていただきましたが、この他にも多数の肉体と意識が癒された体験を頂

いてまいりました。（バックナンバーをお読みください） 

 まず私は、世界中の医学者に対して、科学者に対して、是非とも一日

も早く、偉大な高橋信次先生のご著書『心の発見・神理・科学・現証篇』

と『人間釈迦・第一部より第四部』の二組を拝読して頂きたいと思いま

す。 

 そして一日も早く現代医学を始めとした現代科学等が、偉大な高橋信

次先生のみ教えを学び、正しい医学、正しい科学へと人類のために貢献

して頂くよう念ずるものであります。 
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 さらには、二五○○年前ゴーダマ・ブッダには予言された通り、今世

地球上に、『高橋信次』という御名により、肉体を持たれてお出ましに

なられた偉大な上々段階光の大指導霊を、我々すべての神の子は心から

讃え、その御教えを忠実に正しく実践して行くことをお誓いしなければ

ならないでしよう。 

 そのとき初めて地球は神の御心の儘となり、光に満たされ平和なもの

となって行くことでありましょう。 

 

 高橋信次先生の御歌 

 

    神仏の 光求めて幾星霜 

       悟れば仏 我が心なり 
 

 偉大な主・高橋信次先生に対し、このつたない稿を捧げます。 
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【正法を物差しとした人生】1999-7 月 

 

 私は、かつて高橋信次先生にお目にかからせて頂き、五ヵ月程経た頃、

勿体なくもイエス様から直接お言葉を頂き、生まれて初めての大感動に

心が震え、初めて心から法を中心とした生き方をしなければならない、

こうしてはおれない、命がけで法とは何ぞや、ということを解らねばな

らないと固く心に誓いました。 

 それから七年後の一九八二年一二月、長年の間求めて来た『法がある、

法がない』ということについて解答を心に頂くことが出来ました。この

時溢れる涙の中で、心から法帰依をお誓い申し上げたのでした。 

 それからは毎日『ひかり』誌の原稿書きと、手紙と電話による個人指

導と長時間列車に揺られて各地の学修会に参加する等、日々厳しいなが

らも有難い環境を頂いてまいりました。 

 畏れ多くも偉大な主のお歩きになられた各地に出させて頂き、何時も、

そこに主がお立ちになっておられたお姿を偲び、胸迫る思いに涙しなが

らその尊い御影を汚すことのないよう、己自身の未熟を深くわきまえ日

を重ねて行くうち、金沢を離れるようになって七年、法に帰依して二五

年の月日が流れて行きました。 

 そして今日この頃、やっと昔に戻ったような澄み渡った五月晴れの青

空を仰ぎ見、偉大な主の尊いお心に感謝を捧げる日々を頂くようになり

ました。 

 大自然の美しい光に満たされ、回りには心美しく優しい人々に護られ、

まさに天国に在るような日々を頂き、心新たに我が身の幸せを感謝せず

にはおれません。 

 これも偏に、偉大な主の大いなる慈愛によるものと心からの報恩感謝

の真心を捧げたいと思います。また、法により尊いご縁を頂いた法友各

位の尽きることのない深い愛を頂き深く感謝いたします。 

 そこで、各地における毎月の定例学修会に参加されておられる方の中

にも、やはり私のように今生主に、直接お目にかかられ、法に帰依され

た方もおられるでしょうし、また、ご著書にお出会いされて、感激と感

動に涙を流され『長年探し求めていたものは、これだった』と気付かれ、

心の中で神仏に対して法に帰依することを固く誓われた方もおられる

でありましょう。 

 または、人様からお教え頂いてご著書を拝読されたり、カセットテー

プによりご講演を拝聴される中で、感涙に咽びながら法に帰依すること

を固く固く心に誓われた方もおられることと思います。 
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 さらには、学修会には参加してはおられない方でも、書店や図書館等

でご著書を発見され、これこそ真実の教えだと思われ、今日まで黙々と

ご著書を拝読され、一歩一歩実践努力しておられる方もおられることで

しょう。 

 それぞれ辿って来られた道は違うでしょうが、その心は一つに繋がっ

ており、天上界を出る時固く誓われたその通りようやく今法灯のもとに

集われた魂なのです。 

 どの方も皆、ようやく法という目的にたどり着くことが出来た悦びに

震え、神の子としての希望に輝き、自信に溢れ、それぞれ善なる心に固

く誓われた決意に燃えておられるように拝見いたしました。 

 自分自身の心に法帰依を固くお誓いになられたということは、各人の

意識の中心の一点が心であり、その心の延長の深奥にいませる神仏につ

ながっていることは十分ご承知の通りですが、その神仏に対して、それ

ぞれ法に帰依することを固く誓われた訳でございます。 

 主には、ご著書の『人間釈迦、第二部』八三頁の中程に、次のように

お導きくださっています。 

 『ブッダを信ずることは、万生万物を支配する神を信ずることと同義

語となる。 

 同時にそれは己の正しき心を信ずることにもつながることであった。 

 ブッダの悟りは、それほど偉大であり、権威があった。 

 したがって、ブッダの門下生は、まずブッダに帰依するかどうかが、

カギになってくる。 

 次のタルマー（法）とは、ブッダの説く正法（仏法）である。 

 万生万物は、すべて正法という神の心にもとづいて循環され、慈悲の

下に生かされている。 

 このことを自らが悟ることは至難である。客観的には理解できても、

これを体験として認識できる者はブッダしかいない。 

 そこで、ブッダが説かれる仏法を信ずることが、門下生としての第二

の条件になってくる。 

 第三のサンガー（僧）は、中道という八正道を日常生活の上に行じら

れるかどうかである。 

 八正道は自戒の道である。各人が神の子としてその神性仏性にめざめ

るためには、中道という尺度（物差し）を持って、調和の心を会得して

行かなければならない。自戒の道を怠り、形だけに走るようでは、最早

ブッダの弟子たる資格を失う。 

 サンガーの道はそれだけに厳しい。己にきびしい。反省と自戒によっ
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て、これまで積み重ねてきた業を超えて行かねばならない。三つ子の魂

百までもの警（たとえ）のように、業を修正することは難事業である。

努力と勇気が必要だ。さらにまた工夫をこらさなければ、これまでの習

性を転換させることはむずかしかろう。しかしこうした努力を惜しめば、

悪習慣から抜け出すことは出来ない。 

 ブッダの弟子たる資格は人間としての自覚にめざめ、自らを厳しく律

して行く者でなければならなかったのである』 

 

 最後のお言葉に『ならなかったのである』とありますが『ならないの

である』と拝読したいと思います。即ち、ここに書かれているみ教えは、

すべて今日私達が仏弟子として歩むための心得であることに間違いな

いからです。 

 また、主には、一○日余りもお食事をとられない大変なご容体にもか

かわらず、ご無理をなされてのご来駕のもと、今生最後の東北研修会に

おいて尊いお命を削られるようにされてご講演をされました。その中で、

門下生に対して今後の在るべき正しい道をお説きくださいました。 

 しかしその道も、それぞれの人の心によって曲げられてしまいました。 

 その日から僅か二○日余り後、偉大な地上の灯が消えるように、偉大

な偉大な主には、私達の肉の眼からお姿を消されてしまわれたのでござ

います。 

 日を重ねるうち、多くの門下生たちはより深く道を極めんとして新し

い師を求めて行かれ、あるいはいろいろと心の動く儘にそれぞれが道を

求めて行かれたのでした。 

 主のお言葉に『してはいけない』と申されたことは、絶対に『しては

ならない』ことであります。そして、その示されたお言葉即ち法に素直

に、一歩も踏み外すことなく歩む者こそ、真に法に帰依した門下生だと

思います。 

 法の実践は、この世に在るような『こうなっているけれども、まあ、

少しぐらいはいいか』というものであってはならないと思います。そう

いった思いや行いは、既に、法から外れた自分中心の思いや行いとなっ

ており、既に法を物差しとしたものではなくなっております。 

 法とは『己を生かし他を生かす』ものであります。『己を生かす』と

は、我が善なる心の儘に生きる、即ち法を物差しとして思い行うことで

あります。そして『他を生かす』とは、己自身法を物差しとして思うこ

と行うことを実践した分、回りの人たちもまた法により生かすことが出

来る、という意味であります。言い換えますと、自分自身を正しく愛し
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た分、回りの人たちも正しく愛することが出来る、ということでありま

す。 

 正しいとは、愛ということでもあります。また調和ということでもあ

ります。 

 人類は総て、あの天空に輝く太陽のもと皆兄弟姉妹であるように、神

のもと総てが神の子であり、皆兄弟姉妹であり、総てが平等であり、相

互に助け合い、生かし合い、許し合い、補い合い、思いやり合う愛の心

をあらゆる機会を通し豊かにするため、それぞれが今願いの儘に許され、

お与え頂いている環境の中で精進努力をさせて頂いているのでありま

す。 

 正しく生きるとは、神仏のみ心（法）に適った生き方を実践すること

であります。何故ならば、私達人間神の子は、総てが、ただ今、ただ今

というこの一瞬一瞬を、神仏の偉大なる慈悲により、その生きるための

エネルギーを総てお与え頂き、生かされているのでございます。その頂

いている大慈悲を他力と申します。その偉大なる天よりの他力に対する

報恩感謝を捧げる道は、法に忠実に生きる自力を出し自分自身の心を愛

豊かなものとするため、出会う一人一人の人たちに対して、持てる愛を

精一杯捧げる心造りの機会を頂いているのです。 

 神の子ですから、神仏の示された道を忠実に、しかも神仏のみ心を心

とした生き方を目指して精進努力するため今この世に出させて頂いて

いるのです。そのため、この世にある無常な名誉、地位、財産、お金や

仕事等も心を豊かなものとする方便にしか過ぎないのです。そのうえ、

道を踏み外すことのないよう、深遠なる法という大慈悲をお与え頂き、

私達の自力に相応した他力をお与え頂ける幸せな環境を頂いているこ

とに感謝を捧げねばならないものと思います。 

 『求めよ、さらば与えん』であります。求めよ、その法により精進努

力した誠心（自力）の分に相応した他力を与えるであろう、ということ

であります。当然のこと、法から外れた、自分中心の思念と行為は、天

には届くことはありません。 

 今こそ私達は、今自分自身が信じている教えは、果たして、今生、高

橋信次先生がお説きになられた偉大なみ教えに間違いのないものか、ど

うかについて、改めて真剣に点検して見て頂きたいと思います。 

 その点検する物差しは、今信じている教えを実践することは、果たし

て、高橋信次先生には、お悦びになられることだろうか、それとも悲し

まれることか、一度じっくりと考えて見て頂きたいのです。そしてその

教えは『己を生かし、他を生かす』ことが出来る物差しか、それとも『己
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を生かし、他を殺す』物差しなのか、はたまた『己を殺し、他を生かす』

物差しなのか、または、今申し上げている『己を生かし他を生かす』と

いう意味が解らない方は、一寸要注意ではなかろうかと思います。 

 また、今日まで常に座右の書として『高橋信次先生のご著書・心の発

見三部と人間釈迦四部』を何回も拝読して来られたかどうかについても、

何とぞ素直に振り返って見て頂きたいと思います。正法の勉強をして来

られたのであるならば、正法をお悟りになられて説かれたお方は、高橋

信次先生であり、その法を直接、門下生としてご指導頂いた方にお救え

頂いているか、どうかについても、今一度点検して見てください。 

 ご無礼にもこのようなことを申し上げているのは、まず教えておられ

る方も、また間違ったものを法と信じ込んで勉強しておられる方も、総

てが神仏の子であるということを自覚して頂きたいのです。この私自身

も、その神仏の子の一人であります。とすれば、お互いは、神仏のもと、

皆同期生なのです。その同期の者同志が、しかも法を求めている者たち

同志が、相憎み合い、傷つけ合うでしょうか。一つ考えて見てください。

この私自身、一人でも多くの方々に法による悦びの生き方をして頂きた

いという一念のもと、道に迷い倒れておられる方や法から外れ救いを求

めておられる方々を抱き起こして上げたいと思い日々行動している者

です。そこには何一つ金銭は必要がないのです。 

 私たちは高橋信次先生よりあの太陽のように無所得即ち無償であれ

と厳命されているのでございます。何とぞご安心ください。ご連絡を切

にお待ち申し上げております。決して恥ずかしいことはありません。 

 やがて私たちは、何時なんどきこの世を卒業して、あの世に帰らねば

ならないかも解りません。その時は必ず、迷うことなく、偉大な主には、

暖かくお待ち受けていてくださる光の世界に帰らねばならないと思い

ます。そのための学修とご精進について、お手伝いの奉仕をさせて頂い

ている者たちの集まりでございます。何とぞご安心ください。 

 当会では、入会費や毎月の会費などは一切要らないのです。ただ必要

なものは、毎月の月刊誌代二百円だけなのです。 

 このようなこの世的な物、お金を中心に考えるならば、何一つ割に合

わないことがご理解頂けるものと思います。しかし、当会のお世話をさ

せて頂いている私達には、この世的な物よりも、遥かに遥かに尊い法悦

という悦びを、多くの方々から頂いているのでございます。永遠のあの

世にまで持って行ける永遠の宝なのでございます。 

 このたび当会では、春の研修会を開催いたしましたところ、約七○名

の方が全国よりご参加くださいました。そのなかで、私は特に『法とは、
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思想とは』ということについて、特に心を砕いてお話し申し上げました。 

 法とは、神仏のみ心であり、その法を実践された人は、皆この世に生

きている時から救われていることを知らねばならないと思います。ご著

書、『人間釈迦第一部』一六九頁に、次のようにお教え頂いています。 

 『人々は苦界からのがれようと、さまざまな信仰を持っている。肉体

を痛め苦行を積めば救われる。自己が発見できるとしており、また拝め

ば功徳がある、祈れば安穏の生活ができると信じている。大きな間違い

である。苦行は、肉体に心をしばり、祈ればよいとする他力は、人間の

神性を失わしめる。何れも片寄った信仰である。中道の神理は、神に通

じたウソのつけない己の心を信じ、八正道という生活行為を為して行く

ところにある。真の安心は、自己満足や逃避ではない。自分の生死を見

られる自分が確立できてこそ、安心というものが得られる。人間は神の

子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を調和させ、自

己のおかれた環境を創造して行くものである。神から与えられたその肉

体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足するものでもない。 

 世はまさに末法である。正法という中道の神理を失い、人類は迷いの

中に沈殿している。この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点

じ、大自然の慈悲に、めざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、

正法を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう』 

 

 最後に、只今、高橋信次先生が説かれた法を学んでおられる方にお尋

ねしたい。今貴方様は、法を悟られお導きくださった偉大な主・高橋信

次先生がお悦びになられる学修をしておられますか、それとも、悲しま

れる学修をしてはおられないか、今一度自分自身の信じているものを、

改めて点検して見て頂きたいと思います。 

 そこで、もしも悲しまれるようなことをしていることにお気づきの方

は、もう一度初心に帰られて、ご著書・『心の発見』と『人間釈迦』と

を一心に拝読して頂きたいと思います。 

 必ずやそこから道が開けることと思います。また、法を中心に今ご精

進の貴方様、貴方様には、今日まで法に帰依されるまでに信心された他

力信仰については、当然反省されることが大事でありますが、特に特に

注意しなければならないことは、高橋信次先生の法に帰依されてから、

その後、先生の説かれた法ではない教えか、または思想に走られたこと

はないかどうかについて、厳しく良心に問いかけ反省されることをお勧

め申し上げます。 
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 でないと、法に帰依することをお誓いしながら、その約束を破るとい

うことは、特に法という、神のみ心を冒涜した行いを二重三重にその罪

を重ねることともなりますので、何とぞ心から謝罪の反省を重ねて頂き

ますようお願い申し上げます。 

 過日の研修会におけるレポートを拝見しても、法ではなく指導者の考

え、つまり思想に染まってしまった人たちは、過去において間違って思

想に感化し、心を汚してしまったという罪意識に欠けている人たちが大

変多いことに気付きました。また、未だに、そのことにとらわれている

ためか、あるいはそのことについて心を裸にして発表することは、その

指導者に申しわけがない、または当時の仲間を売ることになるというよ

うな誤った思いという、未だに人間関係の感情にとらわれる余り、触れ

ておられない方が多数おられました。 

 その人たちは、今もその法ではない、思想の世界にどっぷり浸かって

いることにもなることを気付いてはおられないようです。その答えは、

使っておられる物差しが、法ではなく、依然として自分中心の物差しだ

からです。ですから、法によるご精進も一段と己に厳しく入っては行け

ず、安楽の中に生きておられるように思います。誠に悲しいことと思い

ます。このような実態を眺めても、黙っておられても、法という神仏か

ら頂いている物差しは、いくら気付かれなくても、または隠していても

総て炭火に当てたようにあぶり出されるという偉大な教えであること

を知って頂きたいと思います。 

 一時信じた法ではない教えを捨て切ることが出来ないほど、その思想

という害毒が、全心身に染みこんでいるのではなかろうかと思わせて頂

きました。ちょうど、肉体臓器の中にアニサキスのような害虫が入った

ような場合は、ピンセットでそれを摘出すれば良いのですが、思想が心

身に染みこむというようなケースは、白い布が紺色に染まったようなも

ので、その色抜きは大変な難行であることを知らねばならないと思いま

す。 

 仮にその儘天上界へ帰りつくようなことがあれば、飛行場の搭乗口に

設置してある金属探知機に引っかかるようなもので、この世で修正しな

ければ大変なことになるのではなかろうかと思い、老婆心からご注意申

し上げたいと思います。 

 主には、ご著書の『心の原点』一七九頁の中程に、次のようにお導き

くださっています。 

 『正しい神理に適ったものであるならば、人々の病める心を救うこと

はできるだろうが、智恵によってでっち上げられた宗教で人を救うこと
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はできない。 

 また、そんな宗教に騙されるということは、私達の意識まで腐らせて

しまうことである』 

 （『心の発見・神理篇』一四七頁宗教は阿片・参照)  

 

 そういった方は何とぞ勇気を出され‐ご遠慮なく当会の門を叩いて

頂きたいと思います。その勇気を出された時、救われるのであります。

私たちは、そのご立派な勇気に対して讃えるとともに大歓迎させて頂き

たいと思います。 

 まことにご無礼とは存じますが、偉大なる主・高橋信次先生には、短

い月日を命を削られるような生き方に徹しられ、私達迷える衆生に対し

て法をお説きくださいました御偉業を讃え、心からの報恩感謝の真心を

捧げたいと思います。そのためにも、この二五年という節目を縁とされ、

まず自分自身の心を浄化されるとともに、かつてお教えお導きくださっ

た方をも生かすようにと、愛の心を尽くされますようお願い申し上げま

す。 

 

 大宇宙大神霊・仏よ 私達は偉大な法に帰依させて頂きましたにもか

かわらず、正しい精進努力のない儘迷い苦しみ、ついには法を冒涜する

という大きな過ちを犯しました。 

 何とぞ何とぞ私達の愚かな過ちをお許しください。私たちの罪を何と

ぞお許しください。心よりお詫び申し上げます。 

 

 高橋信次先生の御詠（一九七五年七月七日金沢にて） 

 

   道ひらく 加賀の都に 

      灯火が 心の中に光輝く 
 

 偉大な主・高橋信次先生に対し、金沢において心の原点と題され、ご

獅演くださいました二五周年記念日を迎え、心新たに命の限り、お導き

賜りました通り果たして行くことをお誓い申し上げ、このつたない稿を

捧げます。 
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【一羽のひなどり】1999-8 月 

 

 新緑の季節ともなると、あちこちで雛鳥の『ちち』と鳴く声を耳にす

る。 

 私は、この季節になると何時も胸の痛む思いがする。 

 ある年のこと、丸和倉庫で仕事をしていると、何処かで鳥が何か急を

告げるような鳴き声をしているような気がした。 

 向かいを見ると、窓越しに見えるフェンスの上で一羽の『せきれい』

がこちらに向かって盛んに鳴いている、というよりも叫んでいる姿が眼

に入った。 

 『こりやー何かあったに違いない』と思い、すぐ外に飛び出ると、も

うその『せきれい』は既に玄関に回って私の前を誘導するように低く低

く飛んでいくのである。 

 『どうしたんや、どうしたんや』と叫びながら一緒に走って行くうち

に、こりゃーただごとでない、きっと雛鳥が巣から落ちたに違いないと

思った。 

 母鳥らしいその『せきれい』は、私との距離をうまく調節しながらど

んどん低く飛んで行くのである。 

 私は何時の間にか一生懸命に走り出していた。ようやく二番庫の入口

に高く積んであるパレットの上に止まり、長い尾を上下に動かしながら

鳴いている。私はその母鳥の動きを見て直ぐ様『パレの裏に落ちている』

と思い、もう回りに何事かと思って集まって来た人たちに『パレットを

直ぐ動かして』と叫んだ。一人の従業員がすべてを読み取り近くにあっ

たフォークリフトに飛び乗り作業を始めた。 

 母鳥は、屋根下の鉄骨上に止まって下を見おろしながら鳴いている。 

 ようやくパレットを動かして見ると、一羽の雛鳥が蹲っていた。そっ

と捕らえて見ると羽の内側の付け根に木のささくれが突き刺さってい

るのが見つかった。 

 『野鳥園に行ってくる』と言い残して車ですっ飛んで行った。 

 野鳥園は、金沢市内の中心にある『兼六公園』に近接していて、この

時期になると巣から落ちた雛鳥で一杯である。私は毎年ここに何回か落

ちた雛鳥のお世話をお願いに来る。 

 この雛鳥も、未だ十分に飛べないくせに巣から舞い落ちたのではなか

ろうか、その落ちた拍子に下に落ちていたパレットのささくれがグサッ

と刺さったのではと思った。 

 顔なじみの係員が『これは大したことはない。何とか助かりますよ』
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と言いながら鳥籠に移そうとした瞬間、パーツと上の小枝に飛び移って

しまった。 

 もうどうしようもない。そしてこの儘では絶対助からない。何と困っ

たことになったろうか、私はとても悲しくなってしまった。そして心の

内で小さく、何と甲斐性もない人やなと非難した。しかしこれ以上どう

しようもない。私はこの儘帰って母鳥に何と言い訳をしようかと思うと、

益々心が重くなった。また会社の人たちにも何と言おうかと思い悩んだ。 

 わけてこの話は、もう家に伝わっているに違いない、さらに心が暗く

なった。 

 今思っても涙が溢れる。悲しいこの時のことは何時までも忘れること

が出来ない。 

 当時は、倉庫の回りに幾組みもの『せきれい』と『椋鳥』が巣をかけ

ていた。そのため時折倉庫内に舞い込み、その糞尿のため保管商品が汚

損するといってメーカーから叱られた。 

 特に、この時期になると大変であった。ビールの出荷時期とも重なり、

ラガービールの瓶や蓋が汚れる、と苦情を言われて苦笑いしたことが今

も懐かしい。 

 従業員も皆が皆愛鳥家というよりも、心優しい人たちの集まりであっ

た。もう五、六年も経つというのに時折何人かの人が息子のところに尋

ねて来ているようだ。 

 何時か書いたことがあるが、やはり落下した『椋鳥』の雛を育てなが

ら人間の言葉を教えた鳥を都合により、野鳥園の放し飼いの大きなドー

ムにお願いしたことがあった。 

 それから数年して、長女がそこに行き『トッコちゃん、トッコちゃ－

ん』と呼んだけれど、沢山いる鳥の中で反応を示した鳥はいなかった。 

 きっと長女は、『あー、良かったぁ』と思ったに違いない。念のため

もう一度ぐるりと回って今度は反対側からもう一度『トッコちゃ－ん』

と、叫んだところ、一羽の『椋鳥』が、転びそうになりながら長女の側

に走り寄って来た。 

 見ると、かの『トッコチャン』である。 

 長女も私も、一度に涙が流れ落ちた。そしてそこから走り去った。 

 この時期になると、糞尿たんではないが、何時も私の車は『せきれい』

の糞尿で白く塗り替えたようになる。雛鳥がようやく飛ぶ訓練が終った

頃、必ずといっていいくらい決まって私の車の二つのミラーに何羽も群

がり、自分たちの美形を写して遊びほうけるのである。 

 いくら美しく磨いても一日で白く塗り替えたようになり、急いだ時な
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どその儘繁華街を走らねばならないこともあった。 

 倉庫会社の裏側は、一面に田んぼが広がっていた。 

 たまに急いだときそこを走ると、遠くに子連れで遊んでいた『せきれ

い』が、一斉に何組も飛んで来て走る私の車の回りをぐるぐる回るのだ。

中にはほんの二、三○メートル先に舞い降りるのもいて危ないことこの

上もない。 

 きっと、こんなに大きくなったよ、と見せに来たのかも知れないと思

い、『おおきなったネー。えらい、えらいネー』と声をかけると、一層

嬉しそうに跳びはねるのである。 

 そのことももう遠い幻想になってしまった。 

 特に、傷ついた儘飛んで行った『せきれいの雛』については、今もそ

の実情を知っている者はいない。 
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【高知地区 ご購読各位】1999-9 月 

 

 暑中お見舞い申し上げます。貴方様ならびにお家族の皆様には益々ご

清祥のこととお悦び申し上げます。 

 お陰様で、永瀬様ご夫妻様を始め多数の心在る方々のご尽力を頂き、

去る 3 月から 7 月まで 3 回にわたり高知地区学修会に出させて頂き誠

に有り難うございました。心より厚く御礼申し上げます。 

 つきましては、去る 7月 25 日に、当会お世話人約 10 名が土佐山田

町にお伺いし、高知学修会のお世話人の方々と今後の学修会について協

議させて頂きましたところ、お世話人の方から「丸山は八正道の正しく

語ることをしていない。人を傷つけ悲しませることをしているがそれは

愛ではない。これでは師ではない」等とお叱りを頂き、最後の結論とし

て大方の方から「来るなら来ても良い」と、心から来て欲しいとは言わ

れなかったので、来る 8 月 8 日開催予定の学修会を急遽中止すること

にいたしました。 

 貴方様には、折角法を求めて毎回ご参加くださり、「ひかり」誌もご

購読くださっているにもかかわらず、このような事態を招きましたこと

は、偏にこの私自身に愛が足りなかったことによるものと深くお詫び申

し上げる次第でございます。 

 私は今日まで約 24 年間、御地を始め各地において、法について自分

自身の体験をお話し申し上げて来ましたことは『法とは何か、法と思想

との違いとは何か、愛とは何か、正しいとは何か、調和とは何か、今一

番大切なことは形ではなく、この今という一瞬を生かして頂き、次の一

瞬には、この世を去ることになるかも知れない大切なこの一瞬を、何は

さておいても真剣に法を聞き、法を学び、法を実践し、愛豊かな魂とな

るように精進努力すべきである、常に正しい目的を持って生きているか』

等でありました。 

 そのことが正しいものであったか、それとも間違ったものであったか

について、貴方様には良き学修の機会と思われ、あらためて初心に返っ

て偉大な高橋信次先生のご著書『心の発見』と『人間釈迦』を拝読して

頂き、さらには「ほくりく」誌と「ひかり」誌の創刊号からを是非とも

お読みくださいますようお願い申し上げます。 

 まず、『己自身を生かすも殺すも、他ではなく、己自身である』こと

を知ってください。貴方様の心は、常に神仏に直結しており、そこから

毎日心にエネルギーを頂き、生かして頂いているのであります。であっ

たら、神仏につながっている良心に正直に、勇気を出して思ったことを
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堂々と実行して行くことが大切であります。 

 『己を生かす』には、勇気を持って神仏から見られても恥ずかしくな

い、思い、行いを実行することにより、心に安らぎと悦びが頂けるので

す。救われて行くのです。神仏を裏切るような思いや行いをしないでく

ださい。神仏を裏切り、神仏を冒涜しないでください。法を足蹴にしな

いでください。法を曲げて理解しないで欲しいのです。それは恐ろしい

ことです。勇気を持って永遠に救われる光の道へと歩き出してください。

御地高知を神仏の光に満たされるよう行動してください。再び大自然が

調和された高知となるにはどうしたら良いか､心在る方々で考えて見て

ください。 

 それには、偉大な高橋信次先生がお悟りになられて説かれた法を、正

しく勉強するしかないのです。思想では救われないのです。思想とは、

話すことが常にくるくる変わるものです。 

 偉大な高橋信次先生には 

 

 「正見」とは、まず事象の一切の原因は人の想念（心・意）にあって、

現われの世界は結果であることをまず理解する。既成概念を白紙に戻し、

事物の真実を知るようにする。正見の反対は邪見であり、邪見は邪心に

よって生ずるので、まず心のわだかまりを除き、常に善意な第三者の立

場でモノを見ることが正見の秘訣である。 

 

 「正思」とは、思うことは物の始まり、あらゆる現象は思うことから

始まるので、他を生かす愛の思いが正思の根底である。正思は八正道の

中でも特に重要である。 

 

 「正語」とは、思うことは言葉となる。愛の思いは愛の言葉となる。

正語とは愛の言葉であり、心に愛があれば、言葉以前の言葉が伝わり、

相手に正しく伝わるものである。正しく語るとは、如何なる人に対して

も、希望と勇気と悦びを捧げる言葉をいう、とお教えくださっています。 

 

 かつて私は、イエス様から、愛について次のようにお教え頂きました。 

 『貴方は、イスラエルの時の生命です。この道は只の道ではないので

す。 

 己に打ち克つ強い心を持って行きなさい。さまざまなものが競い、挑

戦して来るでしょう。しかし、愛の光は総てに打ち克つのです。自信を

持ってください。 
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 貴方様を祝福します。 

  一、人には常に愛の心を忘れてはいけない。 

  一、人を裁く心を持ってはいけない。 

  一、人には平等にせよ。 

  一、人の上に自分を置いてはいけない。 

  一、人の足を洗う心を持って行け。 

  総てのものに、あまねく照らしている太陽のように生きなさい。 

 貴方が法を伝えて行く中で 

  谷を埋めなければならない時は、谷も埋めましょう。 

  海に舟を浮かべなければならない時は、舟もつくりましょう。 

  山を崩さねばならない時は、山も崩しましょう。 

 私達はあらゆる協力をして貴方を守って行きます。不安な心を持たな

いで下さい』 

 

 つぎに、八正道を要約したお言葉に「己を生かし、他を生かす」とお

教え頂いていますが、その「己を生かす」とは、まず自分が相手に対し

て思った思いを、その儘言葉にして出す前に、その思いの中身を、一寸

点検（止観という）し、その思いが法による正しいものでなかった時は、

直ちに正しい思いに修正して、正しい言葉、愛の言葉として話すことで

あります。 

 神仏には常に、貴方様ご自身が正しく生きるようにと願われ、貴方様

ご自身と同じ心の神の子を何時も目の前にお与えくださり、常に他人の

姿を通して、只今現在の自分自身の思い、行いが解るようにとお導きく

ださっているのです。 

 他人の言行が醜いものであれば、只今の自分自身にも法から外れた醜

い言行があることをお教えくださっているのです。 

 また、自分自身にはない、愛豊かな心在る他人の姿は、貴方も、今目

の前におられる方のように、愛の心を育てて行きなさい、とお導きくだ

さっているのです。 

 正しいとは、その字の構成の如く、一書いて止まれであります。 

 即ち、一寸止まって己自身が今心に思っていること、行っていること

を、法により点検（止観）して修正することをお教え頂いています。 

 自分自身の心で思っていることを、常に法により点検して正すことで

あります。その精進努力が、自ずと他人の心をも正すこととなるのです。 

 肉親であろうと、他人であろうと、相手の心の中に手を入れてかき回

すこと、即ち、あれこれ思ったことをその儘口に出して言うことではな
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いのです。 

 自分自身の調和した姿を、回りの方に供養することなのです。 

 それには常に、自分自身を自分の目の高さの位置に置き、相手の言行

を眺め、自分はどうかな、自分にもあのような欠点がある、これでは何

も言えない、他の姿は己の姿なりと、相手の姿を自分の心に生かすこと

が大切です。 

 常に、自分自身を自分の目の高さに置いていない人は、直接相手の姿

を見ますから、見たこと思ったことを修正しないで、相手が傷つくこと

も平気で、あれこれ言う、つまり裁くこととなり、結果として、相手は

勿論のこと、自分自身も傷つき倒れることになります。特に心臓が悪く

なります。その思い、行いが神仏の御心から外れているからです。 

 そこに愛がないから結果として、己自身も苦しみ、また相手も苦しむ

ことになり、やがて恨まれるようになり不調和な人間関係となります。

これは法に生きる者の姿ではありません。 

 今年の 1 月始め頃、私の思いは 1 日も早く関東、東北、北海道地方

に行き、それぞれ学修会を開き、残された命の灯が消えないうちにアメ

リカのハーバード大学医学部に行き、偉大な高橋信次先生からお教え頂

いた、意識について学んだことと臓器移植についてこれまで体験してき

たことについてお話しさせて頂き、つぎに国連に行き、太陽のもと人間

はみな平等であるように、神のもと、すべてが平等であり、兄弟である

神の子同士が戦争により殺し合いをしてはならない、争いのない、飢え

のない、病苦のない平和な調和された地球に戻す道は唯一、偉大な主・

高橋信次先生の法を地球全域に広め、学修実践することである、とお話

し申し上げねばならないと思っていました。 

 ところがある日私の心に『直ちに高知に行け。そこには法から外れ、

道に迷っている魂が大勢いる。田に植えた苗を一本一本起こすように、

一人一人を抱き起こし光の道へと導くように』との通信があり、そのご

下命のもと私は高知に行かせて頂いたのでした。 

 ちょうどその前途を、偉大な主には、祝福くださるように、天空には

大光輪が輝き、瀬戸大橋から見る海上は、金色に輝き、沈み行く光輝く

夕陽はこの私に語りかけるようにずうっと光を投げかけてくださいま

した。偉大な偉大な主の尊い大慈悲が心に染み入るように伝わり、涙が

溢れました。3 回が 3回ともそれも往復する度に、このような人間業で

は到底不可能な現象をお与え頂き、期せずして同行の方々とともに『心

行・祈願文』を唱えながら、あの厳しい道程を往復させて頂き、何処の

学修会よりも長時間にわたって学修出来ないか、昼食時間も何とか学修
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の時間に当てることが出来ないか、我が命を捧げての高知行きでありま

した。 

 

 しかしこの私に愛がないため、お計らいくださいました光の場を閉ざ

すことになったものと深くお詫び申し上げます。 

 貴方様ならびにお家族の皆様の平安を心よりお祈りいたします。 

                        敬具 
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【第二四回 高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会で】1999-9 月 

 

 私は、高橋信次先生が偉大なお方だという事をお聞きして、初めてお

目にかからせて頂いた日が昭和五○年三月八日であります。その後待っ

ておられたように七月六日に金沢で講演をされるお電話を頂きました。

ということで、当時の福井、富山でそれぞれ二、三○名余り、石川が一

○名足らずの人達が集まって、どうする、こうするということで、七月

六日の金沢講演に向けて皆心を一つに調和して突進して行きました。 

 高知の方も今日は見えておられますが、高知放送という民間放送のデ

ィレクターであった方が高知講演会の準備をされており、その方から教

えて頂いたりと、各地の講演会の準備をされたところや学修会をしてお

られるところへ、電話や手紙で照会し、どうしたら良いかという事をい

ろいろと教わりました。五月に入るなりから準備をしたのですが、何し

ろ何時も同じ会社にいる人達が集まって準備をするわけではありませ

ん。それぞれの仕事を終えた後、三県から集まって準備の相談をする、

そうこうして色々と分担を決めた頃、また、高橋信次先生からお電話が

あり、もう当日は超満員で会場から人が溢れるから、外からも見られる

ように会場前の広場にテレビをつけなさいというご指導を頂きました。

私達はスタートしたばかりなのに、どうしてそんな事が分かるのだろう

かと不思議でなりませんでした。 

 今生偉大なる聖者のご講演の準備をさせてもらえるなんて何と名誉

な事だろう、有り難い事だと年取った方も若い方も朝から晩まで、ビラ

を配ったり、ポスターを貼るための吊り下げ式のベニヤ板を作ったり、

それにポスターを貼ったり等いたしました。それも悦び一杯でした。 

 私は夜中の一時、二時、三時頃に金沢市内を家族三人でポスターを貼

って歩く、そうすると朝早く集まる宗教の人達が待っていたようにみん

な取り外していく、それをまた貼り直すという事をやってどうにか七月

六日という日を迎えました。 

 先ほどここに写真が映りましたが、私の車に乗られて小松空港から御

案内申し上げ、ＭＲＯ会館で降りられる光景が、私は今もってこの写真

を見るのがあまり好きではないのです。というのは私の生来の厳しさが

顔に表れていて、それに比べて高橋信次先生は柔和で腰を低くされてお

り、私は得意満面な表情で、そこにつっ立っており、何と愚かしい姿か

なと思うのです。 

 そして申された通り当日は満員の盛況でした。かつて高橋信次先生に

は昭和四六年の六月頃だったかと思いますが、東京を離れて初めて講演



982 

 

をされたところが大阪府の堺市でした。その時に集まられた方がわずか

の八○名余り、何千という数字が見られたのは一度もなかったのです。 

 関西、東北などあちこちでご講演なさいました時にも、多いところで

二○○名前後、数字ではない、心だといいますが、しかし先生に来て頂

ける悦びと感謝一杯で飛んで歩く者たちの心の現われではないかと思

います。それで金沢は一三○○人でした。 

 講演が終わりました翌日金沢都ホテルで、高橋信次先生には私を真ん

中にされて先生が右側に左側には関西本部長のマーハー・ナーマン様、

中谷先生がおられました。「これからここに北陸本部を作るから貴方が

中心となって、この四県の五百数十万の人達に法を伝えていきなさい。

今回の金沢講演はＧＬＡの歴史を変えた」と激賞されました。 

 それを聞いた中谷先生は、大阪に帰るなり幹部に、お前たちは長年、

高橋信次先生をお迎えしてやってきたけれど、金沢を見て来なさい、金

沢は今一番燃えている。と言われたため、後に幹部の方が何人も連れ立

って金沢に来られました。 

 高橋信次先生は飛行機で着かれて、市内のある旅館で昼食を済まされ、

ちょうど裁判所の前から公園下を通られ、ＭＲＯ会館に向かわれたので

すが、その裁判所の正面に七五、六歳ぐらいでしょうか年を取られた男

性の方が矢印を書いた看板を持って立っておられ、それを先生が見られ

て、大変感激されたご様子でした。私は車を運転しておりましたが、そ

のお心が伝わり目が霞んでしまいました。 

 講演会場に向かわれる道で、「今日は矢でも鉄砲でも受けて立つぞ」

と張り切っておられたのは、新興宗教の代表か責任者が多数来ていたた

めに、どんなことでも受けて立つぞという意気込みのご様子でした。講

演会が終わりまして、ＭＲＯ会館の三階からの裏階段は非常に急で私は

先に先導して、先生の靴先がちょうど私の頭のところへ来るような階段

ですが、中途まで降りたところで、先生には、「丸山さん、今日は大変

多かったけれど、このうち何人の人が残ると思いますか」とおっしゃら

れたのです。そんな事は分かるはずもないことですから、私は黙ってお

りましたら、「一握りの人しか残らないよ」と言われたのです。私は瞬

間、指を折って一、二、三、四、五で五人、この一三○○人は北陸全部

ではありませんが、例え半分だとしても、五人が残るとは到底想像がで

きません。どうしてだろうか、どうしてこのような悲しいことを申され

るのだろうかと静かに心に入れた儘でおりました。 

 高橋信次先生には、それから一年も経たない昭和五一年六月二五日に

御昇天されました。私はその年の暮れに退会する事をお願いいたしまし
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た。五二年の二月五日に本部の事務局長が私の家に来られて、残ってく

れないかというお話でしたけれど、私の都合によって辞めさせてもらい

ますと申し上げたのでした。 

 それから大暴風雨が吹き荒れました。私の会社の女性と私の家族四人

の全部で五人だけが北陸で残ったのでした。いつときは千人以上でした。

そして私はこの嵐も何時かは止むだろうと家族がお互いにいたわりあ

って、風が当らぬところに逃げ込んでおれば、風は通りすぎていくだろ

うと思って、一年間むしろ勉強をしようと初心に帰って正法の勉強をい

たしました。やがて風も収まり、昭和五三年頃になって、ぼつぼつと私

のもとへ誰から聞かれたのか新しい人が集まるようになって来ました。 

 それからは、かつて高橋信次先生からご指導があった、またお約束し

ておりました学修会というものをここに来ておられます三田さんのお

宅を起点として始めて行きました。 

 私は、先生がおられる頃から、あちこちの勉強会へ行って．講師とい

う立場で何かお話をしなければならないことが大変苦痛でした。私は今

まで、国鉄に長くおり、その後事業をやって来たので、事業の関係や国

鉄の事であったらいくらでも話が出来るのですが、こと正法となると皆

目分からない、何を話していいのか分からない。もっとも高橋信次先生

の御本を拝読してはいないものですから、勉強会へ行くのが恐いわけで

す。そういう訳で行く時はお守りを持っていくようにして、高橋信次先

生のありとあらゆるご著書を二つのかばんに詰め込んで、何時も家内を

連れて行くのです。 

 ところが案の定、「大乗仏教と小乗仏教の違いについて説明してくだ

さい」『そら来た』『私は分かりません。答えられません』、何時もそう

言うものですから皆から信用がなくなってしまい、あんたなんか来んで

も我々だけで勉強会が出来ますという状況になって、今でも忘れません

が、富山県に福岡という町があります。学校の先生を辞められ、家業の

ハンコ屋さんをやっておられる方がおられました。その方が高岡の勉強

会に来られまして、私は奈良に内観所というものがあって、そこでは朝

の五時から晩の一一時まで約一ヶ月ぐらいの間泊まり込んで反省の修

行をしていたものです。貴方もそこへ行って反省をしてきたらどうです

かといわれたのです。 

 私は大変驚き、反省のはの字も知らない人間が、やあ困った事が起き

てきたなー。でも恥ずかしながら高橋信次先生に恐る恐るお聞きいたし

ました。「奈良の内観所というところは正しいのでしょうか」とお尋ね

致しましたところ、先生はそれに対して只一言、「そこには法がないん
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だよ」と言われました。その後は勇気がなくてお尋ねすることが出来ま

せんでした。それから法が在るとはなんぞやということを自分が心に落

とさない限り、この北陸に何十ヶ所も自分が作った勉強会を回れないぞ

と思ったのです。 

 この日から法とはなんぞや、法が在るという反対はないという事にな

りますね。では、法がないとは何だろうかと毎日明けても暮れてもキチ

ガイのように、そこに万年筆があれば前に出したり、後ろに隠したりし

て幼稚園の子どもより訳が悪いような事をやってまいりました。会社の

仕事の合間にもやっているものですから、どうも社長は変な宗教に入っ

て狂ったのではないかと皆が見ているようなそんな視線を感じるので

す。でも四六時中やっていないと気が済まないのです。 

 それがずっと続き、そのうちに月刊誌も出そうという話になって、私

は出さないでおこうと、今日もここにおられる三田さんに止めとこうね

と言っておりました。出そう出そうといって、皆は責任がないから、出

そうという事に対して後の締めくくりは私がやらなければならない。原

稿を書いた経験もないし、宗教の経験もない。止めようと言ったけれど、

どんどん話が進んでいって発刊したわけです。 

 法がある、法がないという事を考え出してから、既に七年経った昭和

五七年の一二月の年の暮れの夜の夜中に、「法があるとは高橋信次先生

の教えを基準としてそこは勉強している。法がないとはそこには法を基

準としたものがなく、そこにいる指導者の考え（思想）のもとに勉強し

ているところで、高橘信次先生の教えがそこにはない」ということが心

に落ちたのです。そんな簡単な事だったのです。そして五○年の二月号

あたりに「法があるとは」という自分の悦びの原稿を初めて書いた訳で

す。 

 不思議なことに法がある法がないという事が心に落ちてから、勉強会

で質問をされる前にその人からどんなことを質問されるのかが、私の心

に伝わってくるのです。そしてコンピューターよりも速くその答えが私

の心に用意されるのです。変な事になったぞ、何か憑依したのか、悪霊

でも憑いているのではないだろうか、しかし答えは正碓でありました。

どうしたのだろう。こんな事を人にでも言ったら益々おかしくなったの

ではないかといわれるのがオチだろう。 

 その内に後ろに立っている人が、あの世の人が見えてくるのです。美

人なのに口が耳まで裂けている。また、きれいな一番きれいなちょうど

アグネス・ラムあの方よりももっと美しい人が、ある男性の守護霊にな

っておられるのが見えたのです。今でもはっきりと憶えております。 
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 やがて大阪の山田さんご夫妻様から、大阪で勉強会を開催して欲しい

との、外部からの申し入れが初めてかかってまいりました。私は法があ

る、法がないという事が心に落ちてから、やがて私は日本全域に行かね

ばならないと心に思っておりまして、生意気なだいそれたことを思って

おりました。どんどん各地の状況が耳に入ります。 

 あそこにも法がない、ここにも法がない。かといって高橋信次先生の

ご指示がない限り行ってはいけない、法というものが分かっていたら、

東北の最後のご講演にもあります。自分勝手にやる事は法から外れた行

ないです。高橋信次先生の一言一句が法であり、法を頼りに生きよ、人

を頼りとするなかれ。宗教で飯など食ってはいけない。私達は食いませ

んという、食ってはいけないという訓示よりもっと恐ろしい、もっと厳

しい、五寸釘よりももっと長い釘を私達の脳天にぶち込まれたお話しを

されました。脳天からでっかい釘を叩き込まれたという事を自覚しなか

った人達はやがて勝手な行動をとられました。私は気が小さいもので、

先生の一言一句からは外れてはいけない、自分は立派なものではないの

だから、形だけでも先生のお言葉から外れないようにしようと思いまし

た。 

 「西へ向かって進め」という天上からのご指示を頂いて、大阪へ行く

準備にかかりました。ちょうど一二月から三ヶ月、毎晩毎晩自分は反省

を積み重ね、後一日一日という事で金沢の集まりで皆さんに言っており

ました。もし大阪の勉強会の会場が見つからず、勉強会が開催できない

としたら、私自身の天からの通信はいいかげんのものだと、しかし当日

は五○名ほどの人達が集まると思う。 

 それが集まったなら私が「西へ向かって進め」と聞いていた事は本当

の事である、というような手前勝手な話ですけれども、そのような話を

金沢の集まりで話しておりました。 

 平成四年三月八日堺市に五○数名集まりました。それまでは「神理学

修会ほくりく」といっておりましたが、それは高橋信次先生がおられた

間は、かつて私はＧＬＡの一会員でありましたから、その後、ＧＬＡを

辞めたから、神理学修会という名前をつけて、高橋信次先生が北陸を頼

みますよといわれた「ほくりく」という名前をつけたのでした。 

 しかし大阪に出たからには一応日本的な桧舞台に出たわけですから、

「高橋信次先生の法を学ぶ会」という名称に変えたいことを四月の金沢

の学修会で御相談をしたら、満場一致大賛成のもと定まりました。それ

からは「高橋信次先生の法を学ぶ会」として大阪の次は鹿児島に行く事

になりました。鹿児島は一九九六年で、次に熊本、福岡にそして今度は
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東の方へ上がりまして、浜松、昨年の五月に東京で学修会まではいかな

くともビデオ講演会をやろうということでやりまして、今年で二年目を

迎えました。 

 まあこうして、東京まで行きました。それまで私はこの会を通じ、仲

間と相談し進んできたのですが、月刊誌の「ほくりく」を「ひかり」に

しても、読んでみても、この会を誰が主宰しているのか名前が一つも出

ていない。月刊誌の発行人の名前が一応出てはおりますが、私の名前が

出ていない。編集人と発行人の名だけ出てはいるが、一体これは誰がや

っているのだろうかという、疑問を持つ人が増えるようなまるで面白い

組織を作っていたのでした。 

 一九九七年の暮れに、これはいかん何か組識を変えねばならないと思

うようになりました。高橋信次先生には、いっときＧＬＡの会長をされ

た後、会長を離れ、人道科学研究所の所長という肩書きでＧＬＡは他の

方を置かれるというそういった組識をされておられたため、私もそうい

う道を選びました。 

 私はある時、日露戦争での連合艦隊司令長官に東郷平八郎という方を

推挙されたやはり薩摩の人で海軍に山本権兵衛という人がおられたこ

とを知りました。その方は、国の上層部の人から、何故特に東郷平八郎

を選んだのかという事を問われた時に、山本権兵衛は、東郷は海軍兵学

校や大学では決して優秀な成績で卒業していないが、しかし彼は今日ま

でいろいろな難局に当って無事に乗り越えて来た非常に不思議な運の

強い男です。その運に私は国家の大難局をかけたのです、と言われた時

に、当時の国の上層部は諒解されて、見事この小国が大国に勝ったとい

う物語を読んだ事がありました。その日から私は山本権兵衛という人物

について非常に興味を持って来ました。 

 当時の海軍は当時なりに科学の先端を行っていたと思いますがその

ような中で、とりわけ「運」というものに頼る判断をしたその人物のこ

とがとても知りたくなりました。いつかその人の本を読みたいと思い探

すけれどなかなか見つからない。そこで今日ここに見えておられる鹿児

島の永吉様に今から何年前かにお願いして本を見つけて頂きました。 

 二冊の本を少年時代のように無我夢中で一生懸命に読みました。そこ

に書いてあった事は、当時の日露戦争並びに日本の海軍力がつぶさに書

いてあり、そこから何を学んだか、この私に対して天はそれを通して私

に何を学べと言われるのか、次第に私の心はそのような思いになってい

ました。 

 海軍兵学校の士官養成の精神は、「指揮官先頭」という事が教えられ
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ておりますということが心の中に飛び込んできたのです。今日までの私

は指揮官後方でした。どこかの国の軍隊と同じでした。いつでも逃げら

れるように後ろにおって、前のものにそれ進め、進めといっているのと

一緒でした。「もうそろそろ指揮官たるものは先頭に立ちなさい」、この

時私は、畏れ多くも高橋信次先生からこのようにお導き頂いたと思いま

した。 

 一九九七年の暮れから今年にかけていろいろな事が起きて来ました、

それとそのことと同時に、もう一つ私の心に引っかかっている問題があ

りました。それはソニーという会社の事でした。トランジスターから一

躍世界一になりました。このソニーの幹部に大賀さんという方で、今は

会長を務められておられますが、この方は出身が芸大の声楽科を出た方

で音楽家です。ドイツの指揮者のカラヤンと非常に親しくしておられた

方です。 

 その大賀さんが専務になった時、私は非常に疑問に思ったのです。な

ぜなら当時私は、松下電器と深い関わりがありまして、電気屋の事を比

較的勉強していたものですから、電気の会社が何故音楽家を幹部にする

のだろうか、そして大賀さんの伝記がないかと思って探したのですが、

伝記を書かない人のようで、そうしたある時、ある雑誌に連戦で載った

のを見つけた私は、それをずうっと読んでいった中で、これも天からの

通信であった事が心に分かってきました。 

 お前は今、「法がある法がない」と分かって有頂天になっているとは

いわれなかったけれど、まあ好い気になっている、お前は正法者として

たかだか日本一を目指しているではないか、「世界の頂点に立てるよう

に心を磨け」という事を私は教えられたと思ったのです。なぜならこの

大賀さんという人を引っ張り込んだのは、芸大の声楽科におられた時分

に、盛田昭夫という専務が毎日学校へ行って口説いてソニーに迎えたい

きさつがあります。 

 ソニーはアメリカに本拠を、松下は大阪に本拠を置いています。そこ

でも大きく違ったと思いますが、ソニーは世界一を目指し、松下は大阪

に在って世界一を目指したと思います。しかし、ウォークマンを作る経

過を知り、基本的な考え方が違っている事に気付きました。ソニーはま

ず、大賀さんが手がけられたものをカラヤンに聞いてもらい、何遍も手

直しをしたすえ、世界一の指揮者の耳に適ったものを世に出した。しか

し松下は、電気屋の中で一番立派なものを作ろうとしたのでした。 

 “私は大賀さんの伝記を読んでこの違いを知ったのです”  

 畏れ多くも高橋信次先生には、天から「お前は何をしているか、世界
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一を目指せ、この大賀さんのように、ソニーに学べ」という事を教える

ために、私に大賀さんの伝記を読みたくなるように、そして自分の思い

を変えるようにとの大いなるお導きを頂いたのではなかったかと思う

のです。 

 金沢を離れて各地に出させて頂くようになってもう八年になります。

私は、偉大なる高橋信次先生がお歩きになった後を、先生の尊い御足跡

を踏まないように、御影を踏まないように、それが弟子の道であると私

は固く心に誓って歩いて来ました。 

 初めて鹿児島へ行った時は、列車から降りてどうしてもうまく歩けな

い、まとまった話が出来ないような疲れを覚えましたが、それも今では

すっかり慣れまして、もう既に二六万キロぐらいになるものと思います。

一つ一つ鹿児島に行け、高知へ行けとお導き頂き出させて頂いてきまし

た。 

 高橋信次先生には、一九七五年七月六日に金沢でご講演をされた後、

和歌山に、それから神戸でご講演された後四国へ渡られ、高知に行かれ、

そして鹿児島へ行かれたその道のりを私はたどっているのが現状であ

ります。 

 皆様には、偉大な高橋信次先生の御教えを求めて心が燃えていらっし

ゃるように思います。高橋信次先生がお教えになられた「正しいという

こと」を一言で言うならば、「己を生かし他を生かす」という事を教え

て頂きました。先ず自分の心を調和しなさい。調和とは正しいという事

であり、また愛ということであります。先ず、自分の心を法によって、

法に忠実に生きるように努力しなさい。心を調和しなさい。その努力し

た分だけ天は助力をお与えくださいます。他力を与えます。自力を出す

事によってそれに相応した天からの協力、他力が与えられます。それが

即ち己を生かすことです。 

 己を生かす努力をした分、回りの人達はその姿を見て各自が自力を出

して努力していくことにより、また自身をも生かす事が出来る。八正道

の本当の凝縮したものが、その言葉に当てはまると思います。私達の己

を生かすという事は、一秒一秒寝ている時も起きている時も、何を思っ

ているか、私はこの頃次のように申し上げております。 

 「高橋信次先生が悦ばれることを思っているか、行っているか、はた

また高橋信次先生が悲しまれる事をやっていないか」 

 この物差しで見た時に、端的にその結果が分かります。私はいつも自

分の顔を見てみます。自分の心が正しくなかったら、醜い汚い顔だなあ、

見るのも嫌やなあという事が何日でも続きました。 
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 しかしどうにかこのところ自分自身のカルマというものと闘って、一

歩前進したように私自身思います。私は今日、高橋信次先生の前で、こ

ういうお話をさせて頂くということは、私の心の底の底まで先生には見

られておられると思います。今後益々精進する事をお誓いするという事、

そういう意味もあろうかと思います。 

 本日は皆様本当に心から万障お繰り合わせのうえ、そして偉大な高橋

信次先生の御許に集まろうとされて、その一念で燃え上がられ、この金

沢へ集まられた事、本当に有り難く感謝申し上げます。偉大な高橋信次

先生には天上界からさぞかしお悦びになられ、皆様お一人お一人をお見

守りくださっておられるものと思います。 

 しかし、法を正しくご理解されておられない方には、天上界の大天使

には見ておられる筈がないと、私もそういう風な感じを持っておりまし

た。しかし、昭和五○年八月二六日、私は東京でイエス様からお言葉を

頂いた事がございます。私が御導きいただいた後、自分の会社に勤めて

いる従業員のお兄さんの目が見えないことについて質問いたしました。

イエス様には金沢のある町に住んでいるその方のお兄さんの事につい

て隣人よりも詳しくお話をされたのでした。 

 本当に一瞬にしてコンピューターよりも速くすべての人の心を見ら

れる事ができるのでした。偉大な光の大天使なんだなあと思いました。

ここにおられる皆様一人一人のお心を、いつもいつも見ておられると思

います。高橋信次先生には、地球上六○億の人の心を同時に見られる事

が出来る偉大な聖者です。だから偉大なお方なのです。最も神に近いや

がて神になられるお方です。そういう偉大なお方に私達はご縁を持たせ

て頂けたという事です。こんな有り難い事はありません。 

 皆さんもう少し自分の心に誇りを持って、高らかに、偉大な高橋信次

先生の御名を何処ででも叫んでください。それがまた皆さんの心を大き

く大きく豊かにしていくのです。感激一杯のお心で神仏を称えてくださ

い、偉大な高橋信次先生の御名を叫んでください。一人でも多くの方を

来年はこの場へお連れしてください。皆さんは少なくとも三人の方をお

救いください。来年はこのホテルには悪いですが、どこか他のところを

借りなければならないと思います。 

 こういう事をいいますと、他力信仰から来た人はこう言います。丸山

は会員を増やして会費を自分のポケットに入れたいために言っている

んだ。この間四国に行きました時も、四国の永瀬様お許しください、こ

んな事を言って。 

 四国に行きました時も、それに近い事をいわれました。こういう風に
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二、三人の人が腕組みをして、お前なんか来んでもいいんや、私らの先

生を誹謗した人間は去れという事を言われまして、会員を増やすという

事はお金もうけになるんやろと言わんばかりのことを申されました。 

 私はしかし次のように申し上げました。私達は同じ高橋信次先生の弟

子ではないですか。それが敵、味方に別れてどうするのですか。と私は

本当に最後は泣けてきました。こんなことでは高橋信次先生に対して本

当に申し訳ないと思ったら、泣けて泣けて仕方がなかったのです。最初

の晩は牙城が固い感じで、二日目の朝からの勉強会で、そういう事を話

しましたら、みなが高橋信次先生の法が心に入っている方で、みんな泣

かれました。それから第二回目が八○人のご参加をいただきました。 

 地元の高知新聞は他の宗教は一切載せないという事なのに、永瀬さん

のご尽力によりまして、高橋信次先生の法を学ぶ会主催の学修会が始ま

るという記事を出してくださいました。目抜き通りにあるでっかい本屋

さんで、高橋信次先生のご著書のコーナーに、「高橋信次先生の法を学

ぶ会」の学修会が開催される貼り紙と共にビラも出してくださっており

ます。そして当日は大きな大きな光輪が輝き、そこに集われた人達を天

上から祝福してくださいました。やがて七月一一日が高知で第三回目の

学修会があるのですが、もう一○○名は遥かに突破するであろうと言わ

れております。 

 どうか皆様、私は人を集めて会費を儲けている者ではありません。皆

様の法実践による愛の思い、行ないを天に捧げて欲しいのです。皆さん

お一人お一人の行ないがあの世に帰るための道なのです。自分で自分が

帰る道を、その自力を作って欲しいのです。 

 先般、引導文というものを全国を回って勉強いたしました。引導文を

読むには自分が亡くなった時誰か読んでくれる人がいないと駄目です。

そのための法友を今から作ってください。ある方が、私は法友を作らな

くてもいいんです。テープレコーダーに吹き込んであるのです。いざこ

の世を去る時が近づいたら、手でぎゅっと引っ張ったら、テープが回転

し一人で自分の声が聞こえるようになるのです。そういう珍しい便利な

方もおられましたけれども、そうではないのです。天国はそれでは帰れ

ないのです。 

 それをその方に話しましたら、一人の法友、最低一人の法友、かつて

高橋信次先生には、私たちに申されたことは、最低四○○人の方を法の

もとへ導く約束をして天上界から皆出てきました。皆さん四○○人はも

う達成されましたでしょうか。しかしこれも自分のためです。誰のため

でもない。高橋信次先生の説かれた法を聞いて頂くように、それが私達
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の使命です。仕事をする事もこの世を生きる心を作るための一つの方便

にしか過ぎません。 

 本当の心とは、本当に一○日間も食事をされないで、額の汗をぬぐい

乍ら話された、本当に命を懸けてお話しされた、偉大な主、高橋信次先

生の尊いお姿を心に焼き付けておいてください。そしてお教え頂いた尊

いお話を大事にして生きるように、皆さん今日からご精進ご努力を是非

ともお願いしたいと思います。 

 長々とお話し致しましたけれども、本日ここに皆さんにお集まり頂き

まして本当に嬉しく思います。平素は皆様のところへ行きまして、お世

話ばかりおかけしておりますが、今日はこうしてこの場でお目にかかれ

ます事を感謝いたします。有り難うございました。 
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【常識・礼儀・報恩感謝】1999-10 月 

 

 『パパちゃ－ん、ホントに、ホントーに、さびしくナーイー』 

 『パパちや－ん、ホントに、ホントーに、ダイジョウーブー』 

 

 如何にも心配そーな目をして、私に六回も言うがやぞ－、マァーちゃ

んて、何と優しい子なんかねー。 

 そして、やはり寂しいだろうと思ったのか、今日お勉強して来たデッ

サンを見せて、ひとしきり話し込んで行くがやぞ－。 

 『パパちゃん、お友だちは一杯いるけど、少しも楽しくないのよ。そ

の中に誰一人ツーカーで話し合える子はいないんだもん。話しかけても、

ほとんどすぐに答えが返って来ない。だから、少しも楽しくないのよ』 

 『ただ－人、マーちゃんだけ、ツーカー話せるから楽しい。 

 学校の先生も皆駄目かも知れない。本当に、ツーカーって話し合える

人は少ないネー。 

 そんなこと思うと、マーちゃんは、中二なのにネー。 

 こんなことって、年令や学歴には何の関係はないのやネー。 

 パパちゃんて、英語は教えてもらえるし、楽しくツーカーも出来るし、

家が一番いいー』 

 『じゃー、ママとは、ツーカー出来るー』 

 『もちろん、パパとも出来るよ。だから楽しいんだっ』 

 

 長旅から帰った時、家内からの最初の話は、愛犬のチビちゃんの次に、

上階に住む長女の一人娘、高三のマーちゃんこと、円（まどか）のこと

である。 

 今彼女は、後六ヵ月後に迫った進学準備のため、全知全能を絞ってこ

の夏休みを勉強と、デッサンに打ち込んでいるのである。 

 始めは、ロボットに興味を持ち、パパの大学の情報工学に進もうと思

っていたようであったが、ある日のこと中学時代の担任であったエッち

ゃんに呼び止められて、 

 「マルーちよっと話があるんだけど」 

 『せんせいと今お話しする心境でないけど』 

 「なーぜ」 

 『せんせいの顔を見たくないから』 

 「マルー、あなたは、その非凡な特技を生かしたらいいよー。きっと、

モノになると思うんだけどぉー」 
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 『せんせい、そんな無責任なこと言わんといてー』と言いながら何時

しかデッサンに通うようになった。 

 

 次女の家は、スープの冷めない距離のところ、と言っても、我が家か

らは丸見えのところに住んでいる。 

 次女とその一人娘は、夏休み中は、自分の家にいるよりは、我が家に

来ている以外、殆どといっていいほど、親子連れで某デパートにいたよ

うである。 

 私の親友の一人も、この某が余程好きと見えて、親父から受け継いだ

会社の会長をしているが、会社に不在のときは、この某デパートの外商

部第三課に聞いたら直ぐ答えが返って来る。もしかしたら、ひそかにこ

のデパートの隠密奉行のバイトでもしているのではと思うことさえあ

るほどだ。 

 『さつき三階で見かけましたけど、なんでしたら呼びましょうか』に

至っては、私ならずとも、こう思っても何一つ不思議ではない。 

 彼の会社の女の子でも、こううまくはいくまい。 

 マーちゃんの言うマーちゃんとは、この某デパートが大好き親娘連れ

のその娘で、現在中二の船木舞のことである。 

 この二人のマーちゃんは、同じミッションスクールに通学しており、

まるで姉妹のようだ。 

 私達は、この二人の孫がいるお陰で、どうにか時代から遅れず、どう

にか楽しくツーカー出来る。 

 調和とは、その調和に至るまでの大事なことは、まず夫婦が仲良く円

満であることは言うまでもない。夜中に目が覚めようが話し始めると止

まらない。暇さえあれば話し合っている。 

 考えて見れば、結婚してから何時も出張出張で、ひどいときは一ヵ月

のうち多い時で五日間在宅というときが約一○年も続き、家内は結婚し

てずうっと未亡人のような生活であった。 

 会社を辞めてからやれやれと思った間もなく、まだまだ今日なお続い

ている。 

 日々夫婦が楽しく話し合っている家庭であれば、当然親子もまた常に

楽しく話し合う親子となるに違いない。 

 子供たちは両親の楽しい会話を聞き心が暖かくなり両親の会話の中

に自由に出入りし、自分が思っている思いを大変うまく話すようになる。

女の子であったら、お母さんの良いところをぜーんぶ吸収して行く。男

の子だったらお父さんの素晴らしいところを知らず知らずのうちにぜ
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ーんぶ心に植えつけて行く。また、男の子は、お母さんの愛に甘えるし、

女の子は、お父さんの膝に乗って甘える。 

 小学校に入学する頃には、もう一人前の愛豊かな大人に成長している。 

 しかも目に笑みをたたえ、品の良い雰囲気を作り、楽しい話をしてく

れたり、または聞いてくれたりで、時間のたつのも忘れるほどである。 

 始めの『あ』を話すだけで、パソコンよりも早くツーカー最後まで呑

み込んでしまっているのだ。 

 でないと、『ドンクサイー』と言われて、話し合いの仲間から外され

ることになる。 

 

 仕事柄、年中多数の方と話し合う機会が多い。 

 まずお顔を見るなり、お母さんのお腹にいたときからの思いが伝わっ

て来る。それに、体が健康か、それとも何処か悪いところがあることも

伝わって来る。 

 特に、親を恨んで来た人や両親から溢れるほど愛情を貰えなかった人

の心が痛いほど伝わって来る。 

 どこの小学校でも校医の健康診断があるにも拘らず、どうしてこんな

になるまで校医の先生には、分からなかったのだろうか。その先生も、

やはり幼少の頃から、愛情不足に心を悩ませ集中することが出来なかっ

たためか簡単な病気も見逃していることを悲しく思う。 

 それに、話し合うことによりもっとその方の心の実態が分かって来る。 

 何時も話し合う法友の中にも、毎度『それは何処でぃねー、そして何

処にぃねー、それから何処へぃねー、そして何時ぃねー、誰とぃねー、

誰がぃねー、何でえー、何おー、どうしてー、どうなったのー』と歌で

はないが合いの手を入れないと、自分だけ分かっていて、他人には何一

つ分からない話をする人がいる。 

 気づかいしながら何度申し上げても全く直す心がないため、これでも

う○○年も経ってしまったが、こちらも次第に根負けしてしまったとい

うか、それともその環境にいるため、いつとはなしにその方の家庭の一

人になったように大体前後の不足語が分かるようになってしまった。

日々いる環境というものは何と恐ろしいものだろうかと思うこの頃で

ある。 

 そういった家庭の人たちは、お互いにお互いがツーカー出来る特殊な

暗号により会話を交わしているのだろうか。このような形のツーカーも

あることを初めて知ったが、一般社会では通用しにくい。これらの家庭

のお子さんたちは、きっと社会に出るようになって、大変困っておられ



995 

 

るに違いない。きっとドンクサーイと仲間外れになってはいないだろー

か。カワイソー。 

 

 正法の根底は愛とお教え頂いているが、愛の根底は、常識、礼儀、感

謝とお教え頂いている。 

 まず常識は、前述したように両親の会話と親子の会話から学び取り、

そのうえ社会に出て回りの人たちから教えて頂く。 

 礼儀は、礼儀正しくないと、野卑な人間に見られることになり魂の品

格を卑しめることになると思う。人間関係の中で謙虚に生きることから

礼節を大事にすることにより、深い悦びが生まれ、より自分自身を大切

に生きようとする。 

 次の感謝は、一秒一秒に対し、常に悦びのある生き方を努力すること

により、次第に一秒一秒目に見えるもの、耳に聞こえること、手に触れ

るものに対してより豊かな悦びを思える心に成長して行く。そして同時

に深い生き方へと発展して行く。 

 悦びと感謝は、その人間の心の次元を現しているように思う。 

 今日、長く話し合っていても、または学修会等で発表される中にも、

一言も悦びや感謝の言葉を出せない人が多いように思う。 

 また、『ひかり』誌に投稿してくださる方の中にも、悦びや感謝の思

いや言葉が少ない人が多いように思う。学修会でも、愚痴の話をする人、

または話をされる前から、こちらの顔がほころぶ楽しい話をされる人な

どおられるが、誰でも、明るく楽しい話を聞くのが一番楽しい。 

 心に悦びがなければ、当然感謝の思いは生まれて来ない。また悦びや

感謝のない心の暗い人たちは、その殆どが、どんどん心が小さくなり悦

びもなくなって行き、次第に心が閉じて行くように思われる。 

 心が濃やかな人は、益々悦びや感謝が大きく豊かなものに成長し、

益々きめ濃やかな思いや、愛の行いが出来る魂に成長して行くように思

う。 

 法に帰依しておられない人でも、悦びと感謝の豊かな人は、常に家庭

が幸せで家業もまた繁栄しているように思う。 

 特に、両親に対して親孝行の人たちは、殆どが皆悦びが豊かで特に感

謝が大きく深いように思われてならない。そのうえ、これまでご恩を頂

いた人に対して、常にそのご恩に対して報恩感謝の誠を心込めて捧げて

いる人は、その悦びと感謝の思いが益々大きく循環し、さらにさらに幸

せが大きく巡って来るように思う。同時に、人間としての常識、礼儀も

また益々丸く豊かなものとなり、立派な正法者としての基本が出来上が
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り、立派に正法者としての責任を果たして行かれるようになる。 

 偉大な主・高橋信次先生には、報恩感謝について次のようにお導きく

ださっています。 

 『神仏の慈悲、すなわち肉体保存のできる大自然の環境に対して、感

謝の心を持ったなら、それは行為として現さなくてはならない。この行

為が報恩である。社会人類のために、自分自身のできる範囲で奉仕する

ことが、人間相互の信頼につながり、調和と安らぎの社会の完成に役立

つ。神仏に対して感謝し、人々に対しては報恩の実践行動によって調和

が成り立つのである』 

 

 偉大な主・高橋信次先生に対し、今日の幸せを心より感謝申し上げま

す。 
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【真の信仰は他力にあらず】1999-11 月 

 

 高橋信次先生のご著書を拝読しておられる、または拝読された貴方様

には、この私自身と出会うまでは、自分で理解しながら拝読されたこと

と思います。 

 私は、かつて金沢を離れた北陸以外の地で初めてお話させて頂きまし

たのが、大阪府堺市でありました。 

 正法の学修のため北陸の片田舎から初めて大都会に出て来るに当た

り、きっと大阪には全国から素晴らしいご精進をしておられる方が多数

お集まりのことと思い、大変緊張してまいりました。 

 ところが私の目に映ったその殆どの方々からは、期待していた妙なる

後光が見えないのには驚いてしまいました。思い込んで行ったものです

から、何故どうして、あれーっ、どうなっているんだと思い、内心驚く

やら、安堵するやらの状態でした。 

 あれから八年経った現在、あれからずうっとたゆまずご精進して来ら

れた方には、その殆どの方が妙なる光に満たされるようになられ、さら

には深い反省をされた方の中には、ある日突然まるで別人のような穏や

かな物腰と礼儀正しい言葉を話されるような方も見られるようになっ

てまいりました。 

 正法による精進努力とは、まさにその人間の魂の次元を現せる偉大な

御教えだということを改めて感激のもと学ばせて頂くようになりまし

た。 

 しかし初めてご参加される大方の方には、その殆どがやはり自分流の

解釈をしながら拝読して来られたことをお聞きいたします。 

 これまで何回かこの誌上においても、このことを叫んでまいりました

が、偉大な高橋信次先生の説かれた法も、その人自身の理解により、心

に入った段階で高橋信次先生がお悟りになられた儘の光に満ちた法で

はなくなってしまいます。しかし、大方の方には、そのように変化する

ことを知ってはおられないと思います。 

 また、その人ご自身がこれまでの人生において、多くの信仰や思想を

遍歴しておられる場合、それがすべて心の中に積み重なった儘今現在生

きており、時々思いや言葉の中に混じって出て来る場合があります。で

すから、私たちが開いている学修会では、マンツーマン式の学修をして

いるため、反省においても、また学修実践についても、ご本人が気づい

ておられないことも、より具体的なお話をさせて頂いているのです。 

 講師が一方的にお話をするのを聞く場合は、その中で自分の心で自分
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流に解釈し自分の精進に生かすためには、大変なエネルギーが必要とな

ります。しかし当会の場合は、頂いた新鮮なうちに直ちに料理にとりか

かることが出来るのです。ですから、一人で精進しているよりも後光が

現れるのも早いのです。但し、自分の心を裸にすることが出来ない人に

は大変難しいことと思います。 

 高橋信次先生のお教えにもありますように、自力を出して生きること

は、大変大事なことで正しい自力を出せば出すほど天上界より他力とい

う助力が頂けるのであります。この世の、自力を何一つ出す事なく、お

金次第で口をあんぐり開けて生きる他力では、不安と焦燥に明け暮れる

ばかりとなります。 

 ニコニコ顔をして生きることも、ことごとに悦びの言葉を出すことも、

さらには感謝の思いや言葉を出すことも自力であります。その悦びが大

きく深くなるにつれ、その循環によりさらに大きな悦びが与えられるも

のと思います。貴方になんか、しゃべるもんか、といった口を固く閉ざ

し、苦虫を噛みつぶしたような顔をしている人には、苦い暗いことしか

巡っては来ないと思います。 

 単純なことを申し上げますが、これは間違いなくその通りであります。

現在の不況の嵐も、やはりこのような有難い心の思いの転換の機会を頂

いているのでなかろうかと思わせて頂いております。 

 ご商売が不振だ不振だといくら愚痴っていても、ある日突然ひっくり

返ったような嬉しい悦びが飛び込んでくるはずはありません。愚痴る時

間があったら、これまでの自分自身の心で思っていたことや口に出して

言ったことや、顔や態度に現したことを思い出し、一つ一つをしっかり

ノートに書き込み、その一つ一つを今日から明るい笑い顔に、悦びの言

葉に、感謝の言葉に、人を見下していた態度を、まず心で思った段階か

ら、『自分を人の上に置いてはならない。人間は全てが平等である。人

を差別すれば自分もやはり誰かに差別されるぞ』などと心でつぶやきな

がら思っている思いを正しいものに切り替えましょう。ニコニコ顔にな

りましょう。 

 初めのうちはコニコニでもかまいません。一秒一秒心で考えている思

いを点検して見て下さい。その中身が暗い思いでしたら、すっぱりと捨

てて下さい。そして突然ワッハッハッハハーと出来るだけ大声で笑って

下さい。 

 『私はこんな馬鹿なことをしていました。神様から常に生き生きと生

きていけるためのすべてすべての尊い命をお与え頂いてまいりました。

にもかかわらず私は自分中心の狭い暗い心で、神様の御心とは反対の地
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獄の心をしておりました。何とぞ何とぞこの私をお許しください。今や

っと目が覚めました。これでは幸運が開けて行く筈がありませんでした。

愚かな愚かなこの情けない私を何とぞお許しください。本日ただ今から、

神様の御心を心として頂いている尊い心を大切に大切にして生きて行

くことを心よりお誓い申し上げます。 

 大宇宙大神霊・仏よ、我が心に光をお与えください。心に安らぎをお

与えください』 

 とお詫びを捧げてください。そして次回からは必ず学修会にはご参加

ください。そしてその場は、天上界と繋がっている場と思われ、日々ご

精進しておられる疑問や質問や悦びの体験をご発表してください。 

 貴方様が勇気を持って大きく心を開いてお話されることによって、貴

方様のお心もまた一段と大きく深く豊かな心となるでしょう。毎回の学

修会を逃げていたり参加しておられても発表されないと、尊い神からお

与え頂いている機会を捨てたことになります。その時貴方様のお心は一

段と小さくしぼんでしまいます。心が狭く小さくなります。どうかご参

加の皆様には、発表出来る席を奪い合うようなお心に成長して頂きたい

と思います。 

 あらためて、次に書きました『偉大な高橋信次先生の御教え』を何度

も拝読してください。今日までの間、『正法のかなめ』について間違っ

た理解をしてはいなかったかについて、心して点検して見てください。

さらには、『南無阿弥陀仏』などの理解も一段と深く理解され、回りの

迷える人たちに法をお伝えくださいますようお願いいたします。また自

分の心に入っている正法が、他力の思想になってはいないか、点検して

見て頂きたいと思います。 

 

 一、『真の信仰は他力にあらず』 

 現代社会を末法といいます。末法とは心不在の状態をいうのです。末

法の原因の一つに他力信仰があります。明日の運命も分からぬ人間にと

って、他力の信仰はまたとない自己満足を与え、信仰をする側にとって

も、これほどたやすい方法はないといえるでしょう。 

 ペーパーの神をいくら拝んでも功徳はありません。もし功徳があった

という人がいれば、それはその人の心が信仰という媒体を通して、浄化

されたためです。なになにの神のお陰ではありません。 

 なぜ、他力では人間が救えないかといえば、人間そのものが他力的に

は創られていないからです。 

 人間には誰でも、思う、考えるという創造する能力と、その思う、考
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える自由性が与えられています。こうした能力は他の動物、植物にはあ

りません。人間にはその能力が与えられているから、今日の文明が創ら

れたわけです。つまり、人間は自分の運命は自分が切り開いていくよう

に創られているわけです。その本性を自ら閉ざしてしまうのが他力です。

盲信、狂信はこうした他力的信仰から生まれます。貴方の病気は先祖霊

が迷っているからとか、貴方は前世でこうしたことをしたから貧乏する

とかいわれると、本人は分からないから、夢中になって助けを求めるよ

うになる。病気は心の在り方が問題であり、貧乏についても同じことが

いえます。 

 今日の社会が混乱と不信に満ち、末法の世といわれるのも、己の善な

る心を生かそうとしないからです。つまり、足ることを知らぬ欲望と自

己保存（エゴ）が原因なのです。また、ねたみ、そしり、怒り、愚痴、

こういった心で生活行為をしているから、ますます混乱に拍車を加えて

います。社会の人びとが、こうしたエゴや欲望をセーブし、釈迦やイエ

スが教えた正しい生活の在り方を実践するならば、社会は明日にも明る

くなります。そして、そうした明るい社会は善なる心にもとづいた自力

によって得られるものです。さきに述べたように、人間は、ものを創造

する能力と自由な心をもっていますから、その能力を活かすことです。 

 他力の信仰が流行し、これに基づいて政治や社会が運営されますと、

かつての中世社会に逆もどりし、大衆は苦しみます。信の信仰は他力で

はないのです。釈迦もイエスもそんなことは少しも言っていません。己

の善なる心を信じ、その心にもとづいて生活しなさい、といっているの

です。 

 人間社会は変わっても、大自然は変わりません。変わらない自然の真

理を活かすことを、私は、人びとにすすめているのです。 

 

 二、『自力によって他力が与えられる』（心の発見・科学篇一三○ペー

ジより） 

 人間はロボットではない。己自身を失っては、人間としての修行目的

を果たすことは出来ない。 

 それは、正しい心と正しい行為の実践の中に、神理の調和が生まれて

来るものである。 

 神仏に対し、生存し修行できる環境を与えてくれる一切の万象万物に

対し、感謝するとともに、報恩の実践こそ菩薩心の現れといえる。私達

は、ややもすると他力本願、自己保存に陥りやすいのである。 

 正しい目的に対する想念の一念力は、努力と勇気によって生まれるも
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のであり、己の逃避と自己保存のお題目で人類を幸福に導くことは出来

ない。神仏に対して感謝し、人々に対して報恩の実践行動によって調和

が成り立つのである。 

 私達には必ず守護・指導霊がついている。だから、常に己の心に問う

生活の中にこそ、神性仏智を悟る道があるのだ。己の心を失った信仰は、

正法とはいえないのだ。私達は、本体や分身の生命に必ず保護されてい

るし、各人の心の調和度によって指導霊がついている。こうした霊に対

する感謝が必要であり、その一切の協力の事実をほとんど忘れているか

ら悟りが遠くなっているのである。自分自身が求めようとする努力、そ

の結果によって心の世界の門戸は開かれて行くということを忘れては

ならない。 

 また私達は偽りの指導者の言葉や神理を悟っていない予言者の予言

などに心を惑わしてはならない。 

 神仏のお告げといって予言したり、お札を買わせたり、お守りを強制

したりする指導者や教祖に心を売ってはならない。 

 彼らの教義に対する吟味と、常日頃の行為を観察して、師に足る人で

あるかどうかを正しく思念して定めなくてはならない。 

 己の心まで彼らに売ってはならない。 

 己の心は、無限の生命に通じている己自身の王国である。それは己自

身であり、誰も侵害することは出来ない。その王国を第三者に売り渡し

てしまうため、人々は自分を失い、努力することを忘れ、他力本願に依

存してしまう。神仏は自ら信じ、努力する行為によってのみ力が与えら

れるのである。 

 そしてその力に対する守護・指導霊の協力は常に存在している。すな

わち自力によっての努力があってこそ他力に通ずることは、原因と結果、

作用と反作用の神理であるということだ。 

 実在界の上段階光の大指導霊（如来）や、光の指導霊（菩薩達）は、

物質経済に束縛されている人類に対して、勝手気儘な命令や、無から有

が生じるような約束は絶対にしないものであり、己自身の努力なくして

自己保存の祈りやお題目を上げるだけで、私達の幸福は得られるもので

はない。 

 祈ることのみによって救われると約束する教祖や指導者に、私達は気

をつけなくてはならない。 

 自我の智と意によって、欲望や失望の解釈をしてはならない。その原

因と結果に対する思慮の中から、正しい判断は生まれて来るのである。 

 神仏の使いのごとく自称し、私達の心に安らぎを与えない指導者や教
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祖達は、低級霊や動物霊に支配されていたりする。また無智や偏見によ

って、神仏を信ずることがなくこの地球上にとり残されている、自縛霊

や地獄の魔王に支配されている人々。これらに私達は迷わされてはなら

ない。 

 一時の予言をしたり、病気を治すようなことができても、より不調和

な、暗い霊域に、私達の心を覆ってしまうからである。 

 このような偽善者は、常に言動と行為に矛盾が生じるから、即座に疑

問を持って、正しい解答を得なくてはならない。 

 このような人々は、神仏と表裏一体の上段階光の大指導霊と交信する

ことは出来ない。なぜなら、正法を悟った生活の中でなければ、心の調

和がとれないからである。 

 何でも信ずる心は、はなはだ危険であるということを悟らなくてはな

らない。 

 神仏は、己の心の王国に存在していることを信じなくてはならない。

物質や型にとらわれてはならないのである。中道の心は、我慢をするこ

とではなく、正しい見解の中から正しく語ることの中に存在しているも

のなのである。 

 意志は石のようにしては必ず歪みを造り出してしまう。意志は常に柔

軟に保って、正法の実践の中に悟りの一歩は開けてくる。その行為の中

で潜在意識の九○％は無限大の智慧を悟り、自分自身の過去世を悟り、

転生輪廻の過程をよみがえらせるのである。 

 

 三、『南無阿弥陀仏とは』（人間釈迦・第三部一六一ページより） 

 バラモン教についてはこれまて詳しく記述して来たが、そのもとをた

どると今から一万年前、アガシャー大王の太陽を神とする信仰が今のエ

ジプト地域を中心として起こり、その後、アモンが出て、再びこれを継

承し、つづいてクレオ・パローターにつがれ、アポロンに伝わり、西パ

キスタンを経て、インドに定着したものである。 

 アミダの由来はどのようにして起こったか。アミダの語源は、アモン、

アーメン、アミーというようにその信仰が各地域に広宣流布されるにし

たがって、その発音が逐次変わってきて、インドに来たときにはアミダ

になっていた。 

 アモンとは人の名を指しているが、その意味するところはもともと、

王とか、神とか、太陽、宇宙神をいい、このため、神を具現した者をア

モンと呼んだのである。ちょうど、ゴーダマ・シッタルダをブッタ、あ

るいはプッタと呼んだのと同じ意味合いである。ブッタとは仏であり、
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仏とは神の心を具現した人をいうのである。 

 南無阿弥陀仏（阿弥陀如来）は、古代インド語ではナーモアミーブッ

ターという。ナーモは南無をいい、これは神に帰依する、帰命すると解

釈し、アミーは阿弥陀で、アーモンは今から四千数百年前、アフリカで

道を説いた偉大な、光の大指導霊である。ブッターは仏であり、文字通

り悟った人ブッダを指す．古代インド語ではダボーという。これを直訳

すると、神仏に帰依する、帰命するということだ。 

 阿弥陀如来となると、これは前述のようにアーモンを指し、アーモン

はその後イスラエルに転生したイエス・キリストのことである。 

 阿弥陀信仰にはきまって西方浄土が出てくる。西方浄土とはインドか

らみると西の方角、つまり、アーリア人が西から東に移住してインドに

定着し、アモンの神のメッカであるエジプトやイスラエル方面を指して

いたのである。中国から日本に阿弥陀信仰が伝わると、西方浄土の方角

を見失い、西方浄土とはあの世の天国を指すようになったが、実際はそ

れでもいいわけである。 

 同じことは唐天竺についてもいえる。仏教がインドから中国に伝わる

と、仏の在所は天竺という雲の上の極楽を指すようになった。インドに

行くには世界の屋根といわれるヒマラヤ山脈がつらなり、容易にインド

に渡ることは出来ない。このため、時とともに唐天竺は雲の上にあると

人びとの想像が発展していった。このように仏教にしろ、バラモン教に

しても、そのモトは一つであり、その根本の教義は、自然（神）の意志

が具現（慈悲、愛）することにあったわけである。それがいつのまにか、

形式化されて、やがて、カースト制度を生むことになる。 

 すなわち、リグ・ヴェーダーがインドに定着すると、神官であるバラ

モン勢力が権勢を占めるに至り、神官、武士、庶民、奴隷の四階級のき

びしい階級制度をつくっていったことは、既述した通りである。 

 これまでの人類の歴史をみて来ると、偉大な聖者が現れたときは人び

との心も統一され調和に満ちた社会の出現となるが、その光が昇天して

しまうと、次第に修羅の巷と化し混乱してしまう。人類は、いわば末法

と正法のくりかえしのような観を呈している。これはいったいなぜなの

だろう。なぜ人類社会はいつになっても救われないのであろうと誰しも

疑問をいだく。 

 その理由の一つとして、人間のカルマが挙げられる。カルマとは業で

あり、ものに執着する想念と行為による悪循環をいう。このカルマが転

生の過程において修正されなければならないのだが、しかし根本的に是

正されないかぎり、カルマは輪廻するので個人的、社会的混乱の渦紋は
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なかなか消え去らないということになる。 

 もともとカルマというものは、縁にふれ、現れることによって、初め

て人はそれに気づき、現れなければ理解も出来ないし、修正も不可能と

なる。その現れの形が大きく発展すると末法となり、社会が混乱するこ

とになるのである。 

 さらにカルマをカルマとして認めず、見過ごしてしまうと、新たなカ

ルマをつくって混乱にいっそうの輪をかけることも起きて来る。 

 こうして末法と正法の時代は歴史的に繰り返しの過程の中にあるよ

うであるが、しかし、過去世のカルマがそのままストレートに現れるこ

とはない。そのまま現れるとすれば人類はとうの昔に滅びていなければ

ならないし、そういうことはないのである。私たちは現象界と実在界を

絶えず往ったり来たりの輪廻をくりかえすが、現象界のカルマは実在界

である程度修正され、再びこの地上に生まれ出てくるので、残されたカ

ルマをいかに上手に修正するかが、私たちの課題であり、上手に修正さ

れる時代を正法といい、盲目に陥った時代を末法というのである。 

 末法はこのように心不在の時代を指すが、混乱のもう一つの理由とし

て、人口の増加があげられよう。百年前と今日では四倍近くも人口が増

えている。千年前と今日ではこれまたその数は比較出来ないほど増えて

いよう。同様にしてこれから五十年後、百年後の人口は、増えることは

あっても減ることはないであろう。争いの火種はその大半が思想や生活

権の問題であり、そうしてこれは人口問題とは不可分な関係にあるとい

えよう。限られた領土と食料、人口が増えれば増えた分だけ、食料増産

しなければならない。衣服や住居も増やさなければならない。利害が反

すれば争いはさけられない。利害とは直接的には生活権であり、生活権

の歯車は思想であり、政治である。したがってこれらが融合し、解決し

ないと争いはつきないことになって来る。 

 正法がこれらの問題に、非常に関係を持つ理由もここにあるわけだが、

しかし、こうした問題は時を追って是正されてゆくであろう。とくに、

経済問題は人間の目的というより、その目的を果たすための手段である

ので、人びとの心がめざめて来れば自ずと解決されるものであるからだ。 

 しかし経済問題とからんで、人口増加の根底にある問題がまだある。

それは魂の過程が人によって異なっており、地上に人口が増えていると

いうことは、異なった魂が地上の両親を縁にして新たに誕生しているこ

とを意味する。 

 

 お読みくださいました皆様のご精進を心よりお祈りいたします。 
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 偉大な高橋信次先生に対して 

      おめでたいご生誕の日をお祝い申し上げますとともに 

      偉大な御遺徳と御偉業を御讃え申し上げここに心からの 

      感謝の心を捧げます 
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【天変地変】1999-12 月 

 

 新しい連立政権樹立の報道が流れるようになった頃、近く大変な事が

起きることを予感いたしました。これを食い止めるには何とかして内閣

の要におられる方に高橋信次先生の御著書『心の発見・神理・科学・現

証篇』を拝読して頂く以外、回避する道がないと思っていました。 

 しかし連絡を取る方法がない儘、残念なことにその予感は、九月三○

日午前一○時三五分、茨城県東海村にある核燃料加工会社において臨界

事故という形で発生し、組閣中であった内閣改造も急遽延期せざるを得

ない状況となりました。茨城県は施設の周辺一○キロ以内の住民約三一

万三千人に被爆の恐れがあるとして、家から出ないよう呼びかけるなど、

これまでにない日本最大の臨界事故が発生いたしました。 

 では、何故そのような予感がしたかと申しますと、かつて高橋信次先

生には、天変地変について次のようにお導きくださっていたことを学ん

でいたからでした。 

 『他力の信仰が流行し、これにもとづいて政治や社会が運営されます

と、かつての中世社会に逆もどりし、大衆は苦しみます。真の信仰は他

力ではないのです。釈迦もイエスもそんなことは少しも言っていません。

己の善なる心を信じ、その心にもとづいて生活しなさい、と言っている

のです。人間社会は変わっても、大自然は変わりません。変わらない自

然の真理を活かすことを、私は人びとに勧めているのです』 

 

 また、『人間釈迦・第一部一六一頁』に次のようにお導きくださって

います。 

 『人類は神の意志にもとづいて、調和という仏国土をつくり始めた。

当時の人類は、荒寥と化した地上を開墾し、人類が住める環境と神がつ

くられた大地に、動物、植物の相互依存のしやすい調和をつくることが

目的であった。人類は栄えた。動、植物も、すくすくと育った。人々の

年令は、五百歳、千歳の長命を保った。人類の数は増えていった。子孫

が子孫を生み、人々の転生輪廻が、地球という場において、回転をはじ

めたのである。 

 人々は次元の異なる意識界と自由に交流ができた。文明は高度に発達

した。人間は自由に空を駆けめぐり、地下に大都市をつくった。しかし

やがてその文明も終焉を迎える時がやってきた。 

 人々の間に、自我が生まれ、国境がつくられ、争いが始まったからで

ある。 
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 人々の不調和、暗い想念の曇りは偉大な神の光をさえぎった。その結

果、大地は怒り、暗雲は天を覆った。至るところで火山が爆発し、陸は

海に、海は陸になった。 

 ホンのひと握りの心ある人々を残して、人類は、土中に、海中に、消

えていった。こうして人類は、栄えては滅び、滅びては栄えた。 

 天変地異は、人類がこの地上に住みつくようになってから、何回とな

く繰り返されてきたものである。 

 天変地異は、自然現象ではない。人類が住みつくようになってからの

この地上は、神が有する創造の権能を、人類が行使し、人類の心と行為

がつくり出したものであった。 

 人類の地上での目的と使命は、二億年前も現代も変わらない。 

 それは神の意志である調和という仏国土を建設するために人類は存

在し、人々の魂はそうした建設を通して、永遠の進化をめざすものであ

ったのである。 

 人間は小宇宙を形成している。小宇宙とは大宇宙の縮図である。大宇

宙に展開する無数の星々は、人間の肉体を形作っている光の数（細胞数）

とほぼ同数である。太陽系が太陽を中心に恒星（惑星）と三万数千個の

小星群（衛星群）をしたがえ、太陽の周囲を循環している。極小の世界

（素粒子）も中心となる核とその周囲に小星群（陰外電子）がまわって

いる。太陽系という宇宙も、極小の世界も同じように、一つの法則の下

に循環し、生かされ、生きている。 

 人間の肉体は、そうした極小の光が集まって集団を構成し、体を成し

ている。これらの集団は、頭脳、心臓、肝臓、胃、腸などを形成し、こ

れはそのまま太陽であり、九つの星 （々水星、金星、地球、火星、木星、

土星など）を意味し、さらには、大宇宙に展開する多くの太陽系の、そ

れぞれの個性を持った集団群と同じようにつくられているのである。 

 人間は肉体の他に心(意識あるいは魂)を持っている。その心は、肉体

という衣を通して、物質界、現象界に調和をもたらすことを目的とする

反面、大宇宙の心に同通し、それぞれの役割に応じた使命を担っている

生き通しの意識である。 

 肉体は仮の宿に過ぎない。物質と非物質の世界は、交互に循環するこ

とによって、調和という運動形態を永遠に持続するためにあり、このた

め、肉体という物質は時が経てば、物質的形態を変えた世界に戻らなけ

ればならないからである。 

 しかし、人間の意識、心、魂は、物質、非物質に左右されず、永遠に、

その姿を変えることがない。 
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 このように人間の意識は、神の意識に通じながら、物質界という現象

界と、非物質の意識界を循環し、個の意識である魂を持って、生き続け

ているのである。 

 神の子としての人間が、現象界において何故に悪をつくり出したか。

悪をどうして生み出したか。 

 それは肉体の自分が自分であると思うようになり、肉体にまつわる

諸々の考え方が、本来、自由自在な心を、肉体の中に閉じ込めてしまっ

たためにほかならない。 

 全能の神が人間の不幸を予測できない筈はないと誰しも考えよう。不

幸を事前に、どうして防げないかと。では人間の親子がしばしばちがっ

た方向にどうして歩いてしまうのだろう。子供は成人すると親の自由に

ならない。子は子としての人格と主体性を持っているからである。神と

人間もこれと同じで、主体性の人間を自由には出来ない。自由に行使で

きる者は、神の子である人間自身であるからである。 

 神は調和という中道の中で厳然と生命の火を燃やしている。人間が、

その自由の権能をみだりに使い、中道に反した創造行為をすれば、その

分量だけ、反作用を伴うよう仕組んでいるのである。 

 そうすることによって、神と人間の絆が保たれ、調和という永遠の目

標に向かうように計画されている。人間の魂が肉体に宿ると、五官にふ

りまわされる。五官とは眼、耳、鼻、舌、身の五つである。この五官に、

魂意識が幻惑される。美しいものを見ると欲しいと思う。気持ちの良い

香りには心がひかれる。自分の都合のよい話には、つい乗ってしまう。

舌ざわりのよい物は食べすぎてしまう。苦役より楽な方に身を置きたい。

肉体五官はこのように、人の心を動かして行く。 

 五官が働かなければ肉体維持はむずかしくなる。さりとて、五官に心

を奪われると欲望がつのってくる。欲望の源は五官にふりまわされる心

の動きにあったわけである．諸々の欲望、争い、不調和、悪の根源は、

五官に心が奪われる六根という煩悩にあった。 

 さまざまな不幸は、肉体にまつわるこうした心の動き、カルパー（業）

の想念行為によって生み出されていった。 

 業は執着である。執着は五官から生ずる肉体的想念が、魂に根を張る

ことによって作りだされて行く。地位、名誉、金、情欲、その他さまざ

まな欲望が、人間の神性仏性を侵して行く。 

 こうして人は、その意識をあの世と現象界であるこの世を循環する度

に、その業を修正して行く者もあるが、大部分の魂は、新たな業をつく

って、輪廻している。 



1009 

 

 このために人類は、地上に仏国土を建設する前に、まず己の業を修正

しなければならなくなった。 

 同時に、さまざまな執着を生み出して来たがために、神性の自分から

次第に遠のいていったのである。 

 しかし人間の魂から神性仏性を捨て去ることは出来ない。他の動物、

植物は、この地上の環境を維持するための媒体ではあっても、人間は、

それらの媒体物を調和して行く任を、神から与えられ、まかされている

からである。 

 その証拠に、己の心に偽りの証しを立てることが出来ない。人にはウ

ソはいえても、自分にはウソはいえない。文明文化は人間の社会にのみ

あって、動物、植物の世界にはない。人間はどこまでいっても人間であ

る。動物、植物もそれぞれの個性にしたがって転生を輪廻し、進化を続

けるものである。しかし彼らが人間になることは出来ない。人間も彼等

にかかわることはない。水が土になることができないのと同じである。 

 人間が神の子の己を自覚し、業を修正し、本来の神性に戻るためには、

神の心に触れなければならない。神性の我に帰るとは、苦界の自分から

離れることである。生老病死のとらわれから脱皮することである。 

 神の心は中道という調和の大宇宙に流れており、その流れに自分の魂

が触れるよう努力を惜しんではならない。 

 一日は昼があって夜がある。決して一方に偏することがない。どんな

に人類がふえても空気、水の質量は変わらない。太陽の熱、光について

も、その放射する質量を変えることがない。人間社会は男と女が生存す

る。男女の比は常に一定に保たれている。戦争、災害など人々の心が自

己保存、我欲に傾かない限り、男女の比は均等に維持される。人間の肉

体も、休息と運動という循環から切り離せない。夜も眠らずに仕事を続

ければ、肉体的支障が現れ、精神の平衡を失ってくる。 

 すべての生命、物質は、このように、中道から離れては保たれないよ

うにできている。 

 悲劇や苦しみは、こうした中道から離れた想念行為があるからである。

中道の心は、毎日の生活行為に対して、反省し、反省したことを実践す

ることから得られる。実践には努力が伴う。勇気がいる。智慧を働かせ

ば、業の修正は意外に早まるだろう。 

 反省の尺度は、八つの規範がモトである。『正見』『正思』『正語』『正

業』『正命』『正進』『正念』『正定』である。 

 人の心は、こうした規範を尺度として、毎日の生活行為の中で、修正

されて行く。人間の魂は、生き通しの意識である。肉体は時が経てば脱
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ぎ捨てなければならない。中道の心にふれると、こうした摂理が明らか

になり、神の意識である永遠の安らぎを保つことができよう。 

 意識が拡大すると、宇宙をかたどっている太陽をはじめとした星々

（惑星群）が、すべて自己の意識のなかで回転し、そうしてその中で呼

吸する一切の生物は、我が肉体の一部であることに気付く。 

 人は宇宙大の意識を持って生活している。肉体にその意識が小さく固

まり、とどまるために、宇宙大の自己を見失ってしまうのだ。 

 小さな人間になっても、神は、人間の生存に必要な環境を与えている。

もだえ、迷い、地獄に身を焼く人間に対しても、辛抱強く、救いの手を

差し伸べている。太陽を与え、水を与え、空気を与え、土地を与え、食

べ物を与えている。我が子の行く末を案じぬ親がないのと同じように、

神は人間に、無限の慈悲を与えている。 

 人間はその慈悲に応えなければならない。応えることによって、人間

は神性の己を自覚するのだ。 

 神は平等を旨としている。その証拠に、太陽の熱、光はあまねく万生

万物平等に照らし続けている、差別することがない。人間社会に階級が

生まれ、貧富が生じ、競争意識に心が翻弄されることは、神の意に反す

る。能力の別、力の相違、得手不得手は、すべて努力の所産であるが、

しかしだからといって、神の子の人間に、上下の差別をつくる理由には

ならない。 

 人にはそれぞれ太陽系の姿と同じように、役割がある。人間の五体に

も胴があり、手足があり、頭がある。それぞれがその役割に応じた務め

を果たすことによって、太陽系が保たれ、五体が満足に動いて行く。 

 中道に接することは．己を知る、もっとも早道な方法なのである。 

 人類の歴史は、己を知ることよりも、我欲を満たすための歴史であっ

た。闘争と破壊は、そのために繰り返された。己を知り、人間の目的を

悟れば、現象界の小さな自分に、心を奪われることがなくなる。 

 人々は苦界からのがれようと、さまざまな信仰を持っている。肉体を

痛め苦行を積めば救われる、自己が発見できるとしており、また拝めば

功徳がある、祈れば安穏な生活ができると信じている。 

 大きな間違いである。苦行は、肉体に心をしばり、祈ればよいとする

他力は、人間の神性を失わしめる。何れも片寄った信仰である。 

 中道の神理は、神に通じたウソのつけない己の心を信じ、八正道とい

う生活行為を為して行くところにある。真の安心は、自己満足や逃避で

はない。自分の生死を見られる自分が確立できてこそ、安心というもの

が得られる。 
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 人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を

調和させ、自己のおかれた環境を調和して行くものである。神から与え

られたその肉体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足する

ものでもない。 

 世はまさに末法である。 

 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に沈殿している。 

 この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲

に、めざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲と力を持って、正

法を信じる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう。 

 

 ゴーダマは、はじめて人間の価値を悟った。いうまでもなく人間とは

神の子であり、人間と大自然というものが常に一体となって呼吸し、神

の意志とともに、大自然に存在しているということ。自然を離れて人間

はなく、人間はその自然を、神の経倫に従って調和してゆくものである

ことを悟ったのであった。地上の喜怒哀楽からは、こうした自覚は生ま

れてこない。物を物として見ている間は、心の安らぎを求めることが出

来ないのだ。まず物から離れ、物を生かしている実在を知ることによっ

て、物の価値が認識できる。色心は不二であるという認識は、人間の心

が物から離れ、物を客観的に見るようになった時にはじめていい得るの

であった。 

 多くの神々によって護られ、しかもこうした大いなる自覚を得た悦び

にたいして、ゴーダマは、ただただ感謝の念でいっぱいであった。涙が

あふれ出た。 

 黄金色の光の粒子がゴーダマの周囲に、無数に降りそそがれた。坐し

ている地上は、その光で輝いている。天の一角からは天女達の歌声がき

こえてくる。悟りを祝う悦びの大合唱である。ゴーダマはその大合唱を

心でうけとめながら、法悦にひたった。心の隅に巣を喰っていた魔王達

の黒いエネルギーは、光のエネルギーに変わり、今はただ、宇宙即我の

境地に浸っているのであった。 

 瞑想の極致に至ると、時間の経過は分からなくなるものであった。 

 時の流れは疾風のようにすぎていた。 

 時は、今という瞬間を教えるのみで、大自然の輪廻は、一刻の休みも

なく過ぎていく。 

 ゴーダマは感激にふるえながら瞑想を解いた。宇宙即我の悟りから、

五尺余の現実の自分に立ち還った』 
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 さらに、『心の発見・神理篇一九九頁』に次のようにお導きくださっ

ています。 

 『現象界における仕組みは、すべて実在界において作られている。こ

の神意に対し、人間の知と意の産物の不調和な思想は、闘争と破壊の業

を、造り出してしまった。しかし悪しき人類の想念行為にも限界がある。

その限界を越すと、神は天変、地変によって人類に反省の機会を与える

ことを私達は知らなくてはならない。アトランテスもローマ帝国の崩壊

も、神意によって起こったのである。 

 私達の心が調和されれば、体から出ている後光、すなわちオーラーが

金色のように覆う。家庭がそうなればそこに金色のオーラーが現れ、人

類の心の調和は地球全体がそうした金色の光に覆われ、平和な安らぎの

ユートピアを作る使命目的を私達は神より与えられているのである。し

かし逆に、心が不調和な場合は、暗いオーラーに覆われている場所に天

変地変が生じる、ということである』 

 

 （心の発見・神理篇一六二頁） 

 『「神仏を冒涜している指導者には、心の平和安らぎは与えられない

のが実在界の掟である」ということを悟るべきである。神理は、人間が

変えることはできないのだ』 

 

 なお、『国の指導者としての心構え』については、『人間釈迦・第三部

二五四頁』を、拝読してください。 

 

 また『過去に繁栄した国々が何故滅亡したのか』については『心の発

見・科学篇四二頁』に次のようにお導きくださっています。 

 『過去に繁栄した国々がなぜ滅亡し去ったのであろうか。弱き者達を

犠牲にし、権力者は増上慢となり、栄耀栄華の明け暮れ、動物的本能ま

る出しの肉欲的行為にうつつを抜かし、仏性を失って自我我欲の権化と

化したところに原因があった。 

 修行を怠り、栄華を楽しむためだけの人生を反省し、正法の道を自ら

求めねばならない。自ら求めたものが与えられた時の喜びは、何物にも

代えがたいものである。心の道は深遠であり、悟ればこれに勝る喜びは

ない。 

 この喜びを得るには、あらゆる諸現象に対して、正しく判断する理性、

喜怒哀楽を表現する感情、神仏より与えられている本能、人生経験と智
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性、これらのものが互いに調和を保ち、心にとらわれのない生活をする

ことが必要である。 

 万象に対する感謝と報恩、供養と布施の心を持って、神理の実践生活

をすること。それによって心の窓は開かれ、自らの力で偉大な智恵の宝

庫を発見することができるのである。 

 このとき、己の心に気がつき、私達は、魂の兄弟や、守護、指導霊と

調和され、私達がより良い人生を送れるよう、慈悲と愛に満ちた指導、

協力がなされることを悟るであろう。 

 実在界あの世においては、この現象界の様相を、場所、時間に関係な

く見ること、聞くことができる。 

 このような能力は、人間の誰にもあり、太陽の熱、光のエネルギーが、

地位、名誉、金持貧乏に関係なく、万象万物に慈悲と愛を平等に与えて

いるように、自らの正しい生活努力の中から心の眼は開かれるようにな

っている。この生活努力も神仏より与えられた本能であり、衣食住は生

活に欠くことのできないものだが、人類は気候、環境に応じ、適応した

衣服生活の工夫を知っている。肉体保存のため、動、食、鉱物のエネル

ギーを吸収することも知っている。自分自身を自然環境から守る場所と

して、住居を持つことも知っている。これらのすべては、本能の働きに

よるものである。 

 また、私達の経験してきた智性だけを心の表面に出した場合は、その

経験を過信して、物ごとを判断しがちになることが危険に通じるといえ

る。心を失った智性は、人類を不幸に陥れることを私達は知らなくては

ならない。 

 未来を考えることなく発展した物質文明は、公害という大問題を造り

出している。物質経済の大きな歪みといわざるを得ない。 

 しかし私達は今、神理を知り、万象万物は相互関係の上に成り立って

いることを知っている。想念を中心として感性、理性、智性、本能のバ

ランスが、常にとれている心の中の状態、それが安らぎの姿である。 

 理性は心の制御装置であり、いかなる現象に対しても正しくコントロ

ールできる自分自身にならなくてはいけない。不調和な、感情的な想念

行為は、相手に対しても良い霊域を与えることはできない。私達は、心

の安定と、明らかな知見によって得られる、動かない心の悟りが人生の

大きな目的の一つであることを知らなければならない。 

 常に煩悩に振り回されて無益な境遇に遊び、常に落ちつきのない不安

定な生活、心の中にいる人々があまりにも多い。そのために私達は、い

つも生と死、物質と経済などあらゆる欲望の海にさまよって、神性仏性
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を悟ることを困難にしているのである。 

 私達のほとんどの人々は、肉体を持ったら今度こそ業の修正を果たし、

人間としての使命を遂げて帰ろうと誰も考えてきているのだが、悟りき

れずにいる人々があまりにも多い。 

 転生輪廻の過程では、あるときは王者として大衆の上に栄華の暮らし

を送って己の欲望を満たし、権力によって自己保存したため、やがて帰

った暗い煉獄地獄で、人生で犯してきた罪を修正するのに苦しみ抜き、

天上界へやっと上がった人もある。 

 そして天上界で反省し、今度は貧しい人として生まれて懸命に働き、

同じ境遇の人々を救うべく努力して目的を果たし、実在界へ帰り光の世

界で暮らすという経験を味わった人もある。 

 人それぞれ、このように千差万別の人生を送ってきている。私達は、

常に、その心のままの人生を送っているのである。そしてその心が、正

しい法を悟っていれば、煩悩に対しては理性が働き、常に想念行為に反

省のブレーキが作用するため、誤りを犯すことが少ない。 

 このように、私達の意識の中心である心は、今までも私達に、あらゆ

る苦楽の人生を経験させてきたのである。 

 私達は、煩悩に支配されやすい心を、正法に帰依させることが必要で

ある。 

 安らぎと調和した仏性を自覚するためにも、私達は不退転の法を悟ら

なくてはならない。 

 この現象界の万象万物は、ひとときも休むことなく移り変わり、その

位置にとどまることはできない。また何一つとして自分のものは存在し

ていない。財産も地位も、名誉も、肉親も、また肉体も、この世を去る

ときに持って帰ることはできない。すべてが、この現象界を修行して行

く過程のものにすぎず、これが人生の事実である。 

 あの世へ持って帰れるものは、人生航路で経験した一切の善と悪、記

憶された想念と行為である。 

 だから私達は、一日一日を最善の努力で悔いなく過ごすべきなのだ。

常に反省する心は、人間を執着から離して行き、魂の浄化にもなるとい

うことである。私達は、日常の生活の中から、怒り、そしり、むさぼり、

愚かな心を離れ、一切の苦しみの原因を断ち切らなくてはならない。心

の中の悪にとらわれないことが大切なのだ。 

 心中の悪へのとらわれから離れるということは、利欲、栄華に惹かれ

る煩悩を捨て、一念三千の心を、常に光の世界すなわち調和の世界にお

き、利害損得、情欲、地位、名誉などの執着から離れることである。す
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べて、自ら求めることなく、自然な人徳によって与えられる人々は、己

に厳しく、常に謙虚であり、誤りのない正法を実践している人々といえ

る。 

 物質経済文明の高度成長によって、現代社会の人々の多くは、心を失

っている。私達は、正しい心をとりもどし、自我我欲の多い心と闘って、

真に正しい心の文明を、物質文明の上に築かなくてはならない』 

 

 ここに書かせて頂きました御導きは、ただいまの私たちにとりまして、

最も大切な御教えではなかろうかと思わせて頂き、お伝えさせて頂きま

す。 

 

 こうして今世紀も日一日と残り少なくなっていますが、お与え頂いて

いるこの一時一時に対して、悦びと感謝を捧げ、目の前の人に、後ろの

人に、横の人に、優しい笑顔で、暖かい愛の言葉を捧げましよう。 

 そうすれば、きっと貴方様の心にも一杯の愛が満たされることでしょ

う。 

 

 大宇宙大神霊・仏よ、 お陰さまで今日の幸せを頂きまして有り難う 

            ございました。 

            この一年私たちをお見守りお導き賜り有り 

            難うございました。 

            心より感謝申し上げます。有り難うございま 

            した。 
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【2000 年分】 

 

【21 世紀は「地球の復活」をめざして】2000-01 月 

 

 一九八九年一一月九日、ベルリンを東西に分断していた『鉄の壁』が

崩れ、新しい地球の夜明けとともに愈々神の王国が近づいて来たような

悦びに包まれました。 

 しかし約一○年経た現実は、東西の冷戦に代わって、民族間の紛争や

宗教の対立による争いが発生するようになりました。 

 かたや我が国はというと、政治、経済が混乱し、未だに正常な方向へ

と進捗する足音が聞こえない儘、次第に神意から遠く離れるようになり、

その結果、政局も組閣の途中で原発事故が発生し、組閣が中断するとい

う前代未聞の不祥事の発生となりました。 

 さらに予測していた通り、引き続き種子島における宇宙ロケットの失

敗、さらには去る一一月二二日墜落する自衛隊機が送電線を断ち切ると

同時に八○万世帯の電気が一斉に消え、東京、埼玉両都県で起きた広範

囲な停電により突然信号が止まった道路では車が渋滞、鉄道が相次いで

止まった駅では家路を急ぐ人々の足が大きく乱れるなど、病院や役所、

商店街、金融機関等々のコンピューターや電力など都市基盤を支える大

規模なシステムがダウンするという異常事態が発生いたしました。 

 こういった世相を見るとき、何かしら只事ではない異常さを感ずるの

は私一人ではないと思います。その証拠に内閣支持率が急激に低下して

いることにも現れているように思います。それは、一人一人の心が神仏

につながっているため、神意の儘、大方の人たちは連立に対して、相容

れない感情を持つようになったのだろうと思いました。即ち、ある思想

集団との協力体制は神意ではないということだと思います。法に帰依し

ている方ならば当然のこと、お解りになられていることと思います。そ

れだけに、私達は、常に何事にも、法を規準とした思い、行いをして心

を中心とした見方なり、思い方をしながら生きていくことが大切だと思

います。 

 昨年の六月二五日開催いたしました『第二四回高橋信次先生に捧げる

感謝と誓いの会』におきまして、私は『指揮官先頭』と『正法者として、

日本だけを対象とした思い方ではなく、世界全体に向けた心づくりをす

るようにとのご指示を頂いたように思った』ことをお話し申し上げまし

た。 

 その後、まず組織を指揮官先頭の体制に切替えました。やがてアメリ
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カのハーバード大学医学部に行き、偉大な高橋信次先生がお導きくださ

いました現代医学の間違いについて『臓器移植』の実例をご説明申し上

げ、世界の医学が肉体から意識の治療、法に依る癒しの医学に向って進

むようにお話したい、さらに引き続き『国連本部に事務総長を訪ね、ま

ず偉大な主であられる光の大大天使高橋信次先生には、今生、日本にお

生まれになられ、人類に対して正しい道を説かれたことをお伝えに来た

ことを申し上げ、一日も早い地球の大調和を神と主には待っておられる』

ことをお話し申し上げたいと思います。 

 その方法としては、今後国際会議に出席される各国首脳には、誰もが

自分自身に嘘のつけない良心に正直に『正しく聞く、正しく思う、正し

く語る』ことを実践すること、その結果、地球全体が、争いのない、殺

し合いのない、飢えのない、病苦のない、神の御光に満たされた安らぎ

の地球になることを訴えたいと申し上げてまいりました。 

 ところが昨年一一月始め、北陸大学河島学長先生より、来年（今年）

一一月始めに学術交流のためハーバード大学医学部に行くことになっ

た。貴方も参加されませんか。とのお話を頂き、自分の思いがこうも早

く実現するのに大変驚いてしまいました。そしてあらためて、自分が勝

手に思っていたことは、恐れ多くも天上の御意志であられたことを思わ

せて頂いたのでした。 

 ハーバード大学のことは、これで道はついたとしても、現地における

具体的なアプローチについては、皆目検討がつかないことと、持参する

かあるいは事前に送付するか、英訳した資料の作成と送付について検討

する段階を迎え、関係者にはお正月返上の意気込みで直ちに資料作成に

とりかかって頂いている現状です。 

 次の、国連本部訪問につきましては、引き続き早急に実現するように

努力したいと思います。私は、今日までの人生では国内より一歩も海外

に出たことはありませんが、偏に偉大なる主・高橋信次先生の御計らい

と御導きのもと行動しておりますので、必ず円滑に進捗し、この自分自

身が神と主の御意志に外れた思い、行いをしない限り、実現するものと

確信しております。 

 しかし各位におかれましても、所属しておられる学修会において全会

員が大調和され、一人でも多数の方を伝道して頂きますようお願いいた

します。私は、皆様の熱きお心の波動に載せて頂くことにより、その使

命を達成することが出来るのです。また皆様も心で参加されるのです。

何とぞ今をおいて各位の熱きお心を捧げられる好機はないものとご尽

力くださいますようお願いいたします。 
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 私はただ今、偉大な主・高橋信次先生が今生最後に御指導くださいま

したご講演を思い出しております。改めて偉大な主・高橋信次先生の地

球大調和という悲願を、御心を偲んで頂きたいと思います。 

 『太陽霊団というのは光の直系として、エルランティを中心にエルラ

ンティはその時代時代によって、ある時はヤハベーを名乗り、ある時は

エホバを名乗り、ある時にはまた梵天を名乗り、さらにマホメットの時

にはアラーを名乗りました。人類は皆兄弟であり、同じ太陽のもとに生

活しているのです。宗教は一つなのです。 

 ガンガーの流れもヨルダン川の流れも、未だかつて方向は変えていな

いのです。時代の新旧によって道は変わらないのです。今私達はマホメ

ットやモーセーやイエスやゴーダマの説いたものを一つにするために、

私達は肉体を持っているのです。皆様はその選ばれた民なのです。そし

て自らの心を開いた時に、あらゆる国々の転生を体験しその心の中に、

その神理が皆記録されているのです。それを蘇らした時に、今私の言っ

ていることが分かるようになるのです。 

 神は己の心の中にあり、己の嘘のつけない善我なる心こそ神なのです。

神は形づくった中にあるのではないのです。皆さんの心の中にあるので

す。次元の違った世界なのです。そこから皆さんは今肉体を持って生き

ているのです。その肉体を持ってしまうと、私達は目や耳や口や心の中

に思う色々な想念、こういうようなものによって、本当のものが見られ

なくなってしまったのです。 

 皆さんは真の自分の姿を見ることは出来ないのです。ただ肉の姿しか

皆さんは鏡で見ることは出来ないのです。しかし皆さんは、誰しもが本

当の自分があるのです。本当の自分を見るように私は教えているのです。

それは心です。魂です。皆さんの今思っている根源です。それは不変な

ものなのです。皆さんの肉体は今自分のものだと思っておっても、それ

は唯の錯覚なのです。 

 何時の日か朽ち果て、我々はこの地球上の塵に変わってしまうのです。

肉体を支配している皆さんの魂は永遠なのです。ただそれを形づくられ

て私達は生きて行くに最低必要なものとして、五官が与えられているだ

けなのです。しかし真の五官は皆さんの心の中にあるのです。心の眼で

す。心の耳です。そしてまた心のすべての機能は、皆さんはすべて所有

しているのです。それを自分が開発した時に真に永遠の自分自身を知る

ことが出来るのです。 

 私達は今この地上界がすべてだと思っておってはいけません。皆さん

のこの人生の五○年や百年は幻のごとく線香花火のような、ほんの一瞬
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にしか過ぎないのです。そして我々の眼前に現れるところの物質や、諸

現象は幻です。永遠のものでは無いのです。朽ち果てて行くのです。形

を変えて行くのです。 

 しかし皆様の心の中に体験された偉大な智慧は不変です。この地上界

を去る時に何一つ皆様は持って帰ることは出来ないのです。また生まれ

て来た時に何一つ持って来た人は誰もいないのです。我々はこうして五

官に惑わされ、物質的光景の中で、物に溺れ苦悩を自らして作り出して

いるのです。その盲目の中から人間というものの価値観を知って行くの

です。手探りの中からそして自らして心の安らぎを得、正しい普遍的な

神理を己の心と行いの物差しとして生活をして行った時に、真の己を知

ることが出来るのです。これが悟りです。悟りというのは己自身の心を

知ることです。己の心を知った時に初めて人生の目的と使命を知ること

が出来るのです。それは他力ではありません。自力です。 

 神はすべてのものを皆さんのために用意し与えてあるのです。太陽を

始めとして生活出来る一切の動物、植物、鉱物すべて、神は皆様に与え

てあるのです。それを取らないだけなのです。取り方が分からないだけ

なのです。 

 何を欲するのでしょうか、物質や経済は無常なものです。しかし現代

のように高度化した社会生活の中において、真の人間の幸せを得ようと

するならば、まず最も大事なことは健全なる精神、心です。その次に肉

体です。その次に生きるための経済です。経済は衣、食、住です。この

五つの大調和があって初めてユートピアが出来るのです。それが真の道

です。ところがいつか人間はその道を外し、エゴに走り、すべて皆兄弟

だという道を外して、エゴの方に走り、自己保存に走ってしまったので

す。皆さんは同じ太陽のもとですべてが平等なのです。 

 今皆様から自分の地位と名誉と財産を差っ引いたものを想像してく

ださい。何が残ります、それが今の皆さんの自分自身なのです。地位や

名誉や財産は永遠のものではありません。真の皆さんはそれを差っ引い

たものです。この世を去る時の真の姿なのです。 

 こうして私達は過日、天上の世界におきまして会議をやりました。 

 私の隣にはイマネール・イエス・キリストが司会をやり、その隣には

ゴーダマ・ブッダ・カンターレーがおります。その隣にはガブリエル、

サリエル、ウリエル、こちら側にはモーセー、さらにまた光の天使約一

○人ばかり、そして地球上の状況を次々報告して来ます。 

 心を失い権力の座について人間の自由を剥奪しているところのソビ

エットは、モスコーを中心として食料危機は彼らが自覚するまで続きま
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す。北朝鮮もまた同じです。中華人民共和国の北部も同じです。アフリ

カの西部海岸も同じです。一方において中南米のパラグアイも同じです。

サタンの跳梁を許しているのです。そのような心の人たちの曇りは、神

の光を遮り自らして天変地変を作り出しているのです。さらにイタリー

の北部からベイルートにかけても同じです。宗教の同じヤハベーの教え

である、その神理を曲解してそれぞれの道を歩んでいる、また同じ現象

が起こってまいります。 

 日本は食料危機は、心ある人が出て来ているためにありません。 

 こうした天変地変は次々と起こってまいります。それは気候異変は、

天上の世界の神の光の届かない所に起こるのだということを知って欲

しいのです。やがて北朝鮮は破産をします。日本は戦後僅か三○年で世

界のトップになったというのも、それだけの偉大なる魂達だからなので

す。一つ間違ったらまた逆の方向に進んで行きます。それは危険なこと

です。皆さん自身の進むべき道は真の道、普遍的な己自身の心に嘘のつ

けない善我なる心を中心として生活をした時に道は開かれて行くので

す。それが神理です。 

 今後大きな現象が起こってまいります。間違った宗教家達は私によっ

て潰されて行きます。どのような宗教家であろうとも、間違った宗教家

達は私達の霊的な力によって現象化されて行きます。信じようと信じざ

るにかかわらず、これは事実です。あと五年です。皆さん見ておってく

ださい。地震も雷も自由自在です。それだけに、今私達はその受入れ体

制をしておかなければなりません。日本ばかりではありません。やがて

私は中近東へ行きます。そして真の道を彼らは知るでしょう。それは地

球の最終ユートピアのために、私達は今肉体を持っているのです。その

ために自分の生活の場は、自分の生活として今度の光の天使は、全部事

業をやりながら出て来ております。宗教でなど飯など食いません。それ

が本当です。神は一銭も人間から金など要らないのです。太陽は只です。

神の心です。これが神理です。 

 私は実業家として、あと四年、五年後においては、その面においても

世界でも、知らん人は無くなるでしょう。当然なことです。それが道で

す。 

 イエスの時代やあるいはまたゴーダマの時代ならそれで良かったの

です。現代の時代はそれでは駄目なのです。教祖やその取り巻きが、優

雅な生活をするために宗教があるのではないのです。真の宗教とは、宇

宙の人間として生きる道を教えているのです。そして人間に生きる悦び

を与える道なのです。これが神理なのです。神は人間の作ったものを欲
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しません。大事なのは美しい一人の人間の心が欲しいのです。 

 道はやがて開かれて行きます。我々の前途は光明に満たされます。そ

してその人達は救われて行きます。やがて地上界の人々の一人一人の心

が調和されて来た時に、我々の肉体の先祖はその姿を見て『俺たちの時

代とは違う、何故俺たちはこの厳しい環境にいるのだ』、難しいお経で

はなく、皆さん自身の日常生活、一つ一つの想念と行為の光が、やがて

地獄の世界を救って行くのです。最終ユートピアは地獄の無くなる時で

す。 

 サタンは私が今一生懸命に『新復活』という本を書いております。モ

ーセーの十戒を始めとして、間違った宗教を修正しているために躍起に

なって私のために攻撃をして来ます。しかしたとえルシュエル・サタン

なりといえども私のかつての弟子です。彼はやがて私の軍門に降るでし

ょう。知らないから地獄に落ちているのです。彼らも救われるでしょう。

私も命がけです。それは皆さん一人一人が自覚された時に、皆さんの周

辺の肉体を持っているところの先祖達も救われて行くのです。 

 坊主の難しいお経によって救われるのではないのです。お経の意味が

分かって生活しているような人なら天上界へ行きます。ゴーダマブッタ

は決して死んだ人間を、成仏させるために坊主を作ったのではないので

す。生きている人間をどのように導き、人間の心を指導するためにこの

地上界へ出て来たのです。地獄に落ちるというのは、人のせいではなく、

自分の思念と行為の間違いそのものが自分の行動によって地獄に落ち

たのです。 

 天上の世界がピラミッドのように高くあれば、逆にまた地獄の世界は

逆ピラミッドとして存在しているのです。この地球は、その中間的環境

にあるのです。そのために皆さん自身が善を思えば、善の行為をすれば

天上の世界へ、悪の行為をすれば地獄の世界へ、彼らは何時でも待って

おります。それだけに正しい心、正しい法、この道を己自身のものとし

て生活をしなかったならば人間は救われないのです。しかし皆さんの心

の中には、誰しもが神の子として真の愛の心を持っているのです。何故

ならばすべて皆さんは、天上の世界から約束されてこの地上界へ出て来

たのです。 

 帰る時にあれもしよう、これもしようでなく、今の一秒一秒一日一生

の己自身の完成が皆さんをより大きい広い豊かなものにして行くので

す。 

 今厳しい経済的環境にあろうとも、悲観することはないのです。今そ

の厳しい環境の中で、今皆さんは自らの魂を学修するために、今その体
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験をしているのです。たとえ経済的に恵まれていようとも、その環境に

安住するものではないのです。恵まれているならば、それを大事にし、

気の毒な人たちに真に愛の行為を無所得の儘にしてやることなのです。

これが道なのです。 

 皆様は皆兄弟なのです。生まれの環境が違おうとも、神の子としてす

べて太陽のもとに兄弟なのです。他人ではないのです。袖すり合うも他

生の縁といいます。誠にその通りです。皆さんが目覚め、自らを自覚し

た時に、皆様は神の子としての道を己自身がして実行して行くのです。

今私の喋っているこの言葉は、皆さんの心の中にすべて記録されて行き

ます。そしてこの地上界を去った時に真実であるか無いかを、皆さんは

自らして分かるのです。その時に救われるのです。 

 生きているうちに自らを作ることです。道は永遠に続きます。今この

世限りではありません。やがて我々はあの世に帰ります。そしてまた何

時の日か地上界か、あるいはまた他の天体に出て来るのです。皆さんは

自らに目覚めなさい。自らの心を開きなさい。小さな自分を捨てなさい。

偉大なる神の光に目覚めなさい。それは愛です。それ以外に無いという

ことです』 

 

 またご著書の中に、次のようにお導き頂いています。 

 『人生は短いもの。悔いのない毎日の生活の積み重ね、その中での反

省は、人間の心をより高い次元に浄化させるものである。想念は、行為

となって現れるものだからだ。 

 神の光は、慈悲と愛に対する感謝の心が、人々に対する報恩の心と行

為になって行くような人類にこそ注がれる。私達は、一歩一歩、このよ

うな社会を作らなくてはならない。そしてそれは手をこまねいていては

訪れてくるものではない。実践行動の中に、善意の運動は広がって行く

ものなのである。社会現象の、外面にとらわれることなく、内面の心を

中心とした調和こそ、神の意であり、それはまた神理に適った人間の実

践生活以外にないということを、私達は発見するのである。人類は皆兄

弟である。地球上においては同時代の同期生なのである。皮膚の色や民

族の種類は、それぞれ環境に適した肉体の舟であって、その支配者であ

る意識、すなわち魂は少しも変わっていない同じ人間同士であり、兄弟

なのである。 

 太陽の熱、光は万人に皆平等であり、神仏の慈悲、愛もまた平等であ

る。人種差別の偏見も従って神理ではない。差別の段階は、生活環境の

差異によって生まれたものである。心の面を見ることのできない人々に
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よって作られた、自己保存のための封建制度的な階級制度である。 

 私達は今こそ内面の心を悟り、人間として生をうけた今生の価値を正

しく認識することが必要なのである』 

 

 私達が今生、法にお出会いさせて頂いたことは、何と幸せなことだろ

うか、永遠のあの世まで持って行かれる幸いに、唯々有難く有難くてひ

とりでに法悦の涙を流す毎日でございます。 

 偉大な主・高橋信次先生に対して、あと残されたこの命を捧げ尽くし

て、心からの報恩感謝の誠を捧げようではありませんか。それは、一人

でも多数の方々に対して、説かれた法を実践した悦びの体験をお伝えす

ることであります。それ以外に道はないのであります。 

 新しい世紀を迎え、各位の平安を心よりお祈りいたします。 

 

 大宇宙大神霊・仏に対して  偉大な御計らい御導きのもと、今日こ 

               うして生かして頂いています幸せを 

               心より感謝申し上げます。 

               やがて、主には御導きくださいました 

               通りアメリカの地に法をお伝えさせ 

               て頂きます。 

               ここに御与え賜りました偉大な使命 

               を、同志とともに身命を捧げて果たし 

               てまいりますことを固くお誓い申し 

               上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1024 

 

【自分にウソのない生活を】2000-2 月 

 

 かつて勿体なくもイエス様には、この私に対して、 

 『常に、不動の心を持って安らいで生きてください。自信を持ってく

ださい。そのためには自分を捨てて行きなさい。私たちが貴方を導こう

と思っても、心に迷いがあり、貴方がしっかりしていなかったら、私た

ちは導けないのです』 

 このように申されました。 

 何時もこのお言葉を思い出すごとに、我が心に、いま現在安らいで生

きているか、自信を持っているか、と問いかけてまいりました。 

 安らいで生きる、ということは、心に何一つとらわれのない、何一つ

不安のない心だと思います。 

 それは、今現在自分に関わっていることに対して、何一つ求める思い

を持たない、ことだと思います。求めるということは、まず苦しみの始

まりだと思います。 

 法に帰依したときから、多数の方が法を求めて会社に家に押しかけて

まいりました。あっという間の出来事ですから、ただ目をパチクリして

いただけでした。しかし、訪ねて来たいという人を無下にお断わりする

訳にも行かず、ご指示のもとお受けすることにしたのですが、このとき、

ここで自分の仕事の都合は言うまい、すべて法を求めて来られる方々の

ご都合を中心に来て頂こう、これが来られる方々から学ばせて頂く礼儀

であり、法入門の道であろうと思い、今日までの二五年間実行してまい

りました。 

 何事にも一切の偶然はない。すべて必然であるとお教え頂きました。 

 かつて私は、あのレッドパージの時ちょうど組合の青年部長をしてい

たためか、現場に左遷されたのでした。そこで生まれて初めて、自分さ

え良ければ他人の事はどうでも良い、という回りの人たちの醜い心を知

り、初めて人間の心というものを知ることが出来たのでした。 

 失意の儘、約一年の間、配所の月を眺めながら、かの菅原道真の『こ

ち吹かば 匂いおこせよ 梅の花 主なしとて 春ぞ忘るな』の歌を口

ずさみながら、明日に希望のない配所の暗い日々を過ごしていたとき、

一人の女性に出会うことが出来、やがて結婚し、それを縁として、まる

で回り舞台が変わるような悦びの人生に変転いたしました。 

 神仏には、常に、悦びと希望と勇気とをお与えくださり、常に『我こ

こにあり、汝、何を悲しみ、何を嘆くか』と、後になってようやく思え

るようにならせて頂きました。 
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 やがて、私の光への道は、家内のお兄様から、偉大な高橋信次先生の

法縁へとお導き頂き、こうして今日在るのも不思議ではなく、前世から

のご縁を頂いていることを思えるようになり、ただただ有難く、筆舌に

は表し難いほどの幸せに感泣する毎日でございます。 

 思い直して見ますと、まさに靴の先に石ころが当たることから、左遷

されることまで、またそのどん底で結婚することなど、すべてすべてに

おいて一切偶然は無く、すべてすべてがまさに必然であることを思うと

き、日々ただ漫然と、棚からぼた餅が落ちてこないかと思いながら口を

開けて待つ、他力の心ではなく、日々精一杯心を尽くして希望を持って

生きる勇気が大事と思います。 

 私たちは、常に夜も昼も一日中、神仏のお計らいお導きを頂き、今在

るのだということを知るべきだと思います。その神仏と人間との関係を

知ることが、幸せへの道だと思います。それも真の道、偉大な主が、お

示し賜った『正法』という道にです。この道に入門し、神の子の自分に

目覚め、報恩感謝に目覚め、地球の隅々にまで、偉大な主のみ心の儘に、

法を叫び地球大調和のために挺身しなければならないのです。 

 そのためには、一日も早く自己確立を急がねばならないと思います。

これまで、八正道を物差しとした学修実践をこころがけてまいりました

が、昨年の三月号『ひかり』誌の『高橋信次先生のおことば』の中に、

次のお言葉を拝読させて頂き、これだあ、そうだここから初心に帰って

出発することにより、より深く正しく素直に法の実践が出来る、これも

ただごとではない、これまで何回も何十回も拝読して来たのに、こうし

て神の光を見たような感激と悦びを頂くとは、まさに大いなるお計らい

とお導きによるものだと思わせて頂きました。これまでの思いが吹き飛

ぶような悦びを頂きました。 

 『人は十人が十人、正道を学び、自分の血肉になっているかというと．

必ずしもそうではないのである。正道を学ばないのに、それにもとづく

智慧も出てこないのも道理ではないか』 

 『過去世に縁があり、今世もその縁につながったことは、何よりも大

事にしなければならないが、しかし過去が分からず、実在界も知識の範

囲しか知り得ないとすれば、まず現在の、自分自身を、正直に、素直に

見直すことがなによりも大切である。自分の心にウソはいえないはずだ

し、そのウソのいえない自分に立ちかえり、日常生活についても、謙虚

になることが、悟りを早める導因となる』 

 

 そうだ、己の善なる心に正直に生きることを究めることが早くこの道
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を精進することに繋がる、と思いました。そうして思ったとき、ご著書

やご講演の中に、沢山お導き頂いているウソについてのお言葉を沢山発

見いたしました。 

 『常に、己自身を失っては人間としての修行目的を果たすことはでき

ない』 

 『常に、己の心に問う生活の中にこそ、神性、仏智を悟る道があるの

だ』 

 『己の心を失った信仰は、正法とはいえないのだ』 

 『人間は己にウソのつけぬ心を持っている。そのウソのつけぬ心こそ

神仏の心といえよう』 

 『本来の神の子の己を見失っている』 

 『ウソの言えない自分に立ち返る』 

 『自分に素直に生きる』 

 『自分自身にウソのつけない善我なる心に正直に生きる』 

 

 この自分に正直に生きるには、まず、偉大な主・高橋信次先生がお導

きくださいました『調和』と『感謝』について学ぶことが、最も大事で

あることに気付かせて頂きました。 

 まず、『心行』の中に、次の、神理を頂いていることから、学習させ

て頂きたいと思います。 

 『神仏の大慈悲に感謝し 万生相互の調和の心が神意なることを悟る

べし 肉体先祖に報恩供養の心を忘れず 両親にたいしては孝養を尽

くすべし 心身を調和し 常に健全な生活をし 平和な環境を造るべ

し 肉体保存のエネルギー源は 万生を含め動物 植物 鉱物なり 

このエネルギー源に感謝の心を忘れず 日々の生活の中において己の

魂を修行すべし 己の心 意識のエネルギー源は 調和のとれた日々

の生活の中に 神仏より与えられることを悟るべし』 

 

 そのお導きはまず、煩悩即菩提について：  

 『煩悩は反省の材料となり、それによって、人は煩悩即菩提（悟り）

を得ることができるわけです。 

 もし煩悩がなければ、悟りもなく、魂の前進もないでしょう。 

 魂の進化とは、心の豊かさ、とらわれのない自由さ、そして安らぎを

いうのです。 

 煩悩とは不自由ということです。とらわれがあるために、自分の心を

自分でしばっているわけです。自分の心をしばるとは、怒り、愚痴、憎
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しみ、そねみなどであり、こうした心で日常生活を送っていますと、や

がては病気にもなってゆきます。しかし、そうした苦しみ、悲しみがな

ければ、苦しみ、悲しみのにがさはわかりません。苦しみ、悲しみのに

がさは、苦しみ、悲しみを超えてはじめてわかるものです。 

 健康なときには、健康のありがたさがわかりません。病気になって、

はじめて健康のありがたさ、楽しさ、喜びがわかるものです。 

 善と悪についてもそうです。善のよさは、悪があるのでわかるのです。

悪のみにくさも、善がなければ判断がつきません。 

 ・・・煩悩と菩提の関係というものは、人間がこの地上で生活し、修

行するうえにおいて、欠くことのできない仕組みであるわけなのです。

煩悩、菩提というものは、人間がこの地上で生活する上において欠かせ

ない仕組みですが、しかしこの間をさ迷うかぎりは、人間はいつになっ

ても菩提心を結実させることはできません。ひらたくいえば、悪（煩悩）

と善（菩提）の間から抜け出さないかぎり、絶対の善には至ることはで

きません。 

 悪は善に至るための方便であり、善をよりのばすための素材であるの

です。このため、相対の善悪から、絶対の善、つまり慈悲、愛に至るよ

うに努めることが大事であり、それにはどうすればいいか、いうなれば

真の菩提心に至るにはどうすればいいかとなれば、それは中道をおいて、

ほかにはないということであります。 

 善悪の尺度は、通常は自分の都合から発しています。自分の都合とは

自己保存です。これでは慈悲とか、愛の心を知ることはできません。そ

こでひとまず自分を傍らにおいて、客観的な立場から物事を見ることが

真の菩提心を発見する近道なのであります。煩悩即菩提という言葉は、

こうした立場から初めて真にその意味を持ってくるのであり、悟りの境

地も煩悩を超えることによって得られるものなのです。 

 さて、本題に入りましょう。調和とは、神の心を自らの心とした調和

の生活です。 

 大自然は、そうした調和の姿を示しています。 

 もしも、太陽が西から昇り、昼夜の別が反対になったならば、地球は

想像もできないような天変地異に見舞われ、人間は、宇宙空間にほうり

出されてしまいます。地上の生活は、一瞬のうちに崩壊して、この世の

終わりとなるでしょう。 

 人間をはじめとした地上のすべての生物は、大宇宙の狂いのない調和

があればこそ、変わりなく安定した生活がおくれるのです。それなのに、

雨が降ったといっては怒り、風が吹いたといっては、天を呪います。 
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 与えられた環境にたいして、人間はまず、感謝することが大切でしょ

う。 

 信心のはじめは、感謝の心からです。自然の環境に対して、無条件で

感謝できるならば、生きているそのこと自体に、無上の喜びが湧いてき

ます。雨が降ろうと、風が吹こうと、大自然の調和と恵みを理解すれば、

怒りや呪いは出てきません。 

 雨が降り、風が吹くことによって、大気は浄化され、植物が育ち、明

日の生命、明日の生活が約束されていることを知れば、大自然のこうし

た、はからいにたいして、感謝の心は湧いても、文句などは出ないはず

です。 

 人はまず天にたいして、感謝し、地上の環境についても．感謝すべき

です。 

 現在、自分がここに在る、この現象界に生を得たということは、だれ

の責任でもなく、いわば自分自身が求めたその結果として、在るわけで

す。 

 そのわけは、人間は自ら意思し、考え、行動するように出来ているか

らです。他人のせいではありません。大事なことは、この世の誕生は、

だれもかれもが、約束手形を発行し出て来ているということです。すな

わち、今日よりも、明日のよりよき運命を約束されて出ているのです。

あの世で学んだことを、この世でおさらいする。おさらいがすめば、さ

らに一段と上に進むのです。 

 人間の生命は、転生輪廻という螺旋階段を一歩一歩上にのぼるような

もので、上にあがればあがるほど、その人の運命は、よりよく開かれて

ゆきます。恵まれてゆきます。 

 しかも、この世の修行は、あの世の何分の一、何十分の一も少なくて

済みます。 

 現象界に生まれ、肉体を持ったその意義は大きく、その人の魂にとっ

て、またとないよき修行の機会を得たわけです。 

 この意味から肉体先祖はもちろんのこと、両親にたいしての報恩感謝

は当然のことといえるわけなのです。 

 この世に人類が生存するかぎり、肉体先祖への報恩供養、両親にたい

しての孝養は人倫の道であり、どのような時代がこようとも、永遠に変

わることはないのです。 

 また、人間がこの世に出て、肉体を維持できるのは、万生を含めて動、

植、鉱物のエネルギーのお陰であり、これについても感謝の心を忘れて

はなりません。 
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 健康で食がすすみ、毎日が元気ですごせるのも、こうした万物の恵み

があって初めて可能なのです。 

 食物も生きています。感謝の心を持ってこれをとれば、その食物は滋

養となって、血や肉となって健康を維持してくれます。 

 反対に、ぜいたくをし、年中不満の心で食する場合は、食物もその人

を嫌い、栄養にはなってくれません。 

 物を大事にし、いつくしむ人には、万物は喜んでその人に奉仕してく

れます。 

 感謝の心は、感謝になってかえってくるのが循環の法則だからです。 

 人間には肉体のほかに、意識というものがあります。すなわち精神で

あり、心です。 

 心配ごとや、勉強などの精神労働にたいして、そのエネルギーの補給

は睡眠によって得られます。さらに、もっと大事なことは調和です。 

 神の心を自らの心として、調和の毎日をすごすことができれば、その

意識は、常に健全に保たれ、精神活動にたいするエネルギーの限りない

補給が続きますから、ふつうの何倍ものエネルギーを消費しても疲れを

知りません。 

 精神エネルギーの源は神仏の心であるからです。 

 人間は神仏の子です。神仏に目を向け、調和の心を忘れなければ、神

仏の保護をうけるのは当然ではありませんか。 

 神仏に目を向けるとは、自分自身にウソのつけない善なる心を信じ、

ウソのない毎日の生活を続けることです。 

 自分の心にウソがつけないのは、自分の心の中に、神仏の心が宿って

いるからです。 

 信心とは、自分の心を信じ、信仰とは、その心で日々を行じることで

す。大自然に調和し、肉体先祖、両親にたいしては報恩し、万生万物に

は感謝する。この心を忘れなければ、人間の精神は健全に保たれ、肉体

も健やかになります。 

 肉体がすべてだという誤った考え方は、決してしてはなりません。 

 肉体は精神の乗り舟であり、大宇宙は、すべて、心を中心にして成り

立っていることをあらためて認識しなければなりません。 

 調和の心とは、神仏の意を体した守護・指導霊の惜しみない光をうけ

ることだということを、この際、肝に銘じておいてください』 

 

 偉大な主には、最後のご講演の中で、 

 『皆さん自身の進むべき道は、真の道、普遍的な己自身の心にウソの
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つけない善我なる心を中心として生活をしたときに、道は開かれて行く

のです。それが神理です。 

 今後大きな現象が起こってまいります。 

 間違った宗教家たちは私によってつぶされていきます。 

 どのような宗教家たちであろうとも、間違った宗教家たちは私たちの

霊的な力によって現象化されて行きます。信じようと信じざるにかかわ

らず、これは事実です』 

 

 私には宗教家とは、教祖のみではなく、すべての人を指して申されて

おられるように思います。 

 昨年一一月号から、一二月、一月号に続き、この二月号の原稿を書か

せて頂き感じましたことは、一にこの私自身の心の精進が未熟なためと

は思いますが、これまでとは違う、ただならぬ心の調和に向けて精進努

力をするようにとの、お計らい、お導きがひしひし伝わって来るのを感

ずる日々を頂いてまいりました。 

 原稿を何篇書いても、書き上げても、書き上げても、私自身の心が満

たされないのです。これまでは、普通で大抵五篇ほど書いたものの中か

ら、心に響く原稿を提出して来ましたが、この四ヵ月分の原稿書きは、

それぞれまさにこれ迄体験した事もないような作業が何ヵ月も続きま

した。そのためか、食事もこれまでのものとは違ったというよりは、ま

るっきり大嫌いな食べ物を頂くようになり、昼食抜きの本当に少食の毎

日を頂いて来ましたが、何一つ空腹にはならないのです。 

 だいたい学修会に出させて頂くときは、大概昼食抜きか、それとも少

ないように心がけて来ました。 

 毎日家内は、これまで貴方が大嫌いであった『酢の物』が大好物とな

り、大嫌いであった蜜柑が大好きになり、何でも酢をぶっかけた酸っぱ

いものが沢山並ぶようになり、可笑しくてならないと笑い転げるのです。

しかし、私にとっては、これまで長い間、何故このような美味しい酢の

味を嫌って来たのであろうか、それは酢ばかりでなく、自分に今起こっ

ていることがとても不思議に思うのです。何かここへ来て、今後のため

に何か変身、変心をご指導頂いているとしか思えない今日を頂き、誠に

誠に大変な思い上がりかも知れませんが、今日まで私が生かせて頂いて

来た中で、思わせて頂いたことや願ったことなどが、すべてすべて適え

られている現実を見るとき、ただただ恐れ多く、この愚かな我が身が震

えるのです。 

 ただいまも、偉大な主には、最後のご講演で申されましたことを書か
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せて頂きましたが、書かせて頂いている中で、そうだこのようなことが

遠からず起きるのだ、それはもう始まっているのだ、彼の地に迷ってい

る人たちがいる、走って行って抱き起こしなさい、と申されたことも、

このことに深く関係する、ただ高橋信次先生の法縁にさえつながってお

れば、必ず救われると思っておられることにも、やがて正しい道と、正

しくない道とがあることを正しくお示しになられるときが近づいてい

るように思うのです。でなければ、ただ今も、ここ三ヵ月ばかり続いて

きた学修もやがて後僅かで終わろうとしているとき、最後に、偉大なる

主の最後のおことばを書かせて頂くとは、ただなんとはなしに手が震え、

心が震えるのをどうすることも出来ないのです。 

 正しいとは、己に甘いことではなく、厳しいことであります。即ち、

正しいという唯一の道であります。 

 この短い人生の中で、偉大なお悟りをされ、その法をお教えくださり、

ひたすらその道の実践をお叫びになられて、ご昇天されました偉大な偉

大な尊い主の御心をお偲び申し上げますとき、私の心に伝わって来るも

のは、熱き涙とともに『泣いて生かす』、慈悲のお心が伝わって来るの

です。 

 襟を正すためには、やはり教えた法の世界から正されることが即ち、

正しいことにつながるのではないだろうか、と思いました。そうでなく

てその他多数の他力や新興などの教えを正すわけには行かないのでは

と思いました。 

 申し上げるまでもなく、今日に見る正法の世界は、殆どご著書を十分

に拝読されることもなく、法を正しく実践しているとお聞きするに及ん

では、ただただ悲しく悲しく、人間の哀れさを悲しむばかりです。 

 偉大な主のお導きにも、愚かにも顔を背け、一体何のために今生この

世に生を頂いたというのでしょうか。そして多くの人を迷わせ、また自

分の愚かな愚かな思いに酔い痴れ、神仏のお心もご案じ申し上げること

なく、自分中心という世界に生きる人たちに、自分という愚かなものを

捨てなさい。神の子、仏の子であることを自覚してください、と叫びた

いと思います。 

 折角多数の方が法のもとにお集まりになられたのですから、今生最後

まで正しく法をご精進され、人生の使命を全うされますようひたすらお

祈りいたします。 

 

 偉大な主・高橋信次先生にたいして 

     私たちの愚かな思いと行いをお詫び申し上げ、日々正しく精 
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     進して行くことをお誓い申し上げます。 
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【誤りのない正法の実践を】2000-3 月 

 

 偉大な高橋信次先生には、表題について次のようにお導きくださって

います。 

 『誤りのない正法を実践することにより、私達の心が調和されれば、

体から出ている後光、すなわちオーラが金色のように覆う。家庭がそう

なればそこに金色のオーラが現れ、人類の心の調和は地球全体がそうし

た金色の光に覆われ、平和な安らぎのユートピアを作る使命目的を私達

は神より与えられているのである。 

 しかし逆に、心が不調和な場合は、暗いオーラに覆われている場所に

天変地変が生じる。 

 神仏を冒涜している指導者には、心の平和、安らぎは与えられないの

が実在界の掟である、ということを悟るべきである。 

 神理は、人間が変えることはできないのだ』 

 

 毎月各地で開催されている『高橋信次先生の法を学ぶ会』では、会員

の殆どの方には後光が見られます。その後光も、それぞれその人のご精

進により、その光の美しさと光の強さや大きさに違いがあるのを拝見い

たします。さらに、一段と心が調和された人の周囲には、黄金色の光の

粒子が降りそそいでいるのが拝見されます。それも、やはりその人ご自

身の不断のご精進とご努力に相応した光の粒子が、ちょうど雨のように

降りそそいでいます。その粒の大きさと降りそそぐその量がそれぞれ異

なっています。座っておられる机の上も床も、すべてが金色の光に満た

されています。 

 学修会が進むに従い、参加者の心が感激感動されるにつれて、益々そ

の会場全体が光に満たされるようになり、皆様のお顔が一段と輝き、ま

さに天上界そのもののような光景が見られるようになるのです。 

 厳しいお顔の方も次第に優しい菩薩様のようなお顔に変わってゆか

れる様を拝見し、自然に私は心の中で 

 『大宇宙大神霊・仏よ、お陰様でこのような偉大な現象をお与え頂き

誠に有り難うございます有り難うございます。心から感謝申し上げます』

と、感謝申し上げています。 

 

 『光について』は、ご著書『心の発見・神理篇』の中で次のようにお

導きくださっています。 

 『光とは、私達の心が調和されることによって、体から発する後光（オ
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ーラー）のことである。 

 肉眼で見ることの出来る人もいるし、心眼で見ることが可能の人もい

る。つまり、仏像やイエス様に射している、あの後光である。 

 この光は、その人の心の調和度によって段階がある。神理を悟って、

正しい心で生活している人は、心に安らぎがあるから調和され、その肉

体は金色の光で覆われている。心に安らぎがなく、常に人を恨み、ある

いは妬み、怒りの心を持って生活しているような人は、薄暗い光に覆わ

れている。 

 紫色のオーラーは、金色の光に次いで調和された心の状態を示す。桃

色のオーラー、灰色のオーラー、白色のオーラーというように、心の調

和度によって光の色にも段階が生じてくる。 

 黒い想念に包まれている人々は、不調和な世界の霊に支配されやすい

のである。その光は、粒子となって人間の体に入って行く。不調和な霊

に憑依されていても、光によってそれは離れて去る。そうした力も、光

を与える人の想念が調和されていれば、相手の人をより強い光によって

覆うことが出来る』 

 

 また、『心の発見・科学篇』の中で、 

 『私達の肉体に吸収されている光と、細胞より造り出されているもう

一つの反宇宙的身体こそ、光子体というのである。 

 光子体は、私達の肉体と一体になっており、良く仏像や光の天使にあ

る後光と同様に、肉体の影のように見える。肉体を支配している意識の

調和度によってこの光子体の色が異なっている。金色から紫色、桃色、

青色、薄鼠色、黒色などと、その人の意識の調和度によって、多くの段

階があり、色の変化はまたそれと光子体の光子量が比例している。 

 この光子体は肉体を去るときに分離される。私達のあの世での生活の

乗り船である。非物質的なエネルギーの集中によって構成されている光

子体は、潜在意識を包含している無限大な智恵の宝庫である。そこには

私達の輪廻転生の一切も記憶装置の中に記録されている。それは私達の

肉体と連結されており、丁度空気を入れた風船玉を一○％と九○％に区

分し、正しい目的に対して努力することにより、一○％の区分に九○％

の区分の空気が入りこむように、表面意識に潜在意識の宝庫が開かれる。

このときは、必ず指導霊や守護霊が協力して区分のひもをゆるめてくれ

るのである。しかし不調和な心を持っている人々には、自分の心に抵抗

が出来、潜在意識にまで影響を自ら与え、苦悩の原因を作ってしまうと

いう結果になる。 
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 こうして非物質ともいうべきエネルギーの集中されたものが意識と

いうものであり、万生万物の根元になる。そしてこのエネルギーの支配

者こそが、神仏なのである。 

 この地球も万物の霊長である人類の修行場であり、そうした意識、心

の調和度によって、地球自体の霊域が調和され、仏国土ユートピアが建

設されて行く、ということなのだ』 

 

 さらに、『光の量』については『心の発見、神理篇』の中で、 

 『妻は今生では、特別に社寺へ行くこともなく、仏教はおろか神仏に

ついては学んだこともなかったのである。このとき妻の肉体は小さく見

え、もう一人の光り輝いている体は、驚くほど大きく見えた。丁度、真

珠が貝の中にポツリ置かれてあるような感じである。このように、守護

霊が支配しているときの私達の体は、小さく前に出、後ろに雲つくよう

な『もう一人の自分』がいるのである。肉体と、光子体ともいうべきも

う一人の自分は、常に一体となっているのが特徴である。 

 こうしたときの光子量は、その人の心が神理に到達して生活している

か、いないかによって光の明るさが異なっている。そして、その人の心

の調和度、神理に適応した想念行為に比例して、光の量が多いことを発

見した。 

 この世を去るときの、魂の乗り舟が、もう一人の光子体である。守護

霊は光子体のそばにいる場合が多い。そして意識を支配して、私達の脳

内に信号を送り、声帯を通して語っている。私達の多くは、自分の想念

行為が調和されている場合に、相手の『もう一人の自分』の姿を見るこ

とが出来る。もちろん、憑依霊もはっきり見える。ほとんどの人々は、

その中の不調和なものが憑依されているところが病気になっている、と

いうことも発見した。 

 動物霊、浮遊霊、地縛霊、魔王がほとんどで、その人の暗い光子体に

ついている。このような人々の後光は暗く、心が調和されていないこと

をはっきりと物語っている。 

 ノイローゼの九九％は、頭の回りに憑依霊がついている。彼らに意識

を支配されているために、自分自身を失ってしまう。このように、私達

が見ることが出来るのも、神理に適った心を持って生活しているためで

ある。潜在意識の九○％と表面意識の一○％が調和され、意識の中間に

ある想念フィルムに不調和がないから、心の眼が開けているということ

である。 

 心の調和ということは、望遠鏡のレンズの焦点を合わせることに似て
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いる。潜在意識と表面意識の調和も、神理というルールに従った生活の

行為と想念の調和によって定まる。そのときに守護霊や指導霊が教えて

くれる場合と、自分自身の意識が光子体を支配してどんな遠距離でも見

える場合、とがある。私達の現世の肉体と光子体は、霊子線ともいわれ

るような線によって結ばれているのである。この霊子線が切れると、肉

体との決別になる。すなわち肉体の滅亡である』 

 

 このような学びを頂くことにより、初めて私達のいるこの環境は常に

神仏の光に満たされた環境であり、また回りにおられる人間は、すべて

が神の子であり、それぞれが偉大な神の光に満たされた天使であり、そ

れぞれに偉大な守護霊や指導霊が付いておられ、この私達を見ておられ

ることを思うとき、怒り、愚痴、妬み、そしり、悪口、情欲、ウソ等を

言うことは大変恐ろしいことに気付きます。 

 かつて私は伝道の旅行中、ある町で宿泊させて頂いたことがありまし

た。 

 事前にお聞きしていたお話では、当日は満員のため、かつて高橋信次

先生が、この町においてご講演をされた時ご宿泊されたお部屋しか空い

ていないのでそのお部屋を用意したとのことでしたが、私は内心大変恐

れ多いことになり困ったなとは思っていましたが、学修会が終わってそ

のお部屋のドアを開けたとたん、光の雨が部屋一杯に降り注いでいる光

景が目に飛び込み、このようなことは生まれて初めてのことなので大変

驚き飛び下がり、ただただ怖れ多く勿体なくて入る事が出来ない儘、お

部屋の入口で暫くの間茫然として眺めていました。 

 その光の粒子が降り注ぐ様は、丁度、高橋信次先生のお写真に、どこ

かの運動会場で子供さんにバナナをお配りされている先生のお体と、そ

の回りの人達に光の粒子が降りそそいでいるのを拝見いたしましたが、

そのお写真そっくりの現象だったのです。 

 そのお部屋は、かつて高橋信次先生がお宿泊されたとのことですが、

それには大変お粗末なお部屋で、一人の人間が休むのに精一杯の比較的

狭いお部屋で、控えの間もなく、驚いたことには洗面する所やトイレも

付いていないお部屋なので、これまた大変驚いてしまいました。 

 お顔を洗面された時のことやお手洗いをお使いになられた時のこと

等を想像し、大変大変申しわけのない恐れ多いことに大変恐縮してしま

い、勿体なさにおののきながら、既に敷いてあったお布団を片隅に寄せ

るようにしたうえ、『心行・祈願文』を拝読させて頂き、お許しをお願

い申し上げたうえ、体を小さくして休ませて頂いたけれどなかなか寝つ



1037 

 

かれない儘ウトウトしていると、夜半に何か気配を感じ目を開けると、

床の間を背に大きな光の方が立って私を見下ろされておられるのに気

付き、飛び起きて今日ここに出させて頂きました御計らいと御導きに対

して心からの感謝を申し上げました。 

 この年の始めに、『かの地に迷える衆生が多数いる。間違った思想を

正法と信じて次々帰っている。一時も早く行き、倒れた稲の苗を一本一

本起こすように、一人一人抱き起こし光の道へと導くように』との御下

命を拝し、それから間もなくこの地の心在る方と連絡が取れるようにな

り、二ヵ月余りの間にとんとん拍子で事が運び、その偉大なるお計らい

とお導きに私を始め関係者一同が大変大感動、感激し一段と心を調和し

たうえ、溢れんばかりの悦びと勇気を心に秘めながら未だ見ぬ地へと出

かけたのでした。 

 初めて渡る瀬戸の海はなぎ、折から西に傾く落日の光は、この世のも

のとは思えない神々しさにただ恐れと胸に込み上げる感激とが入り混

ざり、同行の方々全員溢れる涙を拭おうともされない儘、海上に輝く金

波銀波に見惚れ、このまま天上の実在界に誘われて行くような大慈悲を

拝受させて頂きました。このような光景は、往復させて頂いた計六回と

も二度と再び拝見させて頂くことがないであろう光栄に浴することが

出来たのでした。その時誰言うとはなしに全員が期せずして、あまりに

も怖れ多い勿体なさに『心行・祈願文』を唱えさせて頂いたのでした。 

 今振り返って見るとき、偏に私自身の愚かで未熟なため、ご下命の通

り一人一人の方々を抱き起こすことが出来ず儘、天より幕が下ろされる

結果となり、今もなお日々暗涙に咽びながら偉大な主に対して、その不

明を心からお詫びをさせて頂いている次第でございます。 

 

 かつて偉大な主・高橋信次先生には、私たちに対して、現代仏教の誤

りについて、かつてお釈迦にはお悟りになられて説かれた仏教は、既に

今日では、お悟りになられて説かれたお釈迦様を崇敬するのではなく後

の僧侶を尊敬し、しかもお釈迦様が説かれた教えをお経として毎日偶像

に向かって読み上げているだけで、その教えられていることを一つも実

行することなくお経を毎朝あげることを修行と勘違いしていることに

一つも疑問を持つことなく過ごしていることをお嘆きになられました。 

 ところが、今生この日本の地にご計画の通り、偉大な主には、高橋信

次先生という御名のもと、肉体を持たれてお出ましになられ、難行苦行

の末偉大なお悟りを開かれ、我々迷える多数の衆生に対して昼夜の別な

くすべてをお捨てになられて道をお説きくださいました。 
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 その説かれた法が、何時の間にかその弟子たちの思想に変えられ、高

橋信次先生よりもその弟子たちを崇敬するようになってしまいました。

そして日を重ねるごとに、我こそはとばかりに人を集め、雨後の竹の子

のように数多くの思想による正法が出来上がってしまいました。 

 その間違って行った速度は、僅か二○数年という短時日のうちに曲げ

られ変えられてしまいました。そのためそれらの地域は、天変地異の現

象に見舞われるようになりました。しかも、偉大な高橋信次先生よりも

その弟子たちを崇敬するあまり、それぞれの信者相互がこちらこそ本家

であるといったような反目といいますか、裁き合うようなまさに現代の

仏教やキリスト教のようになってしまいました。 

 それらの人達の大方は、法がある、無いの判断は法を心に落としてい

る中心の人がいないため、どうしても過去世や現代の地位や名誉等によ

る言わば『人を中心とした正法という思想屋』になり下がってしまい、

それにも気づかないで右往左往している様は、哀れというほかはありま

せん。誠に誠に悲しいことであり、また大変恐ろしいことであります。 

 偉大な高橋信次先生には、今生肉体を持たれてこの日本にお出ましに

なられた真意は、間違った仏教やキリスト教を始め、あらゆる間違った

宗教を正すためであることをお教え頂いておりますが、このように短い

年月でこのようになってしまったことは、私たち弟子たちの大きな過ち

によるものと思うとき、何とお詫び申し上げて良いかそのすべを知りま

せん。 

 もしこの稿をお読みくださいました中に、会員以外の方で一つのグル

ープの責任者の方がおられましたら、是非とも、あらためてご著書『人

間釈迦第二部七七頁の三宝の意義』をお読みくださり、その中心という

か、責任者という地位、名誉にとらわれていることにお気づきになられ、

善我なる心、即ち良心に対して問いかけてくださり、自分たちがいま行

っている法の学修が果たして法に適った正しいものかどうか、法から外

れた人を中心としたものではないか、またその中に参加しておられる方

は、その中心的存在の方は、かつて高橋信次先生からご下命頂かれた方

かどうか、さらにご下命頂いた方であるならば、当会『ひかり』誌に掲

戦されているような『文証（慈悲）、理証（愛）、現証（悪霊の浄霊、難

病の癒し、大自然を通した祝福の現証など）等の三証』を偉大なる主・

高橋信次先生より常に頂いておられるか、（参照・心の発見・現証篇一

五六頁、科学篇一七二頁、人間釈迦第一部二○五頁）どうかについて、

真剣に仲間と裸になられて討論し判断して頂きたいと思います。 

 これ以上の罪を重ねることのないよう、勇気を出されて回りの人達を
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正しい法の学修会へとお導きくださいますよう伏してお願い申し上げ

ます。 

 どうしたら、どのように生きたら、偉大なる大宇宙大神霊・仏には、

お悦びになられるだろうか、それとも悲しまれるだろうか、心を澄まし

て良心に問いかけ、問いかけて生きて頂きたいと思います。 

 

 大宇宙大神霊・仏に対して 

 

    愚かな愚かな我らの罪をお許し下さい。迷える衆生をお導き下 

    さい。 

    私たちは同志相調和し、お導き頂いていますように、今年こそ 

    一大飛躍の年となるよう海外に向けて大きく前進することを 

    お誓い申し上げます。 

    何とぞお見守りお導きくださいますようお願い申し上げます。 
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【日々法悦を頂いて】2000-4 月 

 (1998-10 月分を一部修正したものの再掲載） 

 

 偉大なる高橋信次先生に、初めてお目にかからせていただいて間もな

く、ある方のご質問を縁として、『そこには法がないんだよ』とのお言

葉を頂き、その日から『法がないとは、その反対は、法があるというこ

とになる』、このことを心に落とさない限り、法の学修と実践は出来な

い、何とかしてこれを心で知ることが大事だと思いました。 

 来る日も来る日も、夜も昼も暇さえあれば『法がないとは。法がある

とは』何だろう。どんな意味かあるのたろうか。 

 ご著書『心の発見・神理・科学・現証篇』と『人間釈迦・第一部より

第四部』その他のご著書すべてを何度も何度も拝読いたしました。感激

感動したところには赤い線を何度も引くため、終いにはご著書の各頁が

真っ赤になってしまいました。また、多数の見出し紙を添付していくた

め、どのご著書も付せんのヒラヒラが沢山出ているご著書になってしま

いました。 

 法の学修と実践について、自分なりに思いついたことは、何でもかん

でも手当り次第に即実行ということで、即座にやりまくりました。会社

のトイレ掃除や内外の掃除を始め、町中の道路の掃除や除雪、幹線道路

の掃除等々、思い付いたことは、必ず実行、実行ということで、出来る

限り自分自身に厳しい時間を課すようにと努めて来ました。そしてその

中で、二つの会社を経営し、夜は夜で毎日のようにある学修会に出させ

て頂き、多数の方々の法悦を毎日のように聞かせて頂き、自分の悦びの

上に、また沢山の法悦を重ねて頂き、何時も幸せな主のお計らいとお導

きに満たされて過ごして来ました。 

 何時の間にかあっという間に二十四年が過ぎてしまいました。法に触

れていなかった以前の時代に比べ、この二十四年という年月程一瞬のよ

うな短い、しかも、日々悦びと感激と感動に満たされ、私の一生にとっ

てこんな幸せな時はありませんでした。 

 本当に言葉やペンでは言い表すことが出来ないくらい、幸せな日々を

頂くあまり、毎日が非常に短いのです。本当に超特急電車『のぞみ』に

揺られて、九州地方に出かけるような毎日なのです。 

 一九八二年年末、七年かかってようやく『法がないとは。法があると

は』ということが、心で理解出来るようになり、それから間もなく人が

話される直前に、その人が今話そうとしておられることとその回答が、

私の心に解るという不思議なことが起きて来たのです。 
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 また、一目お顔を拝見した瞬間、その人が母の愛を溢れるほど頂いて

来られたか、それとも頂いて来なかったかが、即座に解るのです。また

同時に、この方は鼻が悪い、ここが良くなったら頭脳明断、心が何事に

も集中出来るようになるのに、と思うようになりました。ですから、電

車に乗った時には少しも退屈しません。 

 このようなことが私の心に次々起こり、私の心も次第に変化して行く

ようになりました。学修会でお話をさせて頂いている時も、肉体を持っ

ている自分が話をしている筈なのに、今話していることについて『ああ

ーこのような話し方もあるのかあ』とか、あるいは『これまでこのよう

なことは知らなかった』等と、驚くような新発見をすることが度々あり

ます。 

 私は今現在、残された人生を出来る限り大事に大事に、夜も睡眠時間

を少なくするようにして、お与え頂いた今生の有難い使命を全うして行

きたいと日々念願しているものでございます。 

 今から六年前初めて大阪の堺市に出させて頂いてから、今日まで度々

『貴方はあまり有名でないけど』とか『霊道を開いていますか』とか、

ひどい人になると『本物ですか。それとも』等聞かれることがたびたび

ありました。しかし、それによって私は一度もびくついたり、あるいは

たじろいだり、自信をなくしたり、傷ついたりはしませんでした。むし

ろ、この人たちは何一つ法を知っていないんだなあ、哀れだなあ、と思

い、主に対して祈らずにはおれませんでした。何処の学修会でも、ご参

加のお一人お一人に対して、その方のお話をしておられる最中、その方

の今後の平安をお祈りさせて頂いています。 

 今、目の前におられるお方は、今この愚かなこの私がこの方を乗り越

えられるようにと、偉大なる主には、お計らいお与え賜っているお方な

のだ、と思うのです。 

 偉大なる主には、この愚かな、愚かなこの私に対して、道をとぼとぼ

と歩いているときも、突然お呼びかけくださいます。ちょうど首根っこ

を、ぐっと天空に向けるように引っ張られるのです。 

 見上げた天空には、太陽（カンターレー）様が一段と輝きを強く強く

され、この私にその光の束が即集中して注がれるように感じられるので

す。そして優しく優しく、暖かく暖かく、いとおしんでいとおしんで『そ

れでいいんだよ、それで』と、囁きかけてくださるように感じられるの

です。 

 天と地は今、法を縁として、偉大なる主の御心により、大変近い時代

だと思います。 
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 かつてこのような時はあったでしょうか。 

 

 今日政治や経済や文化等について、非常に危機的な混乱が続いており

ますが、その原因は、言うまでもなく、地球上にいるすべての人たちの

心が、偉大なる神と、偉大なる主の御心より遠く離れてしまっているか

らであります。しかし、人間神の子たちは、すべての人が、名誉、地位、

財産、お金、肉体などの物には何一つ関係なく、すべてが平等に、皮膚

の色が違おうが、髪の色が違おうが、目の色が違おうが、言葉が違おう

が、今地球上にいる六十億あまりの人たちの心が、皆偉大なる神に、偉

大なる主を通して繋がっていることを忘れているのであります。そして、

太陽のもと、地球上のすべての人間神の子たちが、皆平等であるように、

神のもと、皆神の子であり、皆兄弟であり、すべて平等であり、助け合

い、許し合い、補い合い、生かし合う神の御心を心として生きて行かね

ばならない、大変幸せな時であることに気付かねばならないのです。 

 こうしているこの一瞬一瞬の時も、偉大なる神から、一人一人の心に

お与え頂いている『光』によって、すべてが今、幸せに、生かされてい

るのです。そこに気付かねばならないのです。そのことを忘れてしまい、

この世的な物にとらわれているがため、殆どの人々の心が地獄に通じ、

混乱しているのです。しかし、私たちは今、偉大なる主により、法に触

れさせて頂き、光に満ちた聖なる一時一時をお与え頂いているのです。 

 特に、私たちの学修会は、光に満たされた光の場であります。そのま

ま天上界の繋がりのところにおらせて頂いていることを知らねばなら

ないと思います。そして、やがて天上の世界へと帰らねばならないので

す。今そのための、この世における愛の精進努力について、学修指導を

いただいている二度と再び来ない、絶対に巡り来ることのない、有難い

法縁の好機を頂いているのです。 

 やがて私たちは、それぞれ乗る列車を選んで帰っていくのです。誰で

もない、この自分自身が長年にわたり、この地上界を生きて来た、思い

と行いを積み重ねた、その世界に間違いなく帰って行くのです。それが

地獄か、それとも光輝く天上の世界か、それは今現在の自分の心を眺め、

また自分の考え、思い、今行っている行いを見れば、誰もが直ぐ様はっ

きりと自覚することが可能なのです。今日が過ぎ一夜を越したら今日の

儘のような明日が来るような訳には行かないことを知らねばならない

のです。 

 やがて私たちは、神のみ心のままに、あの世という世界に帰らねばな

らないのです。そのために、今という悦びと悲しみと苦しみの時が与え
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られているのです。 

 前の人生よりも遥かに立派な心になるために、今この地球上に、それ

も自分自身が願って、その願いのままに、今その環境が与えられ、今あ

るのです。明日あると思うなかれ、生涯は今というこの一時一時が生涯

なのです。そうしたら、この一時、一時、何を考えねばならないでしょ

うか。何を求めなければならないでしょうか。 

 かつて、金沢講演会が終わった頃、愚かにも私は自分の責任を一応全

うしたという思いもあって、これで退会しようと悩んでいたことがあり

ました。その時、ご尊敬申し上げている先生から、東京に出て来ないか

というお誘いを頂き、出かけましたところ、既に、高橋信次先生には、

『丸山さんが来ているのでしょう。早く行ってあげなさい』と、その方

に申されたので、その方は非常に驚き、私に会うなり、私は長年先生に

お仕えして来ましたが、こんな凄いことはこれまで知らなかった、と身

も心も未だ震えが止まらないご様子でありました。 

 その夜は、ちょうど二四年前のこの八月二四日夜のことでした。 

 『貴方はイスラエルの生命です。こうして二千年後に、この女性を通

して貴方に話しかけられることは非常に幸せです。今貴方の心に非常に

迷いがあるけれども、自分というものを造って行きなさい。北陸に道を

説く貴方は責任を持っています。そのためには、自分を捨てて行きなさ

い。 

 私たちが貴方を導こうと思っても、心に迷いがあり、貴方がしっかり

していなかったら、私たちは導けないのです。常に不動の心を持って安

らいで生きてください。自信を持ってください。 

 この北陸というところは日本海の荒波も厳しく、また山々も高く、厳

しい山々が集まっている。 

 それだけに、そこに住む人々の心というものは、非常に厳しいものが

あります。 

 また、宗教が非常に盛んです。貴方が法を伝えて行く前途には、いろ

いろな魔が競い立つことでしょう。しかし、愛の光は、すべてに打ち勝

つでしょう。何も恐れることはありません。自信を持って生きて行って

ください。私たちが天上界からあらゆる協力をして行きます。貴方方を

祝福しています。 

  貴方が法を伝えていく中で、 

  谷を埋めなければならない時は、谷を埋めましょう。 

  海に舟を浮かべなければならない時は、舟もつくりましょう。 

  山を崩さねばならない時は、山も崩しましょう。 
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  私たちはあらゆる協力をして貴方を守っていきます。 

  不安な心を持たないでください。 

 

    人には常に愛の心を忘れてはならない 

    人を裁く心を持つな 

    人はすべて平等である 

    人の上に自分を置いてはならない 

    人の足を洗う心を持て』 

 

 そのお声は、これまでの人生では一度も聞いたことのない、非常に威

厳のあるそれはそれは何とも言葉では言い表すことの出来ない重々し

いお声で、しかも暖かい暖かい優しい優しいお声のお方でした。 

 聞いているうちに自然と頭が下がり、やがて両手を畳の上について、

がばとひれ伏している自分でした。ただただ有難くて、勿体なくて、た

だ嬉しくて、ただ感激で、こんなにも尽きることなく絶えることなく涙

があるのだろうかと思うほど、限り無く、次から次へ流れる我が涙に、

また感激感動し、その一言一言のお言葉は心を打ち、そこにはこんこん

と尽きることのない悦びと勇気と希望が、小さな私の心を満たし、心に

溢れ、何時までも終わることもなく涙が流れ続きました。 

 涙が畳の上を流れ、その流した涙で、ともに私たちも流されてしまう

のではないだろうか、と思うほど、私たちは声を出して男泣きに泣き、

泣き崩れていました。 

 そしてその夢のような時から、ようやく目覚めたとき、お話が終わり

ました。 

 そのとき、誰彼問わず、次々、貴方様は何方様でしょうか。お教えく

ださい、と申し上げますと、 

 『私は、名乗るほどのものではない』と申され、さらに次々お尋ね申

し上げても、何度も同じように申されましたが、最後にそれならばとい

うことで、 

 『私は、イスラエルの者です』とお応えになられお帰りになられまし

た。 

 このとき、法に触れて約半年また、事業を始めて約五年長い間暗い思

いで生きていたことが、このイエス様のお言葉によって私は、『こうし

てはおれない。これまで何と愚かな思いをして生きて来たのだろうか。

何とも申しわけもない』と立ち上がる勇気と希望と悦びとを頂き、新た

な決意に心は踊り上がるようにならせて頂きました。 
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 しかし心の片隅には、このような愚かで心貧しい私のような者に対し

て、偉大な偉大な天上界のイエス様といわれるお方が、何故、どうして、

この私のような者にこのような凄いことを言われるのだろうか、という

思いがありました。そしてそのことは、これまでの『法がないとは。法

があるとは』ということと重なって、心で自問自答していくようになり

ました。 

 それから九カ月経た翌年の五月、 

 偉大なる高橋信次先生には、この世を去られるほんの少し前、私に対

して、次のように申されました。 

 『貴方は、今後他の真似をすることなく、自分の思うとおりにやって

行きなさい。新興宗教は、所詮新興宗教だから……』 

 このときも私は、自分の心の次元は、自分なりに知っているつもりで

したから、このようなことを聞いて、先のイエス様のことと重ね合わせ

て、益々、何故このようなことを、この愚かしい私などに申されるのだ

ろうか。何故、どうしてと、考えるようになりました。 

 その日から、狭い小さな私の心には、大きな三つの課題が何時もぐる

ぐる廻っているようになりました。 

 その一ヵ月後突然、偉大な偉大な高橋信次先生には、太陽が消えるよ

うにご昇天されました。 

 私たち夫婦は、あまりにも突然の出来事のため、毎日毎日天を仰いで

は悲しみに明け暮れ、両親が亡くなった子供のように、ただただ悲しい

悲しいという思いで過ごしていました。 

 悲しみの去らないうち、続いてこの世で初めて体験する心の台風が吹

きすさび、私たちはじっと嵐の遠のくのを祈りながら待ちました。やが

て再び春を迎え、今も、偉大な主のご尊顔が、常に私の心の中で微笑み

かけてくださいます。 

 また、イエス様の尊いお言葉は、忘れることの出来ないお声とともに、

心の中に生きております。 

 そして先生には、かつてこの私に『北陸地方が全部見渡せますか。北

陸が全部見渡せる自分になりなさい』と申されたお心が、今『一日も早

く日本が地球が全部見渡せる自分になりなさい』と、私の心に響いてい

るように思われます。 

 これまで長い年月にわたり、偉大な主のご著書『心の発見』を拝読し

て来ていたのですが、今から二十四年前の八月二十四日夜イエス様から

お言葉を頂いた、今年（一九九八年）の同じ八月二十四日の午前一時半

頃『心の発見・現証篇一三○頁』を拝読していたとき、初めて、長年探
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し求めていた私の心の中の二つの疑問に対する回答を頂いたのです。 

 『人生の疑問にぶつかり、それを追求し、正しい実践生活という努力

により探求した結果、究極の神理にぶつかったとき、初めて心に光明が

さして、指導霊や守護霊達の霊感が与えられたり、現象化されるという

ことなのである』 

 

 ここ暫くの間、毎月の原稿書きから遠ざかっていましたが、久しぶり

にこの原稿を書かねばならないと、二ヵ月ほど前から考えて来ました。 

 そして、この原稿を書かせて頂いている間に、長年の間心の中で渦巻

いていた二つの課題の解答が、前記のように『心の発見・現証篇一三○

頁』で発見したのです。 

 さらにこの原稿を書き終わったのが、偉大なるイエス様のお導きを頂

いたあの二十四日に引き続きそのまま東京に残り、二十六日には、偉大

なる高橋信次先生にお目にかからせて頂きました。その二十六日であり

ました。 

 この原稿は、まさに不思議なことが一杯詰まっているような、これま

での二十四年間が凝縮されたような、また、ここを縁とした思いが次々

溢れてまいりました。 

 去る二十五日、刷り上がって来た『ひかり』誌九月号は、もう創刊以

来十七年を数えるようになり、今日まで世に送り出した数は、ちょうど

通巻一九○号（今月号通巻二○九号）となりました。 

 初めて大阪でお目にかからせて頂き、その後お導き頂きましたのは、

約一年四ヵ月余りの、ほんの短い年月でありましたが、先生との歳月は、

本当に一瞬輝いた火花のように短いようにも思えますが、この私にとっ

ては、とてもとても長い長い百年にも千年にも匹敵するような尊い時間

の連続でございました。しかも、その短い時間に頂いた法悦の中から生

まれた『高橋信次先生の法を学ぶ会』が今日七年（神理学修会ほくりく

開設以来二三年）を数え『ひかり』誌もまた一九○号発行してこれたこ

とは、偏に、偉大なる高橋信次先生の大いなるお計らいとお導きによる

ものでございます。 

 こうして今日までのことを、いろいろ繋ぎ思い返していましたとき 

 ふと、二千年前．イエス様が、ガリラヤ湖畔ベッサイダの丘で、五千

人以上の大衆に説法され、夕食にと『五つのパンと二匹の干し魚』を、

次々割いてはお与えになられたことを思い出しました。 

 イエス様の手にある『五つのパンと二匹の干し魚』は、割いても割い

ても、何時までも『五つのパンと二匹の干し魚』が残っていて、そのう
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ちに大衆の空腹が満たされたのでした。 

 

 さらには、長年エジプトで奴隷をしていたイスラエルの民が、モーセ

によって解放され、シナイの砂漠を放浪していたとき、人々は、むしろ

奴隷のときの方が良かったと、愚痴を言いながら、食べ物が欲しい、水

が欲しいと叫んだ。 

 モーセは、その都度、主の大いなるお計らいを心に聞いた。そして大

衆の飢えを癒した。 

 これらのことが次々重なり『食べ物ではない、飲み水ではない。何時

のときも心の飢えを・心の渇きを満たす法の泉をお与えくださっている』

遠い日のことに重ねて今のことを思いました。 

 永遠の時を超えて何時の時も為し賜っておられます、偉大なる主の大

いなるご慈愛に、ただただ涙いたします。 

 今生の一年四ヶ月という『ほんの一瞬』は私の永遠の生命の中で再び

巡り来ることのない栄光の日々でありました。 

 今もなお、一年四ヵ月というパンを、何時までも割いては配り、割い

ては分け、お与えくださっておられる、偉大なる主のお姿を、私は拝見

するのです。 

 

 偉大なる神に対し 日々お与え頂いています大慈悲に対して、心から 

          の報恩感謝の誠を捧げ、 

 偉大なる主に対し 心を尽くして一人でも多くの人々に法をお伝え 

          いたします。 

 

 （参考資料：省略） 
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【難病が次々癒される現象を頂いて】2000-5 月 

 

 「求めよ、さらば与えん」という、偉大なイエス様のおことばは、世

の殆どの人々の知るところであります。 

 その「求めよ」というおことばこそ、偉大な神に対して、神の子が心

から救いを求める必死の叫びこそ、神のみ心に通じるものであり、直ち

にその願いは聞き届けられることをお教え頂いたように思います。 

 要は、その「求めよ」という、神の子の求める、求めようとする心の

向きが、苦しい中での神頼みか、真に正しい父で在られる神か、それと

も父なる神を忘れて異なった神に意識を向けてはいないだろうか、と思

うのです。 

 今日まで私の回りで、本当に数え切れないくらいの多数の方々が、偉

大な神のみ光により、次々お救い頂きました。 

 「良かったね」「素晴らしいことですね」「神はいませり、やはり神は

おられるのですね」などなどそのつど、癒された人たちは嬉しいあまり、

叫ばれました。 

 しかし、私自身その繋ぎ役を務めさせて頂いている者として、もっと

もっと深く正法（正しい神のみ心）を学び、実践してより深く深く心で

学ぶ努力をしなければならないと思うこの頃です。 

 そこで、法に帰依しておられる各位と共に、偉大な主・高橋信次先生

がお導きくださっていますみ教えを「ひかり」誌に掲げて、その偉大な

るお悟りに対して、この日本という地をお選びになられ、さらには愚か

な私達をお選びくださり、今もなお天上よりお計らいお導き賜っておら

れる大いなる慈愛を讃え、私達の報恩感謝のまことごころを捧げたいと

思い、この稿を書かせて頂くことにいたしました。 

 連載させて頂く中で、私も癒されました、私もお救い頂きました、と

いう悦びを頂かれた方には、何とぞその悦びと感謝を私までお送りくだ

さいますようお願い申し上げます。 

 はじめに、偉大なる主・高橋信次先生の偉大な在りし日々を讃え、光

に満ちたみ教えを転載させて頂きたいと思います。 

（『心の原点、現世と来世の相違 二五○頁』より転戦させて頂きまし

た） 

 『心の問題は、多分に主観的であり、経験のない場合は理解しにくい

面が多いと思います。しかし経験がないからといって、これを否定する

ことは、科学する現代人にしては正しい態度ではない。 

 古来から多くの聖者が普通の常識では考えられないような奇跡、徳行
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を実践し、衆生を救って来た。 

 右の頬を打たば、左をも向けよ、といったイエス・キリストの心情は、

現代人には容易に理解出来ないと思う。 

 モーゼの大奇跡は、今日では神話の一つに数えられ、学者によっては

モーゼを架空の人物としか扱っていない人もあるようだ。 

 また、ブッダの悟りについても、語りつがれた創作のようにみている

人もおり、理解出来ない事柄は、すべて捨ててしまうようである。 

 今日、残されている文献の多くは、虚構と真実が入り雑じり、真偽の

判断がつけ難くなっているが、三次元的理解を超えたこうした徳行、奇

跡というものを考えたならば、三次元以上の高次元の作用のあることを

推量することが出来ると思う。 

 三次元の現世の肉体舟に乗っている時は、私達の意識は、通常一○％

くらいしか表面に出ていないために、一寸先がわからず、盲目の人生を

歩んで苦楽を体験することになる。 

 しかし、肉体舟から降りている時（眠っている時や、心が調和されて

船頭さんである魂が肉体から離れている時）は、次元の違った世界に行

っているため、私達の肉体舟の付属品、眼、鼻、耳、舌、身の五官の作

用は、人それぞれによってちがうが、外部からの振動には全く無関心で

あろう。 

 したがって記憶すら働いていない、といってもよいであろう。 

 記憶がないということは、一切の記憶は決して私たちの脳細胞の中に

あるのではないということだ。 

 肉体舟の船頭さんである意識、すなわち魂ということになろう。 

 どんな喜怒哀楽があっても、眠ってしまえば、その時は忘れている。 

 これは三次元の肉体舟から離れ四次元以降に魂が移勤しているため

に、各人の意識の九○％が表面に出、一○％が潜在して、はっきりと現

象化して来ないからといえよう。 

 就眠は肉体と意識、つまり、肉体舟の生命が人生航路の修行に耐え得

るために行なうものである。 

 これは光の線、すなわち霊子線のようなもので、四次元以降多次元の

世界にコンタクトされ、その光の線を通して、魂があの世実在界（四次

元以降）にかえっていくことなのである。 

 死は肉体舟が人生航路に耐えられなくなった時であり、肉体舟と意識

を結んでいる霊子線は完全に切断されてしまうものだ。 

 二度と肉体舟を支配して三次元空間で活動することは不可能である。 

 船頭を失った肉体舟は次第に朽ち果て、大自然界に還っていく。 
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 一方、肉体を離れた魂は、四次元の乗り舟である光子体ともいうべき

精妙なボディーを持っている。 

 生前における私達の原子肉体はこの光子体と共に生活しているので

あるから、死は両者の決別といってもいいわけだ。 

 私達の心の在り方によって、私達の意識は四次元以降多次元の世界に

も通じるし、反対に、同じ四次元でも、非常に暗い世界にも通じてしま

う。 

 慈悲と愛の心で人々に接している魂は、光のあふれた多次元の世界に

通じ、自己保存、自我我欲の強い人々は、心が暗いスモッグによって覆

われ、神の光をさえぎってしまうために、後光（オーラ）も暗く、苦し

み悲しみの中であえぎ、地獄界に通じている。 

 あの世の地獄界は、餓鬼、阿修羅、畜生、煉獄、無間地獄というよう

に、恐ろしい世界である。 

 美しい心の状態によって、非物質的な精妙な霊囲気をつくり出してい

る天上界は、この世の三次元の不安定な固体的天体の地球を包んでいる。 

 地上界に住んでいる人々の心と行ないが中道の調和された生活であ

れば、地球は、さらに光明化され、ユートピア完成の時期が早まろう。 

 地上界の人類は永い歳月を通して、混乱した闘争と破壊の業をつくり

出してきたが、これまで非常に多面的であった思想も、社会主義と資本

主義の二極にわかれ、ようやく調和への光明に向かって、進んでいると

いえよう。 

 ある意味では、現在の混乱した社会は、人類が体験しなくてはならな

い業といえよう。 

 いずれにせよ、経済力、権力、武力によって支配しようとする人々の

多くは、たとえ一時の支配は出来ても、人間本来の神性仏性である心の

自由を支配することは出来まい。 

 人間の生活環境の経済的ルールが変わっても、やがては自由平等の、

人類は皆兄弟という慈愛の心が平和な世界国家を完成して行くであろ

う。 

 人類はそのための厳しい学習を体験しているわけである。 

 心のない思想はいたずらに、社会を混乱におとし入れ、人心を迷わせ

不幸にするだけである。 

 心まで腐ってしまった思想家とその実践者は、最も厳しい煉獄地獄で

その間違いに気がつくまで修行する。その修行を他に転嫁することは出

来ない。 

 この現象界は、無から有を生ぜしめることは不可能なことである。 
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 有から縁によって有が生ずることは、崩すことの出来ない現象であり

法則だ。 

 私達の五官で感じないから無いという考えは、非常に愚かしいのであ

る。 

 人間の生活の知識によってつくり出された物質文明は、公害という副

産物を蒔き散らした。 

 大気の中に、窒素化物や硫化物その他の光化学スモッグという生物生

存に危険な毒物をつくり出してしまった。 

 私達の肉体舟も両親の縁により、またその船頭さんも次元の異なった

世界において、因を結び、その縁生によって、有から有が生じたのであ

る。 

 エネルギー不滅の法則も、質量不変の法則も、まったく有から有が生

じ、その有が形を変えて現象化するに過ぎないということを示している。 

 私達の心と行ないについても、同じことがいえる。 

 苦しみ、悲しみ、喜びの原因は、すべて、五官と心がつくり出したも

ので、無から有が生じるものではない。 

 想念は、現象を生み出す能力を持っているからである。 

 肉体的、精神的な諸現象は、そのために相互関係にあるということだ。 

 仏教でいう色心不二という意味を思い出して欲しい。 

 両者は別々には存在していないし、相互に関係し合いながら、現象を

造り出しているわけである。 

 現代医学の殆どが肉体的条件だけを追究して一切の病気を治そうと

している。 

 しかしそれは誤りである。物理学の分野はすでに一つのある大きな壁

にぶち当り、数十年前の相対性理論、特殊相対性理論以上のものが出て

こないではないか。 

 私達の肉体諸器官は、胃は胃として、心臓は心臓としての意識を持っ

ているし、肉体舟の調和のために、各諸器官はそれぞれの使命を持って

活動を続けている。肉体舟の船頭さんである魂、意識の相互関係の大調

和が、もっとも大事であり、病気はこの両者の不調和が原因なのである。 

 現代人にみられるノイローゼという病気も、肉体舟と船頭さんの心の

不調和が原因になっている。 

 それは、偏ったものの見方、自己中心的な考え、そして、心の中に不

調和な想念をつめ込んではき出すことの出来ない情緒不安定な生活の

積み重ねの結果、生じてくるもので、殆どが他次元の地獄霊や動物霊の

憑依によって、人格が変わってしまうものである。 



1052 

 

 暗い、しめっぽい場所にゴキブリやうじが湧く。彼らは明るい太陽の

もとでは生きられない。それと同じように心と行ないの正しい人々には、

心の中に曇りがないため、彼らは近づくことが出来ないのだ。 

 このようにして、三次元の色の世界と四次元以降の心の世界とは、切

り離して考えることは出来ないということだ』 

 

 （「ひかり」誌には「次月号に続く」と記載されていますが、次月号

以降に掲載されることはなく、ここで中断されています） 
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【「教育改革に関する意見書」を提出して】2000-6 月 

 

 去る一月末、小淵首相の施政方針演説の中に『教育改革に関する意見』

公募のお話があり、これこそまさに偉大な主の御計らい御導きによるも

のと直感し、それから約一カ月間関係者の不眠不休のご協力を頂き、主

がお説きになられた神理を五三頁の冊子にまとめ、二月二七日内閣官房

審議室に提出いたしました。 

 その『はじめに』を、次に掲載させて頂きました。 

 なお、五月号から連載の『難病が次々癒される現象を頂いて』は、七

月号に掲載させて頂く予定にしております。(編者注：実際には掲載さ

れず、5 月分のみで中断となりました) 

 

 『はじめに』 

 去る一月二八日昼過ぎ、金沢市内の銀行にいたとき聞き覚えのある声

で『司馬遼太郎先生の……』という言葉が聞こえて来たので、近くのテ

レビを見ると、ちょうど小淵首相の施政方針演説が流れていました。 

 暫くの間じっと聞いていましたが、余り長くいると不審人物のように

思われては大変と思い帰宅いたしました。 

 車の中でも、心に残っていた『五つの挑戦』という言葉に、何か感激

というか、感動しながらこれまで距離があった小淵首相が、この時を境

にうーんと身近に何か親しみを持って感じられるようになり、長年の間

考えていた『正法』の伝道と重なり、心わくわくしながら夕刊に飛び付

き、載っていた施政方針演説を赤ペンを片手に何回も拝読いたしました。

それでもなお飽き足らず、次にワープロに一字一句拾いながら打ち込み、

またじっくり何度も拝見し、首相のお考えを把握するよう努力いたしま

した。そこではじめて、心に響くものがあり、これはただごとではない、

きっと、いや間違いなく、天上界にいませる偉大な主（仏教的にはブッ

ダと申し上げます。地球上に生きる人類が所属している太陽系霊団(約

五百数十億のうち地球上には約六十億が出ている)上上段階光の大大指

導霊）には、日本国の宰相小淵恵三首相のお心に『仏国土ユートピア建

設』に向けて『新しい二一世紀の教育百年の計・教育改革に関する意見』

を国民から公募し、神意に適った政策を樹立するようにとのお計らいを

御働きかけなされたものと、私の心に伝わって来たのです。 

 偉大な主には、かつて地上界に肉体を持たれ高橋信次先生としてご幼

少のときから自分自身の他にもう一人の自分がいることを発見され、そ

のもう一人とは、何か、ということに疑問を持たれ、以来三二年かけて
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物理学と数学により自然科学を通じて疑問追究、疑問追究という難行苦

行の末『宇宙即我』という偉大な偉大な神意をお悟りになられ、神の子

人間の正しく生きる道について『法（神理）』を説かれたのでございま

す。 

 そしてこの私に、その偉大な法（神理）により、このたび公募された

『教育改革に関する意見』という狭い範囲のものではなく、神仏の次元

から、地球の次元から、一国家の次元から、一個人の次元からに分けた、

人間神の子同士の出会いから結婚、夫婦の調和された愛、受胎、調和さ

れた夫婦の愛というエネルギーによる細胞分裂、出産と幼児に対する夫

婦の愛、母の愛、父の愛、幼稚園から小学校、中学、高校、大学生に至

る親子の調和、人生の目的と使命について、親子、夫婦の縁生について、

生涯とは人生七○年、八○年ではなく、この一瞬一瞬が生涯であり、只

今現在の一瞬はすぐさま過去となり、やがて死を迎える未来へと刻々移

っているという、人間は常に過去、現在、未来の三世に跨って生きてい

る魂であること、地球は神の体の一部であること、魂、意識、心とは永

遠に生き続ける自分自身であり、肉体はその魂を乗せている乗り物に過

ぎないこと、よってその乗り物は有限であり、刻々形を変えつつある無

常なものであること、生きて行く正しい基準は、太陽が唯一であるよう

に唯一であること、八正道について、自分にウソのない生活の実践など

について、分かりやすくまとめ、小淵首相に対して提言するよう、ご下

命賜ったことが私の心に伝わって来ました。 

 

 今から約二五〇〇年前、インドの地に生まれられたお釈迦様には、悟

られた宇宙の神理『正法・慈悲』を説かれました。その後、今から約二

○○○年前、かのイスラエルの地にイエス様が出られ、お悟りになられ、

お釈迦様が説かれなかった『正法・愛』を説かれました。この偉大なお

二人の方は、共に神理を説かれたのですが、時代が移り変わるごとにそ

の時代時代の人間の知と意が入り、神理も思想に変わってしまいました。

そこで、かつてお釈迦様が予言された通り、天上界筆頭の光の大指導霊

には、高橋信次という御名のもと肉体を持ってこの地上界にお出ましに

なられ、お悟りになられ、正法を説かれたのでございます。 

 それは、仏教もキリスト教も元は同じ一つの神理であること、人生の

目的と使命とは、この世とあの世の関係について、この地球を仏国土ユ

ートピアにするため精進努力することなどについて、説き明かされたの

でございます。そして一日も早く正法が地球の隅々にまで広がり、法を

正しく実践するようになることを願われ、天上の世界へとお帰りになら
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れたのでございます。その当時から、この私も、偉大な主・高橋信次先

生の御手、御足とならせて頂けるよう、今日までその説かれた法を実践

し、無所得で全国を飛び回り、一日も早く法が心在る人たちに伝わるよ

うに精進努力してまいりました。 

 このように今生この日本には、偉大な主・高橋信次先生のお出ましに

より、特に選ばれた神の子たちが多数出ているため、戦争に負けた国に

も拘らず、世界のトップに立っていることをお教え頂いています。そし

て、やがてこの日本が世界の中心となり、指導的役割を果たして行かね

ばならないことをお導き頂いております。 

 したがいまして、その大使命を果たすためにも心在る首相が出られ、

ご夫婦ともども一日も早くその使命に目覚められることが緊急の課題

であります。それには、まず正しい神理を学修ご精進され、『神意に即

した生活を自らの努力によって築き上げることが、神仏の心に通じるこ

となのだ。人間らしい生活の最善の努力こそ私達の心に平和な安らぎを

与え、神仏の慈悲が約束される。“法は慈悲と愛を喚起する力である。

神は無限の慈悲とその力をもって、正法を信ずる者の行く手に、光明の

道を開いてくれよう”』というお導きを大切にされ、地球的視野に立っ

た愛による政治を心がけることが大事なのでございます。 

 思いますに、このたび改めて、小淵首相、貴方様が日本の政権を担当

するよう、偉大な主・高橋信次先生より、ご下命賜ったものと思わせて

頂きました。 

 特にこれからの政治は、従来の愚かな人知による深謀遠慮による数の

組合せなどの術策に頼るものではなく、常に神意に即した、正しい政治

を実践するため、心在る円満な人格者を中心とした人たちを回りに集め、

思想や心を惑わす宗教家たちを避け、無所得の愛に生きる人、名誉、地

位、財力にとらわれることのない人材を中心としたグループにより、一

命を捧げて当たられますよう、偉大な主には、小淵首相、貴方様にその

ご下命を賜ったものと強く思わせて頂きました。 

 今生、偉大な主には、この日本にお出ましになられ、地球上のすべて

の神の子に対して、正法（神の御心）を叫ばれたのでございます。した

がいまして、今日只今は、人間の意や知では考えられない、真に神仏を

信ずることが出来る心在る方のみが信じられる、偉大な偉大な御業を拝

することが出来る、誠に勿体ない申し上げ方ではございますが、まさに

天と地が本当に近い近い時代を只今頂いているのでございます。 

 その証といたしましては、事あるごとに私の心にお導きを頂いており

ますことと、また事あるごとに山々を始め、大自然が現象化し、天上界
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の大自然が投映され、さらには、太陽の周りに太陽よりも遥かに大きな

丸い七色の虹の輪（私達は光輪現象と申し上げております）が祝福とし

て現象化した姿をお見せくださいます。それは、かつてのとき、ちょう

どノアに対して偉大な主には、嵐が治まったとき七色の虹によって祝福

されましたが、今もまたその通りの現証を今日まで数多くお与え頂き、

拝見する者に『主はいませり』という感激感動とともに勇気と希望とを

頂いてまいりました。信じられようが信じられまいがこれは事実です。

このことは、この私自身だけが拝見しているものではなく、金沢の上空

に現れている現象は、当然大阪や他の地域でも気象条件が良いときには

必ず拝見されているものですが、正法を実践している人以外の人には、

その神意は理解出来ないものと思います。 

 この意見書は、何日間も心を正し、心を込めて書かせて頂きましたが、

その間、去る二月二三日一三時四七分、金沢市の天空に太陽の周りに大

きな光輪の現象が現れ、私達関係者全員このたびの『教育改革意見書』

を書かせて頂いていることは、まさに間違いなく偉大な主の御計らい御

導きによるものであることを強く思わせて頂き、一同感涙に咽びました

次第でございます。 

 この意見書は、何とぞ御奥様ともどもご高覧賜りますようお願い申し

上げます。なお、私どものホームページも何とぞご高覧くださいますよ

う併せてお願いいたします。 

 さらに、高橋信次先生のご著書ならびにご講演カセットなどについて

ご要望がございましたら、何とぞご下命くださいますようお待ち申し上

げております。 

 

 偉大な高橋信次先生の法を、国内と海外にお伝えした経緯ならびに偉

大な奇跡について 

 

 かつて日本全国に足を運ばれた偉大な主・高橋信次先生の尊い御影、

御足跡を踏むことのないよう、『私が為したように、貴方も無所得のま

ま、一人でも多くの心在る魂に対して法を伝えるように』とのお導きの

儘、今日までの二五年間、手弁当を提げて各地に出向かせて頂き、同志

とともにお伝え申し上げてまいりました。 

 

 一九七五年三月 偉大な高橋信次先生の法門に入門 

      七月 金沢で『心の原点』と題され、約一千三百名に対し 

         てご講演された 
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 一九七六年六月 予言された通りご昇天された 

         ご著書を国会図書館を始め国内の公立図書館、各大 

         学の図書館に寄贈 

         北陸四県に伝道と指導を始める 

 一九九二年三月 大阪地区に定期学修会開設 

         海外の在外邦人会にご著書寄贈 

         ブラジルを始め数ヵ国に月刊『ひかり』誌を送る 

 一九九五年二月 オウムの無差別殺人事件発生により、北陸大学薬学 

         部に高橋信次先生のご著書を教科書とした『人間 

         学・・心』の講義開講 

         アメリカよりレイモンド・オータニ博士（二千五百 

         年前の時代のインドの過去世モンガラナー様十大 

         弟子のお一人の方）来訪 

         韓国より法を求めて来訪 

         ブラジル・サンパウロ市より富山賦一様来訪。ブラ 

         ジルの窮状を救済する道は、高橋信次先生の法しか 

         ない。私財を擲って全国民にご著書を読ませたい 

 一九九六年四月 鹿児島に定期学修会開設引き続き福岡、熊本に開設 

         浜松に定期学修会開設 

 一九九八年五月 東京にビデオによる定期学修会開設 

      九月 高橋信次先生のご生誕の日を祝し、インターネット 

         にホームページ開設 

 二○○○年   北陸大学において『人間学・・心』の講義開講以来 

         約一千五百名受講した。 

         学生から最も関心ある講義となる。また、正法を講 

         義している大学は地球上本学が唯一の存在である 

         今年より市民講座開講 

         月刊『ひかり』誌通巻二一○号となる 

     一一月 ハーバード大学を訪ね、肉体を中心とした医学では 

         なく、意識を中心とした正しい医学により、難病が 

         癒されている多数の実例と神の領域を厳守すべき 

         法を物差しとした医学についての講義の下打ち合 

         わせの実施 

 二〇〇一年   国連事務総長を訪ね、今生日本に偉大な主・高橋信 

         次先生には肉体を持たれてお出ましになられ、悟ら 

         れ正法を説かれたこと。今後の国際会議は、自国の 
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         利害を中心とした協議を止め、各国の代表は、すべ 

         てが自分の良心にウソのない協議をすることによ 

         り、大国も小国もすべてが平等となり、戦争や飢え 

         や病気などのない平和な地球が復活し、神のもと人 

         類はすべて神の子であり、皆兄弟姉妹であり、相互 

         に助け合い、許し合い、補い合い、思いやり合う愛 

         による自己確立を計り、神意による仏国土ユートピ 

         アを建設することが人生の目的と使命であること 

         を伝える 

 

 偉大な主のご下命を頂き九州より関西・東海・東京・富山に毎月出さ

せて頂き、今から約二〇○○年前、かのイスラエルの地にイエス・キリ

スト様がお出ましになられ、『求めよ、さらば与えん』と、申され、数

多くの難病患者が癒されたように、また、偉大な主・高橋信次先生ご在

世時もまた、幾多の病める人たちが癒されました。 

 誠に恐れ多いことではございますが、偉大な主・高橋信次先生の御計

らいと御導きにより、今日私の周りにおいても多数の難病の方々が次々

癒されております。 

 一九七六年八月  イエス様には、私に対して次のようにお導きくだ

さいました。 

 『常に不動の心を持って安らいで生きてください。自信を持ってくだ

さい。そのためには自分を捨てて行きなさい。私達が貴方を導こうと思

っても、心に迷いがあり、貴方がしっかりしていなかったら、私達は導

けないのです』 

 

 人々に愛の心を忘れてはならない 人を裁く心を持ってはならない 

 人には平等にせよ       人の上に自分を置いてはならない 

 人の足を洗う心を持て 

 

 【偉大な主・高橋信次先生】 

 一九二七年九月、長野県佐久市の農家にお生まれになられた。 

 一○歳の頃、死んだり、生きたりした経験があり、自分の肉体から意

識が、つまりもう一人の自分が出て、自由を失った肉体の自分を眺めて

いる。こういう経験を何回となく繰り返したことから、もう一人の抜け

出した自分とはいったいなんだろうかと、それを探求するのに数学と物

理学の考え方から入って研究され、成人して電子部品の研究を進め、高
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電工業社長。四一歳のとき神理を悟られ、『ＧＬＡ・神理の会』を主宰

され、法をお説きになられ多数の衆生を救済された。 

 今生肉体を持たれてお出ましになられた目的は、仏教もキリスト教も

すべて神の御心を説いたものであり、一つであることを指導するためと、

地獄が満員のため天上に帰る魂が少なく、人類絶滅の危機を迎えている

ため、人間神の子の心を正すため、また、仏国土ユートピア建設を悲願

とすることをお教え頂きました。 

 

 ご著書 『心の発見・神理・科学・現証篇』『人間釈迦・第一部から 

      四部』 

     『心の原点』『原説般若心経』『心の指針』『心眼を開く』 

     『悪霊一部』『悪霊二部』『愛は憎しみを越えて』など。 

 

 

 高橋信次先生のお導きによる「教育改革に関する意見」の本文は、改

めて掲載させて頂きたいと思います。 

 

 付記 この意見書が小淵首相のお手元に届いた頃から、新聞記事に発

表された首相のお言葉の中に『一日一生』とか『過去・現在・未来』と

いったお言葉があり、私達は提出した『意見書』をお読みくださってい

るという手ごたえのようなものを感じ取り、当時大変嬉しい思いをしな

がらその結果に期待を寄せておりました。 

 

 小淵前首相のご冥福をお祈り申し上げます。(編者注：小渕首相はこ

の『意見書』提出後、急逝されました) 
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【第二五回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会で】2000-8 月  

 

 本日ここに偉大な高橋信次先生をお迎え申し上げ、一九八名の心熱き

同志のご参加のもと、『第二五回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会』

が、開催出来ますことを心より感謝と御礼を申し上げます。有り難うご

ざいました。 

 また、この一年間のお世話と伝道のご労苦に対し、心から厚く御礼申

し上げます。 

 この会が今日で二五回という回数を重ねて来れました根源は、一九七

五年七月七日、高橋信次先生には、金沢講演会の翌日、世話人との昼食

会の席上次のお歌をお詠みくださいました。 

 

   『道ひらく 加賀の都に 

     灯火（ともしび）が 

          心の中に 光輝く』 

 

 このお歌が始まった時から、私の心は破れそうになりどうすることも

出来ない儘、先生の御前で始まりから終わりまで私の魂と守護・指導霊

が共に男泣きに泣き崩れてしまいました。終わられた後、私に一言話す

ように申されたのですが、私は赤子のように先生のお顔を見上げた儘た

だ泣きじゃくるのみで、一言も御礼の言葉を申し上げられない状態の儘

終わってしまったのでした。 

 そして今もなお、この日のことを思うごとに、あの日の溢れる涙とと

もに、先生の朗々とした美しいお声が私の心一杯に蘇るのです。 

 ご下命により、初めて金沢を離れて堺市に学修会を開き、四年後の一

九九六年四月初めて見る鹿児島に出させて頂き、続いて福岡に、熊本に

と学修会を開きました。 

 かねてより、先生には、金沢でお歌をお詠みになられたように、きっ

と各地でも沢山お歌をお詠みになられたに違いないと思っていたので、

法友にお歌が残っていないか調べて頂きましたところ、金沢以外ではた

だ一カ所、一九七五年八月一七日、神戸講演会が終わった後の夕食会の

席上でお詠みになられた二首のお歌以外にはないことが分かりました。 

 そこで初めて、金沢でお詠みくださいましたお歌に込められた先生の

深いお心が偲ばれるようになり、やっと愚かな心に、あの日の朗々とし

たお声とともに先生の熱い御心が伝わって来るようになりました。 

 『心熱き者たちの心に灯った光り輝く法灯は、やがてここ金沢から全
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世界の心在る人たちの心に広がり、光に満たされて行くであろう』とい

うように思えるようになりました。 

 これまで多数の方が、このお歌について、『法灯は、この金沢から地

球の隅々まで広がるであろう』というように思われる、これは大変なお

歌だ。丸山さん、先生は貴方にその重大な使命を託しておられる、等と

申されましたが、その都度、私は自分中心の愚かな思いで否定してまい

りましたが、ここにあらためて偉大な主・高橋信次先生に対して、その

御無礼を心から深くお詫び申し上げたいと思います。 

 金沢講演会当日は早朝から大変な豪雨でしたが、先生には、小松空港

に下りられ、お元気なお姿でゲートに出迎えの私たち夫婦に対して、天

を指され『雨はもう大丈夫ですよ』と、声は届かないのですがそのよう

に申されながら歩いて来られたように思いました。 

 高橋信次先生には、一九六八年七月六日大悟され、次のお歌をお詠み

になられました。 

 

 『神仏の 光求めて 

       幾星霜（いくせいそう） 

          悟れば仏 我が心なり』 

 

 先生には、『永年の間求めて来られた仏とは、悟って見れば、何と我

が心が仏であった』というお悦びのお歌ではなかろうかと思わせて頂い

てまいりました。その記念すべき七月六日、しかも七周年という記念す

べき祝日を、初めての金沢におけるご講演に重ねてくださり、あの世は

勿論のこと、全世界のすべての魂に対して、法をお叫びになられたので

した。 

 金沢講演会は、二ヵ月も前から入り切れない程人が集まると予言され

た通り、一千三百人という初めての講演会としては例のない大変な人で

一杯になりました。 

 聞くところによれば、一番最初の大阪は堺市での講演会では約八○名

で、その他多い所で二百名位であったことを思うとき、金沢講演会は初

めての講演会にもかかわらず前例のない盛会であったと、多数の方から

お褒めのお言葉を頂きました。 

 その翌日、金沢都ホテルで、先生には、先生と関西本部長の中谷先生

との間に私を座らせて、『今回の金沢講演会は、ＧＬＡの歴史を変えた』

と、激賞してくださり、その後、私に『貴方は何人の人をまとめて行け

る自信がありますか』とお尋ねになられました。かつて私は、北陸地方
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ではもっとも大きい公共企業体で約一万三千人の責任者の秘書を長年

していたので、『一万三千人くらいなら、何とかまとめて行ける自信が

あります』と申し上げたところ、先生には、同席しておられた中谷先生

に対して、『そうだろう、私が言っていた通りだろう』と、大変嬉しそ

うにお悦びになられているようでした。 

 『新潟、富山、石川、福井の四県、約五百数十万人のうち、五人に一

人が法に帰依することを誓って天上界から出て来ている。やがて貴方は、

北陸本部長としてこの地方に法を伝えて頂きたい』と、ご下命されまし

た。 

 その後、北陸でも福井、石川、富山の三県内の各地に学修会というよ

りも勉強会を開いて行きました。ある日の富山での勉強会で、ある方が、

『反省について貴方は分かってはいない。私は、奈良にある内観所とい

う所に行き、約一カ月間朝の五時から夜遅くまで反省をしてきた。貴方

もそこへ行って反省をして来たら良い。そこは高橋信次先生がご承認し

ておられるところだ』と、言われ、私はびっくりしてしまいました。 

 何しろ毎日のようにある勉強会には、何一つ勉強もしない儘参加して

いたものですから、当然のこと何時も、びくびくおどおどしながら参加

していた訳ですから、質問されても何一つ分からない、その不安な心を

少なくする方法として、二つのかばんに先生のご著書を一杯詰めこんで

出かけていました。何か質問をされても、ご著書を取り出してやんわり

頁をめくるような訳には行かないことは重々承知してはいるのですが、

心の不安を消すためにそういった馬鹿げたことをしていたのです。 

 ところがそのときの質問は、私にとってはついに来るべきものが来た

という大変大きな衝撃でした。当然答えることが出来ませんから、後日、

先生にお目にかからせて頂き、そのことについてご質問申し上げました。

先生には、ただ一言『そこには法がないんだよ』と、申されました。私

は大変気の小さい人間のため、続けて『それはどのような意味でしょう

か』とお尋ね申し上げても、きっと『そんなことぐらい自分で考えなさ

い』と、申されるに決まっていると一人決めしてしまい、言葉を呑んで

しまいました。 

 それからの私は、このことを心に落とさない限り、勉強会には出られ

ないし、お世話のご下命も返上しなければならないという、大変悲壮な

気持ちになっていました。 

 その日から、毎日毎日朝起きた時から夜寝るまで、暇さえあれば、『法

がない』とは、一体どういうことなんだろう、ご著書の何処かにお導き

頂いてはいないか等と、初めてあらゆるご著書を拝読することにとりか
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かり、あるいは先生のご講演のカセットテープを拝聴したり、これまで

のＧＬＡの月刊誌も拝読したりしながら．疲れると側に万年筆があれば、

それを後ろに隠して『ない』、前に出して『ある』という行動を繰り返

すようになりました。それを見ていた当時の会社の人や、家族は、愈々

狂って来たのではないかと思ったに違いないと思います。 

 『法がない』ということに対して、逆に考えると『法がある』という

ことになる。簡単なようでなかなか深遠な問答のように思いましたが、

絶対に発見して見せる、という一念のもと続けているうち、何時の間に

か長い年月が流れて行きました。その間、二つの会社の経営が益々悪く

なり、寝るに寝られない心の状態の儘、スポーツウエアを着た状態で新

聞やテレビも見ることなく、散髪も長女の床屋さんで刈ってもらい、昼

は会社の作業服を着用し、会社の内外の草刈りや清掃に汗を流し、反省

のために会社の宿直室に泊まり込みをしたりしながら過ごしていまし

た。 

 そのような中で、月刊『ほくりく』誌が発行されるようになり、さら

に毎月の原稿書きが加わり、愈々厳しい環境に置かれるようになり、『法

がないとは』という難問は解けず儘、後約一ヵ月で八年目の新しい年を

迎えようとしていた一二月の夜遅く、『ほくりく』誌の新年号の原稿を

書いておりました。 

 そしてあいも変わらず『法がある、法がないとは』と、金沢に先生が

お見えになられたとき、私にお土産と言ってくださいましたご著書『悪

霊第二部』発行第一号と『悪霊第一部』の二冊にサインをしてください

ました時、お使いになられた万年筆を、懲りもせず何時ものように前に

出したり、後ろに隠したりしていたとき、初めて 

 『法とは、偉大な高橋信次先生のお言葉の一言一句のすべてが、法で

ある』ということが心に落ちたのです。分かったのです。『分かったぞ

ー』と、家内に大きな声で叫びました。後は、ただ涙が溢れ、嬉し泣き

に泣きました。遂に『法がないとは、そこにはお悟りになられた偉大な

高橋信次先生の法を基準とした指導がない』ということが遂に分かった

のです。愚かな私はどうにかやっと七年かかって『法があるとは、法が

ないとは』ということが心で解ったのでした。 

 その日を境に、勉強会に出ることがあっても何一つ不安がなく、自信

が溢れるように出てまいりました。当然のこと、二つのカバンを持参す

ることもなくなりました。 

 しかし、果たしてこれは自分の能力だろうか、確証が頂けるまでは人

に言うことではない。自分を語ることよりも、益々自分を磨かなければ



1064 

 

ならない。常に、偉大な主・高橋信次先生には、お見守りくださってい

るという意識のもと、過ごしてまいりましたところ、法が心に落ちたあ

の悦びの日から一六年目の、しかもかつてイエス様からおことばを頂い

た一九九八年の同じ日、八月二四日午前一時半頃『心の発見・現証篇一

三○頁』を拝読していたとき、初めて、長年捜し求めていた私の心の中

の二つの疑問に対するお答を遂に頂いたのです。 

 『人生の疑問にぶつかり、それを追求し、正しい生活実践という努力

により探求した結果、究極の神理にぶつかったとき、初めて心に光明が

さして、指導霊や守護霊達の霊感が与えられたり、現象化されるという

ことなのである。 

 自ら努力し、欠点を修正して、中道の心と行いを実行している人々が、

勇者なのである』 

 

 このように祝福の日は、すべてがリンクされていることに気付かせて

頂きました。 

 こうして確証をお導き頂き、益々自信を深め、何処にも実施していな

いマンツーマンの個人指導を中心とした学修会を開いてまいりました。 

 先ほど東北研修会における高橋信次先生の最後のご講演がありまし

たが、当日は、かつてのお釈迦様の十大弟子の一人の方、カッチャーナ

ー様の補助として班別の学修をしていたとき、私の後ろのドアが開いた

ので、研修生の視線が一斉にそちらに向いたとき、突然先生の古代イン

ド語が聞こえ、しかも私のことを話しておられることに大変驚きました。

当初、急に先生にはお見えにはなられないことになったことをお聞きし

ていたので、驚きとともに大変感激いたしました。何か一抹の寂しさが

吹っ飛んでいくように思われました。 

 当時私が取るべき対応は『先生がお見えになられました。研修は中止

して先生に感謝申し上げましょう』と、申し上げるべきだったと今なお

後悔しております。 

 後に聞くところによれば、先生には、十日間もお食事を上がらない侭

大変ご無理をなさってお見えになられたようでした。これは、ご病気で

はなく、あの世にご昇天されるための機会をそういった形でお計らいさ

れておられるのではと思いました。 

 山形のお世話人の方は、先生におかゆを差し上げられたそうですが、

奇麗にお上がりになられているのですっかり安心していたようですが、

先生には、皆に心配をかけないようにとの深いご配慮をされ、何方かに

食べて頂かれたことを後に知り、申しわけなさに胸が熱くなりました。 
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 話は変わりますが、昨年の感謝と誓いの会で、私は、明治の海軍を育

てた山本権兵衛についてお話申し上げました。何時の年でしたか、ある

本で少し読んだ『山本権兵衛』のことが忘れられず、特に一昨年辺りか

ら急にその伝記が読みたくなり、捜してもなかなか見つからないので、

ここにおられる鹿児島の永吉哲哉様にお願いしてお世話して頂きまし

た。 

 その日から、私は夜を徹してむさぼるように読み続けました。読み終

わった後心に残ったことは、第一に、海軍兵学校の精神『指揮官先頭』

と、国運を賭けた日露海戦に際し、我が国の連合艦隊司令長官東郷元帥

を選んだ経緯について、山本権兵衛は、最高会議において『東郷は学力

優等ではなかったが、彼は何時も運の強い男なので、その運に賭けまし

た』という『運』が強く心に残りました。特に、『指揮官先頭』につい

て、現在の組織を眺めますと、むしろ『指揮官最後尾』であり、ここに

ついてお導き頂いているのだというように思わせて頂き、急拠『指揮官

先頭』の体制に切替えました。 

 さらに続いて『声楽家である大賀典雄様が、何故電気メーカーのソニ

ーにいるのだろうか』ここに非常に不思議と興味とを併せ持ってきたこ

とが知りたくて、是非ともその伝記が読みたいと思いました。 

 これは捜して見て、世に出ていないことが分かりました。ところがま

ことに不思議なことに、その直後に、この方の伝記がある雑誌に連載さ

れているのを発見し、続けて二冊求め、これも大変興味があったので、

前回同様息もつく間も惜しいような思いで一心に読み続けました。 

 私は、これまで長年の間、松下電器とお取引を頂いて来ましたので、

そういった物差しでソニーも見ていました。 

 ところが、世界的な声楽家でもある大賀典雄様の伝記を読み進む中で．

この会社の音響機器はすべて音楽家である大賀様の耳に合格し、さらに

大賀様の親友であるドイツの世界的指揮者であられたカラヤン様の耳

に合格した製品を世に出しておられることを初めて知りました。 

 一方松下電器は、音響機器でも電器技術での最高を極めることを目標

としていることに気付き、その違いがはっきりいたしました。 

 ここまでお聞きになられた各位には、既に、この私にどのようにしな

さい、と申されているかがお解りのことと思いますが、そうです。貴方

も『世界一の耳に叶うではなく、世界に法を伝道出来る心づくりを目指

しなさい』と、偉大な主には、暖かくお導きくださっていることにやっ

と気付いたのです。 

 ここで大切なことは、前述いたしました運とは、三つ子の魂百までの
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諺のように、生まれて三才までの間に両親から頂く愛情の豊かさ如何に

より、一生その魂の最高の運命を開くことが出来ない、という意のよう

に思いますが、自分自身が永い転生輪廻の過程で積み重ねて来た愛を今

生すべて発揮出来るか、出来ないかは、三才までの両親の愛情の豊かさ

如何により決まる、とお教え頂いたように思います。 

 言い換えますと、生まれて三才までの子供に対する両親の愛の調和度

により、この世に生まれる前の永い転生輪廻の過程において、如何に多

数の人に愛を与え救って来たか、法を伝え、神への道へと導いたか、そ

れが今日地上界での幸い、不幸につながる原因ではなかろうか、その内

在されたパラミタを今生も発揮出来るかは、三才までの両親の調和され

た愛情にかかっている。 

 したがって、この一瞬一瞬の回りの人に対する愛の思い、行いが如何

に重大であるか、常に主には、今私たちの目の前に現し、お見せくださ

り、愛の実践を問うておられるのではないでしょうか。いまや、この偉

大な法は、アメリカやブラジルを始め韓国の心在る人たちにも伝わり、

速度は大変遅いのですが、一歩一歩全世界に向けて広がって行っており

ます。 

 去る三月の初めに、突然当会のホームページを見たといって、ドイツ

のケルン在住の日本人音楽家、水間博明様という方から手紙を頂きまし

た。 

 『はじめまして、私は先週、丸山様のホームページを拝見させて頂き

感激いたした者であります。高橋先生亡き後は、もう本当に法を説かれ

る方はいないと思っておりました。実際インターネットを見たときは驚

きでした。 

 私は現在ドイツに住み音楽関係の仕事をしながら、高橋先生の正法流

布を目的に、自分自身の心を、修正中の水間博明と申します。（中略） 

 私で協力出来ることがあれば、悦んで協力させて頂きます。では、今

日はこれで失礼いたします』 

 という手紙が飛び込んで来たのです。その後、回を重ねて毎日のよう

に手紙のやりとりをしておりますなかで、一番最近来ましたものは、六

月二二日です。 

 『最近のドイツは異常気象が続いております。今日も気温が三○度を

越え、六月とは思えない天気が続いております。この異常気象も人間が

作り出したのではないかと思っております。 

 このたびは、またも心暖まるお手紙を頂き感謝感激いたしております。

先生の正法流布に対する情熱、姿勢に心打たれております。私も本当に
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見習わなければいけないと痛感いたしておる次第です。また、高橋先生

のご著書を送ってくださるとの事、本当に申し訳なく思っております。

実は今現在、高橋先生の御著書は各三冊そろえておりますが、補充のた

めに今回日本で高橋先生の御著書を買入する予定にしておりました。そ

して、丸山先生には遠慮は通用しないという事が解ったので、今回に限

って先生のお言葉に甘えさせて頂きたいと思います。 

 本当に有り難うございます。心から感謝申し上げます。先生のお陰で

今まで以上に励まねばと勇気が湧いて来ました。 

 話は変わりますがドイツにある日本の図書館の件ですが、今日までに

ケルン市とデュッセルドルフ市にある図書館を見つけました。ご報告申

し上げます。デュッセルドルフの方は日本クラブです。 

 ケルンの方の図書館はおもにドイツ人が中心に使用しているようで

す。 

 デュッセルドルフの図書館は九九パーセント日本人の利用だそうで

す。 

 また他の都市で日本語の図書館が見つかればお知らせいたします。大

変遅くなり申し訳ありませんでした。 

 最後になりましたが、『ほくりく』誌を全部読ませて頂きとても感銘

を受けました。高橋先生の『あなたはきびしい、きびしい！！』は私自

身の事として受け取らせて頂きました。また、皆様の御発表もすべて私

に当てはまる事ばかりで私の心の中に浸透いたしました。このような身

も知らずの私にすばらしい教材を送って頂き感謝感激いたしておりま

す。さっそく吉川君に『ほくりく』誌を読んでもらっております。彼も

丸山先生にお会いしてから一回り人間が大きくなったように思えます。

御指導有り難うございました』 

 

 三月に初めてお手紙を頂き、それから今日までに一○人の法友を作ら

れたということで、この二二日には七月号『ひかり』誌が発行され、一

二部お贈りいたしました。そして今年中には五○人にする。五○人にな

ったら私はドイツに行くね、と約束してあります。 

 皆さん、ここを考えて頂きたいと思います。高橋信次先生には、お悟

りになられて法を説かれたこの日本が、伝道は今微々たるものです。私

はある学修会に行くごとに、初めに私と約束した人数にも足りない。先

生まことに申し訳もございません。何とぞお許しください。と、何時も

帰りの電車の窓から西に沈む夕日に向かってお詫びしながら帰ること

が多いのです。どうか皆様には、頑張っていただきたいと思います。 
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 それから今朝ブラジル・サンパウロの高橋良明様から、お手紙を頂き

ましたので読ませて頂きます。 

 『私の正法との出会いは、東京の書店にて、『心の発見』を、今から

約一六年前の秋のことでした。当時の私は四五才、人生の頂点に達する

年齢にもかかわらず、仕事での行き詰まり、家庭での子供の教育での夫

婦の意見の対立などで、自分を顧みる能力もなく、ただ煩悩丸出しに、

酒におぼれ、怒り、そしり、愚痴るの生活に疲れ、自分を見失ったとき、

高橋信次先生のご著書を読ませて頂き、そのときはサーッと通りすぎる

が如く走り読みしたのでありますが、心の断面図と転生輪廻、そして神

は自分の心の中にありとの事だけが記憶としてとどまり、このことだけ

でも、当時の自分を反省させ、立ち直る大きなきっかけとなり、常識的

な日常生活を取り戻すことが出来たのであります。 

 その後また困難が続出するようになると、反省を忘れたがため、物質

がすべてと思うようになり、ブラジルの大地を南北に狂奔し、事業とい

うよりは、自我我欲の煩悩が先に走り、闘争と破壊、そして足ることを

知らぬ心の魔に支配され、混沌とした生活に困惑し、苦しみが多く出口

を見失い、なかば人生を諦めかけたある日のこと、家内が富山賦一様保

管の高橋信次先生のご講演ＶＴＲを、お借りしてきたものをそれとなく

みておりました。二時間ばかりＶＴＲをみているうちに全身が震え出し、

脳というか自分の魂がガーンと打ちのめされた、今思うと、自分に内在

していた悪霊が法の光に衝撃を受け、善なる我が蘇った瞬間でもありま

した。 

 それより、富山様保管のものすべてを勉強させて頂き、棚の奥にあっ

たご著書も再度約一年間、真剣に勉強することが出来ました。そして、

生涯で最高の幸運に出会う日が来たのであります。それは、去年の六月

二三日から五日間、私たち夫婦は、高橋信次先生の法を伝えておられる、

丸山先生にお会いすることが出来たのであります。五日間に渡り、先生

のおそばに置いて頂き、直接法の意義を詳しくご教授頂いたのでありま

す。 

 その間、ちょうど昨年の今日『第二四回高橋信次先生に捧げる感謝と

誓いの会』にも出席、畏れ多くも先生のお隣において頂き、法友の皆様

の貴重な体験発表、丸山先生の法話を拝聴し、感銘を受け、ここに我々

夫婦は、高橋信次先生の法に帰依させて頂くことが出来たのであります。 

 金沢は歴史のある素晴らしい都、そこを第一の心の故郷とさせて頂い

たうえ、丸山先生には、私の健康まで気遣ってくださり、心臓病まで治

療を受けたのであります。奥様よりの熊笹のスープは、金沢の暖かい心
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の香りがして大変美味でありました。 

 その翌日の富山での学修会にも出席し、今後のブラジルでの勉強方法

の良き鑑となりました。天空に大光輪が輝いていたことも大きな印象と

なりました。 

 それからは、尽きることのない自分の過去、現在の反省の毎日であり

ましたが、正法は実践の中にこそ生命が宿ることを知れと、心行の冒頭

に示されているが如く、八正道を生活の基準にしての毎日でありますが、

時折煩悩に振り回されては、瞑想反省し、修正してはの日常の中、先月

再び金沢に行く機会に恵まれ、帰依したものの責任の一つである伝道方

法について、丸山先生にご教授頂きたくお伺いしたところ、先生ご夫妻

様には、悦んでお迎えくださり、中道の精神をことこまやかに心に染み

るが如くご指導してくださいました。その時に柔らかい青葉の間よりの

日差しの中、先生のご尊顔が七色の虹に包まれ、美しい現象に出会い敬

服いたしました。 

 今日『第二五回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会』に、ブラジル

在住の私どもも本日は喪に服し、主の法に感謝を捧げ、正法を実践して

いくことを誓います。 

 丸山先生、奥様、法友の皆様、正法により反省いたし、日常生活を浄

化しながらの人生をお与えくださり、ここに謹んで報恩感謝の意を申し

上げる者でございます』 

 というメッセージが来ておりました。 

 このように私たちの努力のほかにも、大いなるお計らいお導きのもと

に、こうして世界各地に法が伝わって行っております。 

 私たちは自分にとらわれることはもう卒業しなくてはならない。私た

ちは、神よりお導き頂いた、直接ここで生の教えを頂いた者です。それ

には、今何が一番大事かと私は思いましたところ、神を畏れることだと

思います。 

 イエス様のおことばに、『畏れることは智慧の始まりである』とお教

え頂いております。智慧とは、人間がこの世に出て、幾多正法を実践し、

愛を実践して体験した心の宝です。潜在意識に持っているものです。そ

れを蘇らさない限り、幾たび神様、仏様、高橋信次先生とお叫びしよう

が、救われないということです。また、許されないということです。感

激、感動もありません。もしも皆様のなかに、正法というものを中断し

ている人がいたら、ご著書を拝読出来ないという人がいたとしたら、そ

れは自分中心の一○％の表面意識で今生きているからです。反省し、自

分の心を、潜在意識を呼び戻さない限り、正道を歩むことは至難なこと
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と思います。 

 そのため、昨年から『自分の善なる心にウソのない生活を実践しまし

ょう』と、叫んでいるのです。 

 ウソのない生活とは、自分の良心、良い心に何事も相談して生きて下

さい。自分の心に思うこと、行うことを一度良心に相談して下さい。そ

の相談が終わったことを言葉に出してください。そういった思いや行い

を積み重ねて行くと、次第に心が穏やかになり、安らいで来るようにな

ります。 

 その頂いた悦びこそ、大宇宙大神霊・仏にお導き頂き、お救い頂いて

いる証でもあります。病気や怪我が癒されたことも大きなお救いを頂い

たことですが、日々の生活の中において心に安らぎが頂けるようになら

せて頂くことは、何よりも有り難い何よりも素晴らしいお救いお導きを

頂いている証であります。日常生活がそのように平安になれば、当然の

こと病気や怪我や苦悩などは、すべて遠ざかるものと思います。 

 何とぞお救い頂いた感謝と悦びを大宇宙大神霊・仏に対して、捧げて

ください。それは、一人でも多くの方々にその悦びと、神仏の実在とを

叫んで行くことが報恩感謝を捧げることであります。 

 そのことについては、ご著書『心の発見・科学篇』七五頁に次のよう

にお教え頂いております。 

 『私たちは．人生航路の乗り舟の眼耳鼻舌身という五官を通して生活

をしているため、肉体がすべてだと錯覚してしまっているのである。 

 その結果、何事も肉体舟の支配者である意識、意識の中心である“心”

に相談することなく、五官のみの判断で生きてきている。自己保存、自

我我欲に陥り、知的な判断に片寄って仏性を忘れ去ってきたのである。 

 私たちの魂、すなわち意識に潜在している心の世界には、過去世で学

んだ経験と実践が、無限の智慧の宝となって納められている。 

 調和された心の生活によって、その潜在意識はひもとかれ、宝庫の中

から偉大な智慧は取り出される。私たちの心は、転生輪廻を積み重ねて

きたその過去世の尊い経験を生かして、より高い次元の境涯に進化され

て行く。それは人生修行の本当の姿といえる。またそうすることが、神

仏の子としての私たちの当然の義務であるともいえるのである。 

 こうした説明に、読者はもし疑問を持つなら、本書を熟読し、まず神

理の実践を、その心と行動において日常生活の中に生かしてみることが

必要である。必ずや良い結果が出ることを悟られることであろう。 

 ただし、現象面のみを追って、霊的現象を出したいと思う人々は、焦

り、自己満足、商売上の必要性、その他自我我欲、自己保存の心を持っ
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てそれをすると、動物霊や魔王に意識を支配され、却って苦悩するよう

になるから、神理と想念行為の一体を持って生活することが肝要である。 

 このときに初めて、人間は知による頭脳がすべての根元とする誤りを

悟ることであろう』 

 

 私たちには、今ここのところが一番大事だと思います。私たちはとか

く、大宇宙大神霊・仏よ、とお願いすれば何事でも叶えられる、何事で

も与えられると思いがちですが、それはとんでもない間違いだというこ

とを知って頂きたいと思います。 

 何事であれ、自分自身が一生懸命に努力して初めて、その努力に相応

した救いしか頂けないのです。 

 『求めよ、さらば与えられん』、求める努力がないところには、与え

られる筈がありません。求める前に、まず大宇宙大神霊・仏を、信ずる

努力が大事であります。 

 何事でもお願いさえすれば救われる、といった神様は、大変恐ろしい

ものと思わねばならないと思います。神仏を冒涜し、あるいは法を冒涜

して、一度か二度、お詫びしたところでそう簡単にお許し頂けるはずは

ないのです。その証拠に自分の心を見られたら、そのことがはっきりと

分かります。 

 それよりも、ただいまもっとも大事なことは、正しく法に帰依され、

正しくご著書を拝読することから始めてください。金太郎飴のように何

処を切っても金太郎の絵が出て来るように、私たちの心もまた何時なん

どきこの世を去ろうとも、心には常に法がしっかりと生きている己自身

となるように精進努力をされますようお祈りいたします。 

 皆様の平安をお祈りいたします。有り難うございました。 
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【「第二五回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」合同学修会でのあ

いさつ】2000-9 月 

 

 昨日は「第二五回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」に出させて

頂きまして、この二五回というものを振り返って考えてみますと、最初

わずか三人か四人の時もありました。私のビルの地下で、たった三人で

一本のユリを花瓶に生けて行っていた寂しい時もありました。「何時か

何百人になったらいいねえ」と話していた時もありましたが・・・今そ

の当時のことを思い出しますと、本当に主にはお見守りくださいまして、

今日この様に皆様のような熱きお心の方々を、全国からこの地にお呼び

かけくださいまして、昨日は二五回の中でも最高の盛大な会を催す事が

出来ましたことを、心より厚くお礼申し上げます。 

 私は、昨日は高橋信次先生には天上からこの場にお見えになっておら

れたのではないかと、思いました。昨日はひとつの新しい夜明け、何か

そういうものを天から頂いたような思いが致しまして、私もついつい話

がのってしまい、一時間ほど超過しまして、大変ご迷惑をおかけ致しま

した。 

 そこで、昨日最後にお話し致しました『神を畏れる』ということを、

今回持って帰って頂きたいのです。『神を畏れる』と言うことは、何度

も申し上げます。自分の潜在意識の中にある智慧というものを開かない

限り出来ないのです。いくら正法を学んでいようが、高橋信次先生のご

著書を拝読しようが、どうしても私たちは一○％の表面意識で考えるわ

けです。この世的に・・・知と意、知とは知識、意とは表面意識一○％、

いわゆる自分に都合の良い考えにとらわれて、「ああだった、こうだっ

た」と言うのです。それは自分の心に正直でない生き方なのです。 

 昨日も庄島様がお話しくださいましたが、高橋信次先生のご著書の一

ページ一ページは、直接、高橋信次先生には、静かに一字一字を通して

私たち一人一人の心に直接お導きくださる時なのです。一ページ拝読さ

せて頂く時なのです。こんなご本が世の中の何処にあるでしょうか。そ

れを一生懸命やられる人は、だんだんだんだん心が開いて来られます。

私は七年かかってそういう体験をしているのです。そうしたらね、感激

が出るんです。感動が出るんです。悦びが出るんです。「何か感激した

いなあ、何か涙が出ないかなあ」と思っても、善なる心、潜在意識が開

かない限り、それは出ないものなのです。潜在意識が開いたら・・・。 

 私は護摩堂さんに教えて頂いた事がありますが、護摩堂さんは、「長

野の志賀高原に反省に行った時、両親の反省をしたら、バケツに一杯の
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涙が出た」と、お話しくださいましたが、それは真実だと思います。心

からの真実の涙を、法雨と言います。法の雨と言います。尽きることは

ありません。そしてそれによって心が洗われて行くのです。 

 ですから、このご著書の拝読というものを真剣に、大事にして読んで

頂きたいのです。五ページでも一○ページでも決めたことを必ずやり遂

げる、この根性、この根気というものが、正法に取り組む自分自身の心

を作って行くのです。自分の心が開いて行くのです。 

 そんな簡単なことで、偉大な主と対話出来るはずがありません。今皆

様と主の対話は、殆ど守護霊が中継してくださっているのです。ですか

ら、本当にここを突破して頂きたいのです。そうしたら、誰でもない自

分が幸せになります。そして、何をしなければならないか、命懸けでや

らなければならないかということが、お分かりになられます。 

 今もお歌いになられた「主よみてもて」というお歌を私は大好きです。

四題目をごらんください。『この世を主に ささげまつり 神の国と 

なすためには せめもはじも 死もほろびも 何かはあらん 主にま

かせて』 

 何があろうとも、すべて主にお任せしているから、何一つ自分は迷う

ことはない。この作詞をされた方は、外人の方だと思うのですが、本当

に正法を実践された方だと思います。聖歌の作詞をされた方々は、殆ど

正法を実践された方ではないかと思います。 

 正法とは「真の神の心」ということです。正法のご著書というものは、

他の宗教とは違います。 

 私たちのお習いしているものは、今生、偉大な主にはお悟りになられ、

直接お書きくださいました真実の神の心です。 

 今朝七時頃に大光輪が輝きました。二三日と、二四日迄の天気予報は、

金沢は豪雨でした。私たちは、それにとらわれ豪雨で嫌だなあなどとは

思いません。このように勿体なくも晴天にしてくださるのです。その通

りに晴れてくださいました。 

 天とは神、気とは心です。病気は人間の心が病むことです。心がおか

しくなることです。その心とは自分の善なる心、自分に嘘のつけない善

なる心に素直でなく、自分中心に動いているからです。片寄っているか

らです。右か左か、上か下か、上へ片寄っていたら、その人は、のぼせ

上がっていると言います。増上慢と言います。謙虚でも、これも格好だ

けへりくだったら、これは姑息なと言います。真っ面ぐ前を向いて、そ

して、神を意識して生きる中で、私たちの心は健全になります。 

 本当に高橋信次先生のみ教えは偉大でございます。このみ教えから外
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れて一つも正しい人間の道はありません。私は北海道にも行きました。

東北の人たちとも話してきましたが、東北でも、かつての講師の人が、

どんな本を読んでいたかと申しますと、高橋信次先生のお弟子さんでも

ない、「私はお弟子ではないけど、高橋信次先生の教えは分かるんだ」

という人の本を読んでおられる。そのような悲しい人が多いのには驚き

ます。もう殆ど真実の正法はありません。 

 その他各地に行きました。しかし、僅かな人たちの言動にとらわれて

しまい、そこに偉大な主のみ教えは消えてしまい、思想を正法と信じて

いる人たちがいました。自分たちの個人崇拝というものが絶対正しいん

だと、自分中心の心で、私の話を聞きますから、真実は曲げられてしま

うのです。正しく聞くということを知らないのです。 

 私はこの二五年間、いろいろと誹謗を受けたり、いろんな阻害を受け

て今日まで来ました。私はかつてイエス様のもとで修行していた者です。

キリスト教というものが、今、全世界的です。それだけに当時のお弟子

は頑張られたのではないでしょうか。それだけに特に今生は、偉大な主

には、直接お導きくださり、そのお弟子としてお選び頂き、この一時の

明日はないかも知れない機会に、自分の心に永遠に刻めるように、また

天に刻めるように・・・この一時を如何に生きるのか、この一時を自分

の食べるために生きるのか、自分の栄耀栄華の暮らしのために生きるの

か、そうではないのです。自分の心が誇りを持って、天を仰いで、偉大

な主に心を向けて、誇りを持って生きられる心を、この一瞬一瞬積み重

ねて頂きたい、それが正法です。そうした時に、その生活は保証されま

す。食べる物は与えられます。私はそういう生活です。私は年金生活者

です。 

 でも私はこの二五年間全国をまわりました。大阪の学修会に一○○回

行きました。でもまだアメリカとか、それからヨーロッパへは、その都

度、お計らいお導きは頂けるものと思います。一生懸命に主のみ心を心

として精進努力した人には、天は必ず明日必要なものは必要なだけお与

えくださいます。逆に「肉を中心に、お金とか、名誉、地位、物を中心

に考えるなかれ」です。神のみ心を中心に、主のみ心を中心に、その心

に自分の思い行いが調和しているかどうか、カチッと合った生き方を今

しているかどうか、静かに時計の刻んでいる音を聞いてください。カチ

ッ、カチッ、これが私たちの生涯なのです。それ以後、生命はないので

す。 

 そこをしっかりと心に置いて、今後ここで勉強した正法を思い出して

ください。そして、いろんな宗教にとらわれるなかれです。そうすると、
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真っ白な心でも真っ黒に染まってしまうのです。それはこの世でも分か

ることなのです。ご本を拝読している人、雑念を持っている人、そして

正法、正法といいながら、何もやらないで形にばかり走っている人、私

たちは、全部自分の心に看板を掛けて歩いているのです。そうならない

で頂きたいのです。天からは当然です。この世でさえも分かるのです。

私もそこに責任がかかるのです。 

 「当会で勉強した人たちは、後光が出ていない」では大変です。です

から、常にこの五ページまたは一○ページのご著書を拝読する時は真剣

勝負で取り組んでください。一日に同じ頁を一○回でも一○○回でも読

めるだけ読んでください。偉大な主、高橋信次先生には、皆様方の心に

直接お教えくださるのです。そして、心がときめき、心が感動し、ひと

つひとつが心に落ちるようになるのです。そしてその中で学んだことを

一つ一つ生活の中に生かす努力をして行くのです。その積み重ねが、や

がて自信となって行くのです。悦びとなって行くのです。 

 私は何も分からなかった人間です。でも高橋信次先生の一言「そこに

は法がないんだよ」と申されたそのお言葉に食いついて七年間、あらゆ

る角度から追究していった結果、突然、自分の目の前にいる人の、質問

されようとしている質問の内容が分かるようになり、同時に既にその質

問の答えが、心の中に用意されるようになったのです。私は驚きました。

何か憑いているのかと・・・そして自分の姿を鏡に映して、自分の心が

きれいかどうかも見えるようになったのです。これは絶対安全です。で

もこれは、私だけの専売特許ではありません。皆様もですね、同じ資格

を持った同じ次元の魂です。何も私が高い次元の魂ではありません。た

だ、高橋信次先生に皆様より、多く、早くお目にかからせて頂いた、た

ったそれだけの事です。 

 これからは「私なんか」などと自分を粗末にしないでください。自分

をいやしめないでください。如何に皆様は、尊い尊い魂であるか、偉大

な偉大な魂であるか。皆様は誇りを持って、毅然とした、偉大な魂なら、

魂らしい思いと行いをして、今日から歩いてください。そしてその行動

で示してください、自分のおかれている環境において、また、仕事をし

ておられるその業界の中において、その町において、真の正法者として

模範となるよう、偉大なる主には、ご覧になられても恥ずかしくない生

き方をなさってください。そこに皆様の帰られる道が開かれていくので

す。これは真実です。 

 開会に当たり一言申し上げさせて頂きました。 

 （於・六月二六日金沢シティモンドホテル） 
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【大自然の異常と世相の混乱の原因は人の心に在り】2000-10 月 

 

 かつて九州地方を中心とした雲仙普賢岳爆発による溶岩の流出、桜島

爆発による鹿児島市内等における降灰現象、福岡地方等の水飢饉、鹿児

島地方に台風直撃による暴風雨の襲来等をはじめ、北海道地方では大地

震が発生する等、自然災害による異常現象が一九九三年頃には一段と激

しくなり、さらには一九九五年一月には阪神・淡路大震災が発生し、死

者・行方不明者六、四二七名、負傷者四三、七七二名、住宅被害四八八、

二二二棟、道路被害一○、○六九箇所など我が国における戦後最大の地

震災害となったことは、未だに忘れることの出来ない天変地異による大

災害ではなかったかと思います。 

 続いてその翌年には、伊豆半島東方沖群発地震が発生するなど、まさ

に日本列島全体が神仏より見放されたような一大危機に見舞われ、国民

の人心もまた恐怖と不安の極限に達したかのような状態を迎えたので

した。 

 一九九六年四月、偉大な主・高橋信次先生からご下命を頂き、再び鹿

児島の地に法灯が灯されるようになった頃からようやくこれらの天変

地異も治まるようになりました。 

 ところが一九九九年一○月頃より、今度は関東地方を中心とした人災

による一大災害が頻発するようになり、加えて再び東京都伊豆諸島に群

発地震が昼夜の別無く発生するようになり、住民の大方が島を離れ避難

する緊急事態となりました。 

 そのうえ、未だかつて我が国では経験したこともない恐るべき少年に

よる殺人事件の続発を始め、悲惨な人災が多発するようになりました。 

 今日このような忌まわしい殺人事件が何処に原因があって、このよう

なことになったのか、鋭意関係者の間で究明され、その対策について厳

しく議論されているようであります。 

 少年による殺人事件は、誰が見ても精神異常としか思われない事件で

あり、それがちょうど事前に申し合わせたように、普通ではどうしても

考えられない同じ時期に、しかも一斉に、あたかも魔界からの魔の大群

が襲撃して来たかのような感すらする、異常事態の発生となったのであ

ります。 

 少年犯罪の権威者、医学関係者、教育関係者、その他関係者において、

犯人の脳に欠陥があるのではないか、あるいは教育に、親子関係等の人

間関係に問題があったのではないか等、目下その原因について究明され

ているところであります。 
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 偉大な主・高橋信次先生には、次のようにお導きくださっています。 

 『光の大指導霊が現れてくるというときは、すでに正法の力のない、

末法の混乱期である。 

 人々は心を失い、人間として生まれてきた目的や使命を忘れ去ってい

るときだ。 

 自らの心を物質文明の奴隷としてしまい、不調和な宗教が乱立し、心

を魔王や動物霊に売り渡している人々が多くなってしまっているとき

である。 

 闘争や破壊が日常茶飯事のようになっている変わり果てた世相を、末

法の世というのである。 

 世界の国々に、災害や天変地異が次々と起こる。 

 家庭は乱れ、親と子の心は断絶する。教育者は中道の教育を忘れて、

思想的に片寄った教育をする。政治家は私利私欲、党利党略に走り、思

想の、というより自己主張の乱立、巷での事故死……など、列挙すれば

限りない不調和な世相なのである。 

 これを救うには……政治家も法律家も、教育者も文化人も宗教家も、

すべてが両極端を捨てて、中道的な判断を基本とするしかないといえる。 

 他人をかえりみないで、自分さえよければいい、というものの考え方

をする者は、利己主義者で、自ら調和への道を閉ざして孤独な人生を送

ることになろう。 

 それは、人間の道ではないということを知らなくてはならないのだ。 

 慈愛を他に与える心を忘れてはならない。 

 慈愛の表現にもいろいろとあるが、報いを求めないで、社会人類の幸

福に結びつく行為をすることが、本当の布施の心ということになる。 

 労働奉仕、経済的奉仕、精神的奉仕の行動が、より良い社会を築き上

げて行く。それが各人の自発的な行為にある場合はなおさらだ。 

 その行為は、強制でもなく、義務でもなく、人間として当然の道だか

らだ。 

 失われた心をとりもどすため、肉体を持ってこの世に出る光の大指導

霊達も、一般の人間と変わることなく、両親を選んでもっとも悟りやす

い環境に生まれてくるのである。 

 イエスもモーゼも、ゴーダマ・シッタルダーも、大指導霊としての使

命を持っている人々で、アガシャー系グループの光の大指導霊だといえ

よう。 

 ゴーダマ・ブッダは慈悲の心を四十五年間も当時のインドの衆生に説

いた。そして仏国土を築く目的を持って、人生の目的と使命を説いたは
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ずだ。 

 当時の、バラモン教の化石化したヴェーダや、ウパニシャード、それ

らの埃りと塵をはらい除き、正しい法の光によって、多くの衆生の心に

人生の生きる喜びを説いたのである。 

 イエス・キリストも、自ら悟れる環境を定め、イスラエルに肉体を持

って出てきた。 

 そして、ローマの支配下にあって苦しんでいる大衆、化石化されたユ

ダヤ教、人々の知や意の埃りにまみれたモーゼの正しい法の在り方を、

愛という表現をもって救って行ったのだ。 

 自らの肉体は、悪魔達によって亡ぼされたが、復活の現象によって弟

子達の結束をはかり、正法の土台を築いたのである。 

 このように、地上界に、神の福音を告げるため現れた光の大指導霊は、

自ら人生の疑問にぶつかり、これでよいのだろうかと、その解明を自ら

なし、実在界の光の天使達の協力を得て、悟りの境地に到達して行くの

である。 

 その神理は、不変のもので、誰も否定出来ない心の教えである。 

 しかしその正法も、歴史の経過に従って、その弟子達や学者達によっ

て、学問的にむずかしくされ、個人の見解で変えられてしまい化石化さ

れてしまったということである。 

 またその歴史のなかにおける権力者や指導者達が、大衆を支配するた

めの方便として宗教を利用する、そのような間に正法が歪められてきた

ということもある。 

 そうした、化石化された“法”の修正のため、使命を持って指導霊達

が生まれてくるのだが、旧来の狂信者や盲信者達に迫害されたり、学者

や権力者達によって阻害され、目的を果たすことが出来ない場合も多い。 

 またいろいろな光の天使達もやはり肉体を持って生まれてくるが、や

はり旧来の宗報的環境のなかで、正道に戻すことが出来ないまま、実在

界に帰ってしまう例も多いのである。 

 自ら神様になって、拝ませて、衆生の心はおろか自分まで執着の塊り

となってしまい、地獄界に堕ちてしまった者も少なくないということだ。 

 末法の世になればなるほど、混乱した不調和な宗教が人々の心を狂わ

せ、教祖と称するやからが造り出した紙きれを拝ませてしまう。 

 最近では、お札の代わりにペンダントまで飛び出し、神の代名詞とし

て高く信者に売りつけているといった例がある。 

 教祖とかとり巻きとかいった連中は、大神殿であるはずの地球上に、

屋上屋を重ね、浄財と称した不浄の金を集めて優雅な芸術的な建物を造
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り、祈る対象物を造り出して盲信者、狂信者達を迷わしている。 

 また何人を折伏すれば救われるとか、何人を導けば病気が治るとかい

って、脅迫している。そして、大神殿、大仏殿と称する建物を次々と建

設して行くのである。 

 欲望に尽きるところを知らない、盲信者、狂信者達こそ救われないで

あろう。 

 一心に題目を唱えれば救われる、といって朝晩の勤行をさせるとは、

宗教も地に堕ちたものである。 

 「貧乏しているのは、前世の因縁によるものだ。この宗教に帰依して

神様を祈ればその業は消える」 

 と信仰の押し売りをする。 

 しかし、貧乏しているからといっても、心まで貧しくならなければ、

人間は本来豊かなのだ。 

 生まれてきたときは、金を持っていないし、みな裸であったはずであ

る。曼荼羅を首からぶら下げて、生まれてきたわけでもない。 

 しかし皆、人間として生活をしている。 

 太陽の熱と光、大自然の恵みの一切が、神の大慈悲の現れであり、そ

れがまた心というものの姿ではないか。 

 人間も、そのような誤った指導者達から、だまされる時代はすぎたと

いうことを、悟らなくてはならない。 

 私達は、神の子なのである。一切の苦しみは、私達自身の心の在り方

と行いで修正する以外、なくならないのだ、ということを自覚しなくて

はならないであろう。 

 それを悟ったとき、人間は救われて行くといえよう。 

 正法は、人間の智恵によっては造り出すことの出来ない、不変の神理

なのである。 

 楽をして救われる道を選ぶのではなく、勇気と智慧と努力によって、

自らの欠点を修正して苦しみの原因を除いたとき、神からの調和された

光明によって救われて行くということだ。 

 道はただひとつ、神の心に近づき、日常生活のなかで安らぎの心を自

ら造り出すことが大事ではなかろうか。 

 神は罰など与えはしない。 

 罰は、自らの心の在り方と行為の在り方が、中道の正法を踏みはずし

たときから心に曇りを造り出し、それが神の光をさえぎったときに、現

象化されてくるのである。 

 つまり、罰は、自分が造り出しているということだ。 
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 それを受けないためには、苦しみの原因を造らないようにすればよい

のではないだろうか。 

 仏教でも、キリスト教でも、本来の教えは、人間の在り方を説いてい

るといえよう。 

 そして、自らの転生輪廻をとおして、私達の心のなかには、一切の人

生に対する偉大な指導書が記憶されている、ということを知らなくては

ならない。 

 その体験された指導書をひもとくことが大事であろう。 

 正法は、この方法も教えているのである。イエスもゴーダマ・ブッダ

も、同じなのである。 

 哲学化された仏典だけが正法ではなく、仏典の正しい意味を理解して

行うことが、より重要だからである。 

 この世に肉体を持っている光の大指導霊達も、このような不変の神理

を説くであろう。 

 人々は、それがまさしく原始仏教とか、原始キリスト教と全く同じも

のであることに、気がつくだろう。 

 しかし、原始仏教であろうと、原始キリスト教であろうと、それが神

理であるならば、現代でも通用するのが当然でもある。 

 インドのガンガーの河の流れが、昔も今も変わらないように、神理は

不変なのである。変わってしまったのは、人間の心ではないだろうか。 

 正法は、その時代の様相に合わせて説かれて行くが、根本は全く変わ

ってはいないのである』 

 （以上については、ご著書・心の原点・七三頁から参照） 

 （狐や竜や蛇達を祭ることの危険について、心の原点・六七頁参照） 

 （精神分裂症、躁鬱病について、心の原点・七○頁参照） 

 

 次に、結婚、夫婦の調和‐受胎、出生‐幼児の教育、子供の教育と親

の在り方について、お導き頂いています。 

 

一、両親との約束・結婚・受胎 

 『人間がこの世に生を受けるときは、両親を指名し、自ら選んで、生

まれてきます。むやみやたらと、精子と卵子が結合して、偶然に、生命

意識が生ずるものではありません。そこにはあの世とこの世における計

算が綿密に行われ、あの世に実在する魂がこの世に生まれ出るように仕

組まれております。 

 ここで親子の関係について、触れてみましょう。 



1081 

 

 親子の関係はどのようにして結ばれるかといいますと、あの世におい

て、あるいは過去世において、非常に親しく交わりを持った魂同士が、

あの世で約束をかわし、こんどは私があなたの親に、私は子供に、とい

って結ばれるものです。 

 このために、親子を選ぶ範囲というものはおのずと限定されてきます。

その限定の範囲は、 

一．魂意識が非常に相似通っている場合。 

二．過去世で親子の約束を強く望む。たとえばある人に非常に世話にな

り、その恩返しをしたいという場合。 

三．過去世において親子兄弟、友人同士であった場合。 

四．あの世で生活を共にし、親子の約束をする場合。 

 などであります。 

 そうして、まず親となる人が先に現世に生まれ、あの世で約束をした

魂を待ちます。やがて、さきに生まれた人が成人し、結婚し、精子と卵

子が結合した瞬間に、約束を交わした魂が、その胎児の中にはいるわけ

です。 

 ふつう一般に、妊娠したことが受胎といわれていますが、受胎とは、

厳格には、その胎児に、魂が宿したことをいいます。 

 肉体舟は両親からもらってはいますが、魂は全然ちがうということが

いえます。 

 ここで現象界に出ている者にとって大事なことは、己の想念行為は、

これから生まれ出る子供の精神と肉体にたいして、非常な影響を与える

ということです。昔から、夫婦の交わりには美しい花を見て精神を安定

にしてからとか、よい音楽を聴くとか、いろいろいわれ、プラトニック

な愛の心が望まれてきましたが、こうしたことはよりよい子供を生み、

育てるという意味でも重要なことなのです。 

 現象界に出ている人達の意識が低下しますと、それに類似した魂がひ

きよせられて、この現象界はますます混乱してきます。現象界が混乱す

ると、あの世もさわがしくなってきます。 

 現象界の混乱はそのまま地獄の相が出ていることであり、地獄に堕ち

てゆく人が多ければ、この世もまたそれに影響を受けるという悪循環を

つくるからです。この悪循環を絶つには、現象界に出ている人達が常に

善の意識、そうして進んで慈悲と愛の想念行為を日常生活に生かしてゆ

くことです。 

 あの世の地獄は、現象界の善の姿を学ぶことによって、浄化されてゆ

くからです。現象界はあの世の投映といわれますが、この意味は、現象
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界にある者の意識があの世にただちにコンタクトされ、写し出されてく

るからであります。 

 したがって、要は、現象界の人達の意識の高低がいちばん問題になり

重要になって来ます。 

 

二、女性の周期、五体の欠陥、子供の出生について 

 ところで、女性の周期は、太陽系の太陽、地球、月の自転、公転の輪

廻と同様に、月の周期と同じ約二八日に排卵日が循環してくる。それは

肉体的な体温差によってその現象を確認することが出来る。卵子の周期

性と異なり、精子の場合は自由に調和されて時間の影響を受けない。 

 子供に縁のない人々もあるが、それも実在界において約束した仕事が

あるために現れてくる現象であり、やはりその目的に沿ってそれぞれの

役割を果たさねばならない。それは自分自身が縁に触れて悟り、実践す

ることであり、ときには過去世において関係の深かった子供を、自分の

肉体を通さずに育成するような場合もある。縁生、というべきである。 

 このように、両親の肉体的な調和が整えられる日は実在界において計

算されており、精子と卵子の調和によって受胎する。同時に実在界では

大人であった生命も、母体に己の肉体舟を確認すると、実在界において、

分身や本体、また友人達と送別会を幾度かやり、自分が現象界に出たな

ら今度こそ多くの人々を救ってこよう、またある者は医者となって哀れ

な病人を救ってこよう、などとそれぞれの希望を持って別れてくる。そ

して再び母体に入る。 

 子供として母体に入ると、実在界での表面意識の九○％は潜在意識と

変わり、表面意識は一○％となってしまう。 

 三ヵ月頃になると、五体の構成が形造られるための各細胞の核分裂は

進んで行き、母体からの栄養を吸収して日一日と体が整って行く。 

 このときに母親の方に気持ちが悪くなったり、吐き気を催したりする

人々が出る。 

 この状態の原因は、子供の意識や守護霊と、母体の意識との波動が異

なる場合に起きる現象である。特に子供の過去世における食物などの影

響が母体におよび、従来その母親の未経験の現象が起こるのもこのよう

な原因による。 

 また逆に、両親の不調和な因果によって胎児の五体に変化が起きる場

合もあり、肉体的先祖の因果によって五体に欠陥が出来ることもある。

胎児は次第に各機能が発達し、やがて十月十日、すなわち九ヵ月と二○

日の月日を経てこの現象界の空気に触れると同時に、己自身の魂の修行
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の第一歩が始まる。縁あって両親から戴いた肉体舟を意識（魂）の支配

下に納めて、苦楽の人生航路へ出航するのである。 

 

三、出生 

・出生、奇形児の出産について 

 この現象界に生まれてくる人類は、何百年も、また千年、二千年も実

在界で修行して、仏性、神性を悟っている人々以外、肉体を持つことは

出来ない。 

 いわんや地獄界の住人がこの現象界に生まれることなど、とても出来

ない。 

 場合によっては奇形児が生まれる場合もある。奇形児が生まれる原因

は、肉体的な遺伝や、不調和な薬、あるいは父母の不調和、または怨念

のある家族に起きる現象である。 

 このような現象は、生きている人々に対する警告であり、家族一同は

反省して、その原因を追究することが必要である。現象は原因があった

ために起こったことを知らなくてはならない。原因を見極めて反省し、

心の浄化を計る正しい生活によって、心の安らぎは生まれてくるのであ

る。 

 

四、幼児の教育 

・幼児への教育について 

 小さな子供達は、なかなか理性も意志も利かないものだ。 

 私達の心のなかのそれぞれの領域は、成長するに従って、自分なりに

智性を通して悟って行くものである。 

 生まれたばかりの乳児は、母乳やミルクを自然のうちに飲むようにな

る。 

 これも、前世で食生活をしていたから、教えられなくとも食べるよう

になるのである。 

 そして、月日を重ねるに従って、五官が働くようになり、欲望が出て

くるのだ。 

 自我の芽生えともいえよう。 

 欲望と本能の領域の目覚めだ。しかし、まだ理性が良く働かないから、

やたらに自我を通そうとする。 

 この頃から、良い環境や、両親による、偏りのない中道の教育が必要

になってくるのである。 

 人生の体験がないから、智性は五官から受けたものや、教育によって
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豊かになって行く。 

 幼稚園に通う頃には、善悪の判断が少しはつくようになる。そして、

友達やその家庭の習慣などを見聞することによって、自らの智性を磨い

て行くようになる。 

 親の子供に対する躾（しつけ）のもっとも重要な時期である。溺愛は

良くないし、きびしすぎても子供の心を閉じさせることになる。 

 このように、いろいろな現象をとおして、理性の領域が磨かれ、私達

の表面に出てくる意識が、次第に上昇して行くのである。 

 しかし、表面意識は、一○％くらいしか出てこない。 

 ちょうど氷山の一角といわれている水中の氷のように、意識のほとん

どは潜在され、九○％が内在されているのである。 

 この一○％の表面意識も、五官を通して、あらゆる現象を、見たり聞

いたりするが、なかなか正しい判断が出来ず、自我が表面に出て自己本

位になり、その心のなかに暗い想念を造り出してしまうのである。 

 正しい中道の道は、この一○％の表面意識の物差しにもなるのだが、

なかなかその道を守れないのだ。 

 自ら、欠点の修正に、勇気と決断を持つこと、それが大事になるのは、

こうした過程による。 

 私達は、このため心と行いを正さなければならないのである。 

 

五、子供の教育 

・子供の育て方、正しい学校教育、親の在り方について 

 人々は良く自分達に出来なかったことを子供に託して、その希望を果

たそうとする教育や、虚栄心による子供への束縛を原因として不調和に

なる場合がある。 

 肉体舟は確かに与えたものだろう。しかしそうした場合、その魂まで

両親の独占物だと考えていることに誤りがあるということを知らなく

てはいけない。 

 全くの親子であっても、魂は個の生命であって、自ら相違があるのだ。 

 なぜなら、魂も親が与えたものであり、親の分霊だと思うなら、その

思考性や行為のすべては同じでなくてはならないだろう。 

 残念なことに、親のいうことを利かない子供が多い事実を考えなくて

はならないのが現実なのである。 

 従って親達の、子供の環境や教育についての育成は．溺愛でなく、家

柄や自己保存的な考えを捨てた純粋な心からの愛でなくてはならない

ということだ。 
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 子供が子供自身の思った通りの道を歩くと、世間の両親の中には「あ

んなに可愛がって育てたのに、親の恩を忘れて、親不幸をしている」な

どと嘆く者達がいる。しかしこれも親のエゴイズムであろう。報いのみ

を求める、そんな心だから子供達は自分達の真実の道を求めて去って行

くのだ。 

 親子相互の対話の不足を考え、子供の人格を認めてやることも親の愛

というものだ。対話のない家庭の中には孤独な子供達が育ってしまう、

これが現実だ。 

 だから両親は、子供の魂の乗り舟は、互いに約束して与えたのだとい

うことを忘れてはならない。与えた、と思う心があるから、親の尺度で

すべてを計り、子供に注意などをする。 

 親の意志に反したことをすれば、きびしく叱り、肉体はおろかその心

まで束縛してしまう。 

 私達は、こうしたことを良く考えて、子供達を指導することが必要で

あろう。 

 もっとも自由自在の中で、良く心の在り方を教え人間としての道を教

え、感謝と報恩の意味を悟し、両親が実践模範を示した生活環境を造り

出すことが先決なのである。 

 純真な子供心を、素直に育ててやることが、より良い豊かな心を大き

く育てる道、これが本当の愛情というものだ。 

 きびしく叱ることも、正しい中道の判断によれば、その真実が子供心

にひびくことなのである。 

 子供と親の対話、日々の行動が、心の交渉が、愛の心をより豊かに育

てて行く。子供の心もそこで広く人々のなかに調和され、自分自身の魂

を磨いて行き、円満な人格を作って行くのである。 

 親が子を放任し、正しい道をその愛情によって示さない生活の中で育

てられた子供達は、気の毒といわざるを得ない。 

 たとえば学校の成績ばかりを気にしている親達の心は、自己慢心にし

かすぎないということだ。 

 心の中の智性の領域だけが発達しても、心にゆとりがなく情緒のない

人間は、人生での正しい判断すら決定することは出来ない。 

 智性は、人生をいかに正しく生きるかという、調和した生活をするた

めの早道であって、自己保存、自我我欲の道具ではない。智策、智にお

ぼれるの愚を犯してはならないのである。 

 知性と理性、本能と感情、そして想念の領域が調和された、円満な人

間に成長することが神理である。 
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 試験、試験の人生は、自己保存的なかたよった人格を造り出し、人間

本然の心を失ってしまう結果にもなってしまう。 

 また本能的な領域だけが発達しても、不調和な人格を造ってしまうも

のである。 

 いずれにしても心の不調和が、想念に曇を造り出し、神仏の慈悲と愛

の光をさえぎり、ノイローゼの原因を造り出してしまうというわけであ

る。 

 その暗い想念意識は、不調和な霊によって憑依され、人生を灰色と化

してしまう。不調和な満ち足りぬ心の病は、神理を悟った生活以外、修

正することは不可能である』 

 

 今日の世相を見るとき、日々刻々心不在の方向に向かって進んでいく

ように思われてなりません。 

 地球は刻々重大な危機を迎えようとしております。この重大な時期に、

私達は選ばれて偉大な法に帰依させて頂きました、今こそ、偉大な偉大

な主より頂きましたご厚恩に対して、報恩感謝の信（まこと）をお捧げ

する唯一の機会ではなかろうかと思います。 

 その第一の道は、一日も早く自己確立することであります。それは、

いま目の前にいる人が語る言葉に、行いに、法があるか、法がないか、

を即座に判断出来る心造りを期することであります。 

 でないと、法が曲げられていくのを食い止めることが出来ないのです。 

 第二は、九月に入るなりから、ドイツを始め、アメリカに、韓国に、

オーストラリアに、中国に、また国内では、北海道を始め、これまで未

だ法の光が届いていない地域に、法が拡がっていく気配が感じられるよ

うになって来ました。 

 特に、九月には、偉大な主には、お目出度いご生誕の日をお迎えにな

られましたが、その日を天上界挙げて御祝福されておられるような、当

会ホームページのアクセスが急激に増加いたしました。 

 このことも、偉大なお計らいによるお陰様により『ここに真実の法が

生きている』ことが、次第に地球的に知られるようになりつつあるので

はなかろうかと思います。 

 何とぞ会員の皆様におかれましては、常に正法者としての『愛五訓』

を心に刻まれ、伝道に邁進して頂きますようお願い申し上げます。 

 偉大なる主に対して  今日の混乱した世相を見るにつけ、法に帰依 

            させて頂きました私たちの精進努力のない 

            愚かさを深くお詫び申し上げます。 
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            何とぞお見守りお導きくださいますよう謹 

            んで御願い申し上げます。 
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【はじめての人に】2000-11 月 2000-12 月  

 

 いま貴方様には、この『はじめての人に』を広げられ、偉大なる主・

高橋信次先生には、御命がけでお悟りになられ、私達衆生に対して、お

説きくださいました偉大な正法を学ばせて頂く第一歩を踏み出されま

したことは、誠に嬉しく心よりお悦び申し上げます。 

 

 そこで、まず正法を学習、精進するうえで大切なことは、正法の正し

い学習の在り方と、如何なる困難に遭ってもひるむことなく、挫けない

根性が大事であります。 

 高橋信次先生には、『鉄は熱いうちに鍛えよ』と言われているように、

正法の学習もまた心が熱く燃えている間に、休むことなく根気良く学習

することが大事と、お導き頂いています。 

 学習の順序といたしましては、正法の入門の書であります、ご著書『心

の発見・神理・科学・現証篇』と『人間釈迦・第一部から第四部』を、

予め毎日五頁または一○頁を必ず拝読することを決め、その日から毎日

如何なることがあろうとも、決して初めに誓ったことを破ることなく、

毎日その決めた頁を、最低一回以上何回でも拝読してください。 

 拝読する順序は、まず『心の発見』を、神理篇、科学篇、現証篇の順

序で拝読してください。 

 また、『人間釈迦』は、第一部から第四部までをその順序で拝読して

ください。 

 貴方様が、ご著書を拝読されている間、偉大なる主・高橋信次先生に

は、ご著書の一字一句を通して、直接貴方様の心に深くお導きくださる

のでございます。何とぞ身も心も正されて真剣に拝読してください。 

 拝読の仕方は、貴方様にはこれまで書物を読まれる時、その意味を自

分流に理解しながらお読みになられたことと思いますが、高橋信次先生

のご著書だけは、絶対に自分流に解釈をしながら拝読しないでください。 

 お書きくださっている字の通りに、肉眼で声を出して拝読されると同

時に、もう一つの心の目でも、同じところをその儘拝読してください。

二つの目で拝読いたしますと、より深く、より正しく拝読することが出

来るようになります。 

 もしも、自分流に解釈しながら拝読されますと、光ある偉大な御教え

も、貴方様の考えの入った思想に変わってしまうのです。当然のこと、

それはもう神理ではなくなり、したがっていくら拝読しても、それによ

って救われることはありません。 
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 拝読される中で、全くその意味が分からないところは、分からない儘、

その通りに拝読してください。理解出来ないところは、別のノートに書

き出す等して何回も拝読しているうちに、次第に理解出来るようになり

ます。 

 また、拝読する一つの工夫として、特に感激、感動したところには赤

線を引き、次はその赤線を引いた所で、さらにより深く感激、感動した

場合は、こんどは青線を引く、次はその青線のところで、さらに、感激、

感動されたら、また違った色の線を引く等工夫をしながら拝読してくだ

さい。 

 さらに、その感激、感動したところを、その都度ノートに書き出して

おくと、後に再び学習することが出来ますので大変良い方法と思います。 

 拝読するに際して、その日の気分によって決められた頁よりも多く拝

読したり、またある日は、疲れたことを理由に、放棄してしまうような

ことは、絶対にお止めください。 

 偉大な高橋信次先生には、尊い御命を削られるようにしてお悟りにな

られ、私達衆生に対して大きな大きな永遠の宝をくださっているのです。

このような尊い法を拝受するには、拝受する心がけなり、人間神の子と

しての道、最高の礼儀を尽くすことが、偉大な法を拝受する者としての

当然の常識、礼儀、報恩感謝を捧げる道ではなかろうかと思います。 

 私達は、一人の神の子として、特に只今選ばれて、深遠なる神の御心

に出会わせて頂くという、またとない有り難い法縁を頂いていることを

心から有り難く感謝しなければならないと思います。 

 そして、常に神仏を怖れる心、謙虚な心が大事と思います。 

 一しずくの雨垂れも、何時の日か下の石に穴をあけるが如く、『一念

何事か成らざらん』の気概を持って、赤く熱した鉄のような熱い心の間

に我が心を鍛えてください。必ずや仏智が頂けるようになられるものと

思います。 

 ご著書は、一般の書物とは違い、拝読すればするほど、心からの新た

な感激と感動で心が揺さぶられ、これまで何回も拝読したのに、初めて

このような素晴らしいことに気付かせて頂くなど、次々新たな感激、感

動に出会う、言ってみれば誠に誠に不可思議なご本であります。 

 一般の書物は、科学関係ならびに真理関係以外は、その著者の考えを

中心としたものが殆どのように思います。 

 偉大な主・高橋信次先生のご著書は、地球上では唯一の存在であり、

偉大な神の御心を説かれた神の光に満たされた尊い尊いご著書であり

ます。決して粗末な保管をされないよう心がけてください。 
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 地球上に住む約六○億の魂のすべての心が、すべて偉大な主（仏陀）

と結ばれ、神に通じているのであります。このことも人類史上初めて高

橋信次先生には、お説きくださったのでございます。 

 これらのことは、すべてご著書の中にお導き頂いています。 

 私達地上界に今生命を頂いているすべての魂は、夜睡眠中に実在界に

行き、今日生きるためのエネルギーを神から頂いているのであります。

頂いているエネルギーのお陰様により、こうして勿体なくもいま生かし

て頂き、魂の修行の機会をお与え頂いているのであります。 

 また、すべての地球上の人間の魂の中心である心は、神に通じている

ため、如何なる人間もすべてが自分自身の善なる心・良心に、絶対にウ

ソをつくことが出来ないことを、お教え頂いています。 

 人間は、すべて神のもと、皆神の子であります。皮膚の色が違おうが、

言葉が違おうが、皆兄弟姉妹であります。すべてが、神の御心を心とし

て、皆相互に助け合い、生かし合い、許し合い、補い合い、思いやり合

うことが大事なことに気付かねばならないのです。 

 あの天空に輝く太陽の熱、光は、偉大な神の大慈悲であります。すべ

ての生きとし生きるものすべてに対して、偏ることなく、変わることな

く、平等に、しかも永遠にお与えくださっているのです。 

 このような真実を知るとき、人間神の子同士が相争い、殺し合い、憎

み合うことは、神仏に対して、弓を引く恐ろしいことに気付かねばなら

ないのです。 

 すべての人類は、すべてが相互に助け合い、許し合い、飢えや病苦に

苦しむ人達を助け合い、名誉、地位、財産、お金や物にとらわれること

なく、一瞬一瞬が生涯であることを知り、神に対して、主に対して、報

恩感謝の信（まこと）を捧げる生き方に我を捧げることが、真に正しい

生き方であることに気付かねばならないのであります。 

 肉体はほんの一瞬一瞬の連続の中に生かされている乗り舟にしか過

ぎない存在でありますが、私達の魂である永遠の生命は、永遠に滅する

ことのない生命であります。 

 

 偉大な主・高橋信次先生には、一九七六年六月二五日、予言された通

り、ご昇天されたのでございますが、その日には、毎年必ず金沢の地に

おいて同志相集い『高橋信次先生に棒げる感謝と誓いの会』を開き、新

たな心でこの一年間の感謝を捧げ、来たるべき一年は、常に報恩感謝を

捧げ、一人でも多くの神の子たちに対して、法を伝道させて頂くことを

お誓いしています。 
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 偉大な主・高橋信次先生には、すべてのご著書を通し、またはビデオ

やカセットを通して今も私達の心に法をお導きくださっておられます。 

 『何をなすべきかということよりも、まず人生とは何かということを

知りなさい』と。 

 

 ビデオやカセットによるご講話の拝聴に際しては、とかく生のご講話

でないという思いにより、安楽の中で拝聴する嫌いがありますが、決し

てそうではなく、ビデオやカセットを縁として、直接貴方様の心に語り

かけてくださっている偉大な慈悲に対して、心からの感謝を捧げながら、

真剣に学習されることが肝要と思います。 

 ご著書を拝読することにより、または、ビデオやカセットによりご講

演を拝聴させて頂き、法を知識として学び、理解された次の段階として

大切なことは、いま自分の心の中にある神とは、果たして正しい神であ

ろうか、これまで幾多遍歴して来た宗教や、国の思想等による神を真の

神として信じて来なかっただろうか、その他の神や仏等を信じて来ては

いないだろうか、一日も早く点検反省されることが大事であります。 

 いま貴方の心の中に唯一の神が存在していますでしょうか。心に正し

い神や仏がなくては、いくら『心行・祈願文』を唱え、崇めても、神仏

に通ずるものではありません。常に自分の心の中に、正しい神仏がある

か、信じているかを点検して見てください。もしも未だに自分の心の中

には、厳然としてこれまでの神や、その他の信仰がしっかりと生きづい

ているならば、これまで以上に心を正し、感謝の心で、この一瞬一瞬の

生涯を法の学習に捧げる心で、より真剣にご著書の拝読を始め、補完的

教科書である既刊月刊誌『ほくりく』と『ひかり』誌を求められ、学習

と実践努力を積み重ねてください。 

 この基礎の学習がしっかり出来ていないと、その上に、これから積み

重ねて行かねばならない法による自己確立は、大変不安定なものとなり

ます。 

 偉大な高橋信次先生には、この時期の学習と精進については前述いた

しましたが、重ねて申し上げますが『鉄は熱いうちに鍛えよ』と、お導

きくださっています。心が熱く燃え上がっている時期を逃してしまうと、

その後いくら努力しても、鍛え直すことは不可能とお教えくださってい

ます。 

 また、私達人間神の子は、すべてが毎夜神から生きるためのエネルギ

ーを頂き、生かして頂いているにもかかわらず、間違った神や信仰など

をして来たことは、愚かにも神仏を冒涜して来たことであり、今後何百
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回も、何千回も、神と主（仏）に対して、反省と謝罪を捧げ、心の中か

ら消すよう精進努力をしてください。 

 但し、講師の指導を頂くまでは、これまで通り、これまでの神や信仰

をその儘続けてくださって結構です。但し、緊急を要する霊的障害など

の場合は、その旨講師に申し出てください。 

 次に、心から法が信じられるか、信じているかということが大事であ

ります。よく道半ばにして、法について迷っている方を見受けることが

ありますが、それは、最初の基本の学習精進の努力が足りなかったため

ではなかろうかと思います。 

 ご著書を拝読する心得として、初めから盲信や狂信することなく、む

しろ本当だろうか、といった疑問追求、疑問追求の心で学習されること

が大切であります。そして、これまでの自分自身の間違った見方、聞き

方、思い方を始め、信仰などを正すため、必ず定例学修会やまたは他地

区の学修会にも出来るだけ参加されて、一日も早く正しいものに修正さ

れるよう努力しないと、どうしてもこれまでの長い他力信仰の習性など

により挫折するようになります。 

 正法は他力ではありません。己に打ち克つ、という自力による修行の

世界です。 

 見ることも、聞くことも、また思うことも、人それぞれ千差万別であ

ります。同じ物を見ても、見ている人の次元により、見方や聞き方なり

思い方が異なります。同じ事を聞いても、正しく聞ける人と、自分流に

聞く人とがいます。また、全く聞けない人もいます。また、それ以上に、

一言聞いて十を理解する人もいます。また、聞いた、聞かない、聞いた、

聞かない、というような、正しく集中して聞けない人もいます。 

 飛び飛びに聞いていた人は、聞いていない時は、自分の心の中で何か

他のことを考えている人なのです。このような人は、生まれて今日まで

の間、何かの都合により両親から豊かな愛情を頂くことが出来ない環境

を選んで出て来られた人に違いないと思います。 

 しかし、そういった環境を選んで生まれていることを知るとき、これ

からの精進努力を命がけで努力して行かれれば決して不可能はないの

であります。 

 正法を学修精進される人には、絶対に不可能はないのです。すべて可

能であります。もしも不可能に苦しむ人があるとすれば、それは、その

人ご自身の精進努力が足りないためによるものであります。 

 集中して聞けない人には、これまでの人生の中で自分中心の思いや行

いにとらわれ、大変苦しんで来た人が多いように思います。自分のこと
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だけが精一杯で、周りの人たちを心から思いやれる、愛する、心に『ゆ

とり』がない人ではないでしょうか。でも落胆されることはないのです。

これから希望を持って正法の学修と精進を積み重ねてください。きっと

悦びとともに勇気と希望とが心に溢れる人間となられることでしょう。 

 

 次に、正法を学修、実践する、その実践について申し上げたいと思い

ます。この実践方法も、今日まで幾多の修行者の素晴らしい体験が、既

刊の『ほくりく』誌ならびに『ひかり』誌の中に多数掲載されています

ので、熟読され、今後の実践と精進に生かしてください。 

 ここでは、基本的な作業として、自宅を始め公共の施設等、人の最も

嫌がる場所等の清掃奉仕を毎日実行するなど、他人様に喜んで頂くこと

により、自分自身の心もまた嬉しく、明るくなり、次第に悦びの心や、

感謝の心が芽生えるようになり、暗かった心も次第に自信が生まれるに

したがい、心の底から明るくなって行くようになります。 

 そしてまた、他人様によって、何時もお世話様になっていることや、

他人様のお陰様で着るもの、食べるもの、すべてすべてがお与え頂いて

いることに気付くようになり、多くの人々のお陰様により、こうしてこ

のように今、今というこの一時一時を生かして頂いていることが心の底

から感謝と同時にこうしてはおれない、自分自身も出来る限り、他人様

に報恩感謝の奉仕を捧げねばならない、さらには、偉大な神仏のお陰様

によって、こうしてこのように平安に生かして頂いていることが、心か

ら深く分かって来るようになるのです。また、人によっては、これまで

長い間病弱な体であったものが次第に健康にならせて頂いた人もおら

れます。一つ一つの実践を通し、すべてにおいて自分に打ち克つという

根性を作ることが大切と思います。 

 今日偉大な主・高橋信次先生の御名を知っておられる人やあるいはま

たそのご著書を拝読されたと言われる人等、先生について語る人は、い

まや世界中に多数おられるようであります。 

 過日、ブラジルにおられる法友からお聞きしたお話ですが、サンパウ

ロから約三千キロ離れた僻地で農園を経営しておられる友人に法をお

伝えしたいと思い、航空機と鉄道とバスとタクシーとを乗り継ぎ、乗り

継ぎしてようやくたどり着き、法についてお話し申し上げたところ、そ

の友人が一冊の古ぼけた『原説般若心経』を持って来られて、これまで

長年の間、この尊い御教えを拝読したお陰様で、幾多の苦難を乗り越え

て来ることが出来た、という涙ながらの悦びのお話を逆に聞かせて頂き、

自分自身の知ったかぶりの増上慢の思い上がりを大変恥ずかしく思う
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とともに、偉大な高橋信次先生の尊い御教えは、如何なる地球の偏狭の

地であろうとも、心在る人から、心在る人の心へと伝わり、そしてその

地域を光に満たしていることを知った。そしてさらにさらに偉大な主・

高橘信次先生には、計り知れない偉大なお方であられることを、さらに

深く心に思わせて頂くことが出来ました。というお話をされました。 

 今日、偉大な主・高橋信次先生を語る人は非常に多いと聞いておりま

す。誠に嬉しく嬉しく、有り難く有り難く思います。 

 高橋信次先生には、かつて金沢に於いてご講演をされたとき、『北陸

地方に出ている人は、五人に一人が法に帰依することを天上界で誓って

出て来ている』と申されました。その地域によって異なるようですが、

少なくともあらゆる方法により、このように『今生、正法に帰依するこ

とを誓って出て来ている人達を、何としてでも法へとお導きしなくては

ならない』と思います。 

 しかしながら今日では、法を求めて来られる人が大変少ないうえ、悲

しいかな、高橋信次先生を語る人の数だけ、法から外れた話を正しいも

のと信じている人が多いように思います。 

 高橋信次先生のみ教えを、正しく学修しているグループと言われるの

ですが、その実態は、そこには高橋信次先生がお説きになられた法を基

準とした学習と精進をしていないものが殆どのように思います。 

 最もひどいところは、高橋信次先生には、ご昇天されて既に二六年も

経ており、その教えは現代にはもう通用しない、と言っているグループ

もあるようです。 

 しかしそういったことは絶対にありません。 

 あの天空に輝く太陽の熱・光は、唯一であり、永遠に片寄ることなく、

変わることなく、不動のもと、生きとし生きるすべてのものを、無償で

生かし続けてくださっているのと同じく、法もまた、我々神の子人間に

対して、永遠に不変、普遍、不動であります。 

 偉大な主・高橋信次先生には、 

 『人類は皆兄弟であり、同じ太陽のもとに生活をしているのです。宗

教は一つなのです。ガンガーの流れも、ヨルダン河の流れも、未だかつ

て方向は変えていないのです。時代の新旧によって道は変わらないので

す』 

 と、お導きくださっていますように、法は永遠に普遍、不変、不動で

あります。 

 しかし、正法に帰依したと言いながら、まずご著書を自分流に拝読し、

理解すると、高橋信次先生には、お悟りになられてお説きになられた偉
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大な法とは、全く異なった思想に変わってしまうのです。ですから、高

橋信次先生が説かれた法だと言われても、すべてが正しいとは言えない

ということがお分かりになられるものと思います。 

 何故どうしてわずかな年月の間に、このように法が曲げられるように

なったのか、その原因について、ご著書『心の発見・神理篇』一八三頁

に、次のようにお導き頂いています。 

 『正しい神理に適う、各人の心の悟りが社会集団を構成し、その中か

ら調和のとれた相互関係が生まれて来るであろう。正しい生活の中で、

対人的な嘲笑や、恨み、妬み、そしり、怒りなどの思いは滅せられて行

く。大自然の無限の慈悲に対しての報恩の心と行為が、平和な安らぎの

光を、人々の上に現象化して行くのである。 

 神仏は万象万物を、すでに人類修行の場として与えているのであるか

ら、祈るよりは感謝の生活を具現することが大切なのである。己自身の

魂が、実践行為による努力をしない限り、神理に適った修行は出来ない。

すなわち、修行は、一秒、一秒の連続の中の正しい生活の中に存在して

いることを悟らなくてはならない。 

 神社仏閣に行って神仏に祈ることが信仰ではないのだ。祈りの心を持

ち続けることが本当の信心であり、神仏の心を己の心として生活する中

に初めてこの心の尊厳を悟り、心の眼が開かれ、観自在の力を発揮する

ことが出来るのである。 

 科学者が科学を通じ、芸術家が芸術を通じ、文学者が文学を通じ、ス

ポーツマンがスポーツを通じて得た神理も、神に通じるものであり、そ

うした生活の中で人間らしく調和されてこそ本当の神理であることを

悟らなくてはならない。学問化した哲学的宗教は実践に乏しい。神理を

悟らずに座禅しても、煩悩を滅するために肉体行をしても、無意味であ

り、神理を悟って実行する中に本当の生活がある。 

 その神理は、自分自身の生活環境の中に存在しているのであり、その

姿こそ本当の信心である。 

 生活と結びつかない信仰は、すべて宗教としての存在価値はない。そ

れは、正法を悟っていない人々の行為といわねばならない。 

 すべて不幸の原因は己自身にあり、生活の不調和がもたらしたもので

あり、責任は他にはない。その原因を追求し、その根本をとり去る。心

の反省の中から前進があるのである。毎日の生活が調和された中には、

常に神仏の光によって保護されるものである。そしてそこには不幸は訪

れてはこない。それは、正しい生活の実践の中に積み重ねられて行くも

のなのである』 
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 大事なことは、偉大な高橋信次先生には、尊い御命を削られるように

されてお悟りになられ、お説きくださいました法を基準として、指導し

ている所で学び、実践することが最も大事なことであることを知って頂

きたいと思います。 

 かつてインドの地において、ゴーダマ・ブッダ様・お釈迦様が法を説

かれて約二千五百年、イエス様がイスラエルの地において道を説かれて

約二千年経過した今日、その教えは、既に形骸化してしまいましたが、

それよりも高橋信次先生には、道を説かれて僅か三二年にして、もう既

に高橋信次先生と、申し上げる人の数ほど思想化してしまった教えが横

行している姿は余りにも申し訳のない、悲しい窮みであります。 

 このようなことになった原因について、人はかつてのインドの時代よ

りも、あるいはイスラエルの時代よりも、遥かに現代は文明が進んでい

るからこうなった、と言われる人もいますが、私は、何時如何なる時代

であろうと、人の善なる心は変わらないのであって、一に偉大な光の大

指導霊であられるお方がこの世にお出ましになられ、衆生は雲霞の如く

光を求め、集い来たったにもかかわらず、その大方の人たちの心は、既

に、新興宗教等により毒されていたため法がわずかの間に曲げられてし

まったのではなかろうかと思います。 

 悲しいかな、このような実態になることを、既に偉大な主・高橋信次

先生には、お見通しておられ、『今後如何なる事態が起きようが必ず守

っていく。今の儘で良いから、思いの儘勇気を出して法灯を守っていく

ように』と申されたのでございます。 

 また、早くから組織についてもご高導を賜り、『屋上屋を重ねるよう

な組織』にしてはならない、『ひかり』誌表紙に現してある『光に満た

された心の断面図』の如く『七条の光に満たされた地上に、愛の光を拡

げて行く組織図』を定めさせて頂いたのでございます。 

 このことが、『高橋信次先生の法を学ぶ会』として、 

 『当会は、高橋信次先生がお説きくださいました法を学修実践するた

め、仏・法・僧の三宝に帰依することを誓約した人たちの集まりであり

ます。 

 偉大な主の御心のままに、地の果てまで一人でも多くの人々に正しく

法を伝え、永遠に法灯を絶やすことのないよう、光の母体としての使命

を目的とする組織であります』 

 と、明示されたのであります。 

 偉大な主・高橋信次先生には、私達がお捧げしたことでお悦びになら
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れる道は、唯一つ、法をお導きくださいました通り正しく実践し、その

体験した悦びを周りの一人でも多くの人々にお伝え申し上げ、永遠に法

灯を消さないことであります。そのためには、人の心に法灯が灯ってい

るか、どうかか、心で判断出来る心造りを全うすることであります。 

 偉大な主・高橋信次先生を、永遠にお称え申し上げる道はこの他には

ありません。 

 すべての会員各位には、只今からこの目標のもと、我が命をお棒げす

る気概のもと、己に厳しいご精進を実践されますよう伏してお願い申し

上げます。 

 また、御教えを学ぶ会があっても、果たしてそこには法を基準とした

指導が行われているか、どうかをよくよく確かめたうえ、参加されるこ

とが大事であります。正法の指導には、『文証・理証・現証』の三つが

兼ね備わっていなければ、真に正しい正法の指導者とは言えません。こ

れらのことについては、ご著書『心の発見・現証篇』一五六頁に、次の

ようにお導き頂いています。 

 『正しい中道の生活努力の積み重ねによって、得ることの出来る正法

には、文証と理証と現証の三つが具備されているものだ。文証は、永い

歴史を通して、語られ伝えられ記録されてきた、不退転の証である。原

始仏典・原始キリスト教のように、後世の学者やゴロ宗教家によって、

書き改めたり、ときの権力者達の意志によって歪められたりしたものに

は、すでに文証の力はなく、心は失われている。 

 特に、多くの習慣や言葉で書き改められ、各国を経て伝えられてきた

もののなかには、間違いを犯してしまったもの、変化してしまったもの

が多いだろう。 

 特に、仏教は、原始仏教、小乗仏教、大乗仏教などに造り変えられ、

他力本願になった姿を見れば、正しい文証とはいいにくいようだ。 

 後世に名前が残っている人でも、皆聖人君子ではないのと似ている。

時代、時代の人間が造り出したものがあるのだ。 

 不変的なものは、人間によって変えることの出来ない神理であり、私

たちの心のなかに正しく生き続けているものである。 

 理証は、大自然と人間の在り方を実証し、文証によって示されている

もの、といえよう。大自然の法理である、神の心の現れこそ、大自然の

理証として現れたものであろう。 

 現証は、文証、理証を体得して、生活行為のなかに現れてくるもので

ある。 

 心の安らぎ、人生の喜び、幸福な生活、調和された社会、人間は皆、
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神の子として兄弟だという自覚が生まれ、ユートピアが築かれて行く。 

 その過程には、実在界から現象界の人々に対して、不変的神理である

ことの現象が起こってくるものだ。多くの人々によって、奇跡的な諸現

象が現れ、病気や心の苦しみから、人々を救う現象が起こってくる。し

かも、法にもとづいて、地獄霊達に光明の道を教え、救う道をも明示す

る。 

 万人が救われる道、これこそ正法といえるのである。それは、あたか

も太陽のように、慈悲に満ちて、万物万象を、偉大な力で暖かく包み込

むように、神の子たる正しい道を示すであろう』 

 

 ここまでお読みくださいました貴方様には．仏教やキリスト教が既に

形骸化された意味がお分かり頂けたものと思います。さらには、偉大な

主には、法をお説きくださいまして、僅か三二年という短い年月にもか

かわらず、既に、説かれた儘の真に正しいものよりも間違ったものが遥

かに多く横行するようになり、人心を惑わすようになってしまったこと

は、まさに私達法に帰依させて頂いたものたちの重大な責任であります。

ここに平伏して心からお詫び申し上げ、一日も早く世界各地に法灯を掲

げさせて頂くよう同志手に手を取り精進努力いたします事をお誓い申

し上げます。 

 

 私たち心在る者達は、まず決められた通りに法を学習精進のうえ、そ

の中で日々の生活の中に生かすことが出来ることから実践を積み重ね

て行くことが大切であります。そのうえ、自分の心に迷いなどのため道

を誤るようなことがないか、どうかについて日々反省に務めるとともに、

毎月定例の学修会に参加して学習されることが大事であります。お説き

くださいました法を基準にした、教えを学び、一人でも多くの人々に法

を伝え、この地上界から永遠に法灯を消してはならないのです。 

 もしも間違っている人たちを発見したならば、論争するのではなく、

愛の心が通じるようならば、諄々と心を尽くして法を基準に、その間違

いを指摘し、正しい真実の法へと導いてあげてください。お願いいたし

ます。 

 法灯が消えて行くということは、独り指導者の責任ばかりではありま

せん。学んでいる私たち一人一人にもその責任があります。私たち一人

一人が、真剣に法を学び生活の中に生かす実践努力をしてきたか、また

その体験した悦びを周りの人たちに語ってきたか、日常生活の中で真に

正しい行動をして来たか、によって直接語りかけないまでも、その言動
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によって法を消している場合もあることに気付かねばならないでしょ

う。その責任は重大と言わねばならないでしょう。 

 偉大な偉大な主・高橋信次先生には尊い御命を削られてのお悟りであ

りました。そうであれば、人間神の子として最高の法に帰依させて頂い

た者として、学ぶ私たちの心の在り方もまた、申し上けるまでもなく身

命を捧げての精進努力でなかったならば、真に、神に対して、主に対し

て、選ばれた神の子とは言えないのではないでしょうか。 

 今生、偉大な主には、この地上界に肉体を持たれてお出ましになられ

た、またとないこの良き機会に、まずは法に帰依され、正しく生きる道

を学び、実践し、常に人に対して、愛の心が持てる自分になれるよう精

進努力を積み重ねようではありませんか。 

 そして、一人でも多くの心在る人たちに、この偉大な法をお伝えして

ください。常に出会う如何なる人にも叫んでください。偉大な主には、

何時も何時も私たちにその尊い機会をお与えくださっておられるので

す。 

 最後に、偉大な主のおことばを掲げます。 

 

 『法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもっ

て、正法を信ずるものの行く手に、光明の道をひらいてくれよう』 
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【2001 年分】 

【反省について】2001-01 月 2001-02 月 2001-03 月 

  

偉大な偉大な主、高橋信次先生のお計らいとお導きを頂きこの新しい

世紀の始まりの日を迎えさせて頂きましたことを心から感謝申し上げ

ます。 

 さらに、多くの同志とともに、この命捧げて、未だ見ぬ多くの神の子

たち一人一人に、神のみ光をお伝えさせて頂く崇高なご下命を心から感

謝申し上げます。 

 それにはまず、私たち一人一人が世界の各地に偉大な法をお伝えする

ことをお許し頂ける、愛豊かな正法者にならない限り、決してその道は

開かないものと思います。 

 そこで今年から、正法の要である『反省』について、それぞれご家庭

において、あるいは学修会において、一段と徹底した学習と実践を重ね、

真にウソのない立派な正法者になれるよう相互に切瑳琢磨して行きた

いと思います。 

 かつてご在世の頃、高橋信次先生には、ご講演を終えられご帰宅され

た後必ずベランダで寒い時には毛布を羽織られ何時間も反省瞑想をな

さっておられたことをお伺いしたことがあります。 

 お悟りになられた偉大な偉大な尊いお方にもかかわらず、私たち凡人

ではとても想像も出来ないような自分に厳しい厳しいご精進を重ねて

おられたことに、あらためて法の学修と精進は己に甘くではなく、己に

厳しく己には絶対に負けない決して挫折しない根気と、不断の精進努力

が大事なことを痛感いたしました。 

 そうでなければ、そうやすやすとはお悟りにはなれない、大変厳しい

ご精進の道であることを思わさせて頂きました。 

 

 私は、法に帰依する前から、長い間誰にも相談することの出来ない三

つの悩み事を引きずって生きてきました。 

 あるとき、とても恥ずかしい思いがありましたが、先生の暖かい胸に

飛び込むような思いで、勇気を出してその長年の悩みについてご指導を

お願い申し上げました。 

 その一つは、『現代月に宇宙衛星が飛ぶような時代になっているのに、

正法の反省は依然として、二千五百年前のインドの時代と何等変わって

いないが、もっと合理的な反省の仕方がないものか』についてお尋ね申

し上げました。今から思うと正法者失格の大変ご無礼極まるお尋ねを申
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し上げたのでした。 

 

 にもかかわらず、先生には、笑いながらインドの時代よりも現代の方

が、遥かに人の心が汚れている。反省は、時代によって変わるものでは

ない、と申されました。しかし法の何たるかを十分理解していない私に

はその意味が理解出来ませんでした。 

 

 次は、家内と結婚したことについてでした。 

 私の家は農家でしたから、両親は私の嫁は、農家の娘さんを貰おうと

考えていたようでした。ところが、私は親の思いとはかけ離れた町の真

中で育った女性と結婚したいと言ったので、父はやがてはそうなるだろ

うとは思ってはいたようですが、やはり長い間考えて来た自分の思いと

は異なっているので、始めは一寸不満のようでしたが、快く賛成してく

れたのですが、後々私は両親の思いを思うとき、心に申しわけないとい

う思いを引きずって生きて来ていました。 

 先生に対して、私は両親の意向に叶った結婚をしませんでしたが、こ

のことをどのように反省したら良いのでしょうか、とお尋ね申し上げま

したところ、先生には、『貴方は何一つ反省しなくても良い。むしろご

両親の方が反省しなくてはならない。結婚は、天上界で本人同士が約束

し、神仏にお許しを頂いて出て来ているのです』とご指導くださいまし

たので、自分が想像していたこととは大変違ったご指導に私は大変驚い

てしまいました。おかげさまで、その日を境に長い間抱えて来たこの悩

みは一遍に吹き飛んでしまいました。 

 

 三番目のお尋ねは、父親が亡くなった後勤めていた役所を退職して、

二つの会社経営を始めたのですが、最初から経営不振が続き法に帰依さ

せて頂いた頃は、まさにどん底状態で『明日が無い』といった厳しい状

態の中に生きていました。 

 法に帰依してからは、常に前の役所を辞めるんでは無かった、辞めな

かったらこんなに苦しい目に会わなくても良かったのに、と愚痴な思い

をしていました。 

 このことについて、先生に、ご指導をお願い申し上げました。ところ

が、先生には我が事のように暖かい目で、緊張で極限状態のどぎまぎし

ている私の目を覗き込むようにされて、 

 『貴方が前のところを辞めなかったら、今生は他力の修行で終わった

ことでしょう。また私とも会うことは無かったでしょう。 
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 辞めたがために、私ともこうして会うことが出来たし、また自力の修

行が出来たんだよ』 

 と、申されました。 

 そのとき、私は如何なるお言葉よりも、何よりも、心が熱くなる程感

動したことは、『私と会うことが出来たではないか。それで良かったん

だよ』と、申されたそのお言葉は、生まれてから今日までの間、親から

も、また誰からも頂いたことが無い、暖かく優しいお言葉でした。心か

ら勇気が溢れ、悦びとともに前途が明るくなったような思いがいたしま

した。 

 そして初めて、人間のこの世の生活に、自力の修行と他力の修行の二

つがあることを初めて教わりました。 

 そのとき、偉大な主の光を頂き、長年の間心に悩み苦しみを引きずっ

てきたその悩み苦しみが一度に晴れ上がり、澄み渡る大空のような明る

い心にならせて頂きました。 

 

 次に反省の学修に入るに当たり、まず高橋信次先生の反省に対する

『おことば』を拝読してください。 

 『私たちがこの地上に誕生したそもそもの目的は、己の魂をまるく豊

かに育て、天上界の姿を地上に顕現させることにある。すなわち、仏国

土・ユートピアの建設にあるわけである。 

 ところが地上に誕生すると、人間はこの目的を忘却し、肉体五官に心

が翻弄され、自我我欲の執着に没入して苦しみをつくり出してしまう。 

 肉体五官に翻弄されず、本来の神の子の自分に帰るためには、反省と

瞑想による正道の生活しかあり得ない。つまり、善なる人間としての自

覚の生活こそ仏国土の基礎といえる。 

 こうした意味において、『人間釈迦』『心の原点』など一連の拙著を

併読され、八正道の現実的な生かし方、自己反省の在り方、仕方をマス

ターし、善なる心の顕現に役立ててもらいたい』 

 

 さらに、毎月『ひかり』誌に、『当会の意義』について、次のように

掲げてありますが、あらためてお読みください。 

 『高橋信次先生の法を学ぶ会』 

 『当会は、高橋信次先生がお説きくださいました法を学修実践するた

め、仏・法・僧の三宝に帰依することを誓約した人たちの集まりであり

ます。 

 主のみ心のままに、地の果てまで一人でも多くの人々に正しく法を伝
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え、永遠に法灯を絶やすことのないよう、光の母体としての使命を目的

とする組織であります』 

 

 次に、三宝帰依については、『人間釈迦第二部』八一頁から八四頁ま

でと一一一頁から一一三頁までにお導き頂いています。何とぞご拝読く

ださい。 

 また、高橋信次先生のご著書『反省のかなめ』の中で、ご指導頂いて

いる『三宝帰依』について、次のように転載させて頂きます。 

 『正法を信じ、行じようとする者は、三宝に帰依しなければならない。

ブッダの当時もブッダ・サンガーに帰依しようとする者は、まず三宝を

依りどころとして、真に自己の確立をはかり、仏国土をめざす一員にな

ることであった。 

 当時は三宝に帰依するには最低一週間の自己反省が求められ、心が堅

固にして、サンガー（教団）の一員として恥じない人柄であることが条

件であった。 

 今日のそれは当時と多少趣を異にするが、やはり、会員たるには会員

としての襟度と品位を保ち、会員の名に恥じない人間であることが求め

られ、またそうした会員でなければ三宝という宝を自己のものとするこ

とはできない。 

 こうした意味において、三宝帰依の意義をよく理解し、パラミタとい

う偉大な心の宝庫をブッダの威光と守護・指導霊によって開発され、心

の安らぎを期せられたい。 

 三宝帰依とは 

 一、仏に帰依する 

 一、法に帰依する 

 一、僧（サンガー）に帰依する 

 の三つである。 

 正法はブッダの説く法を意味するが、その説かれるブッダそれ自身を

まず信ずる──帰依することから始まる。なぜなれば正法はブッダの口

を通して説かれるものなので、ブッダそれ自身を信じなければ、真に正

法に帰依したとはいえないからである。 

 また、ブッダを信ずるとは、己の良心、仏心を信ずることである。善

なる己のよりどころなくして自己の啓発、安らぎの境涯に至ることはむ

ずかしい。 

 次の法帰依とは、ブッダの説く正法は人間としての正しい道を示した

ものなので、生活の場にあってはその法を心のよりどころとして生活す
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ることである。法に帰依するといいながら、実生活が正道に反していれ

ば、法を信じているとはいえない。信じたならば行為がなければならな

い。行為のない信仰は信仰でもなんでもない。その意味で、ブッダの説

く法を実生活に活かすことが法帰依である。 

 最後の僧に帰依するとは、ＧＬＡの場合は会員としての襟度と品位を

保ち、社会人の範となる人でなければならない。いやしくも正法を信じ

ながら、人からあれでもＧＬＡの会員かといわれるようでは会員たる資

格を失う。少なくとも正道の実践と奉仕に生きがいを見出す神の子の自

覚ある人でなければならない。さらに、ブッダの説く正法を人びとに伝

え、より多くの人が正法に目覚め、ともに生きる喜びを分け与えていか

なければならない。それが会員たる責任であり使命である。 

 こうして三つの条件に帰依することによって、会員一人一人の自覚は

高まり、神の栄光と喜びに満ちた生活を送ることができる。すなわち、

三宝に帰依するとは手中に宝を握ることであり、神仏の加護と守護・指

導霊の導きをうけることになるわけである』 

 

 以上については、何回も重ねてお読みくださり、実行をしてください

ますようお願いいたします。 

 

 引き続き、ご著書から大事と思われるところを転載させて頂き、学習

がしやすいようにまとめさせて頂きました。 

 反省の仕方と在り方について 

 基本的な態度 

  一、八正道の見方、考え方をよく理解しておくこと。 

  一、心の機能を正しく把握しておくこと。 

  一、反省の目的は自分の欠点を自覚し、その欠点や業（カルマ） 

   に二度とふりまわされない不動の心を確立することにある。 

 

 反省の仕方と在り方、注意事項について 

  一、自分の欠点なり、クセがどういう状況下におかれると現れる 

   か、それを知ることが反省の第一の手がかり。 

 

  一、欠点とかクセというものには原因がある。その原因はいつど 

   ういうふうにしてつくられたか。それには自分の過去をふりか 

   えって見ていかないと分からない。 

    図解説明を学修会で学び、自分の欠点がどの年代でどうい 
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   う事件を通して生じ、それがカルマとなっているかを反省する。 

 

  一、反省の場合に、ただ単に過去を追うだけでは自分の欠点、業 

   （カルマ）というものが容易に思い出せないから、まず、一つ 

   一つ自分の欠点を心において、人との関係の中でふりかえって 

   ゆくと反省しやすい。 

    たとえば、 

    両親と自分 

    兄弟姉妹と自分 

    職場と自分 

    恋人と自分 

    友人と自分 

    というように人との関係、職場との関係の中で欠点をたぐっ 

   て行くと自分の欠点がどの時点で、誰と関係をもつことによっ 

   て生じたかが明らかになる。 

    図にもあるように、短気のクセはその多くは我儘に育った家 

   庭環境（この反対の場合もあろう）の中にその原因を見ること 

   が出来る。短気の性情は、自分の思うようにならない支配欲、 

   欲望の強さ、自己保存（エゴ）に大きな原因があったのであ 

   り、こうしたクセがあるかぎり、仕事も人との調和も持続させ 

   ることは出来ない。 

 

  一、人の性格あるいは気質（先天性）というものはたいてい子供 

   の頃につくられ現れる。年代が進むにしたがってそれが変化し 

   ていく。だから、性格がつくられた二、三歳から七、八歳の年 

   代に目を向けると、原因となる因子をつかむことが出来る。 

 

  一、短気の性格が我儘であったとすれば、八正道のどの規範に外 

   れているかといえば、ほとんど全部に外れている、ということ 

   にまず気付かれよう。 

    現在の自分の片寄った性格、不幸の始まりは中道から外れた 

   エゴ、足ることを知らぬ欲望にあったのだから、それを修正し 

   なければ調和の心は得られない。 

    さらに、我儘の性情は両親にさまざまな迷惑をかけてきたは 

   ずである。 

    両親の苦労は自分が子をもつ親となってハッキリと理解され 
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   てくるが、両親が自分にしてくれたことに対して、自分はどれ 

   ほど両親に孝養をつくしたか。まず、大抵は両親の心配をよそ 

   に、両親の見守る中でそれが当たり前として過ごしてきたにち 

   がいない。ものに感謝が出来ない気持ちも、我儘に育った家庭 

   環境に原因があったことも浮かび上がってくる。 

    すべてを当たり前として受け取り、それが適わないと怒り出 

   すエゴが成人してからも付いてまわっているのである。 

    つぎに、我儘と短気は丸い心の断面図からみるとどのように 

   なっているか。五官に左右された想念の動きは本能と感情が異 

   常にふくらんでいることに気付く。ものを支配しようとする欲 

   望は本能の第二次欲望（心の機能参照）のふくらみを意味す 

   る。短気の想念は感情機能の異常隆起である。こうなると、円 

   形であるはずの心は知性や理性がへこみ、みにくい形をしてい 

   ることになる。心が丸くなければ人との調和は期しがたい。 

    また、自分自身の心も常に不安定であり、肉体的にもそれが 

   障害となって現れてくることになる。 

 

  一、反省は大略以上のように、一つ一つの欠点を掘り下げ、人と 

   の関係において見ていくと非常にハッキリと理解されてくる。 

    また、今まで漠然とした自分の欠点なり業（カルマ・心の発 

   見・科学篇二三四頁と次のお導きを参照のこと）が、これを筆 

   記してみると、より鮮明に浮き出てくる。したがって、反省記 

   録は各自作るようにして欲しい。 

 

  一、反省記録はいつまで残しておいてもそれは各人の自由だが、 

   反省の中身が理解できたならば焼却するなり、捨てても差し支 

   えない。 

    というのは反省記録はおそらく人には見せられないものであ 

   ろうし、また、本来人に見せるものではないだろう。なぜなら 

   ば、反省は神と自分との関係の中でこれまでおろそかにしてい 

   た内面的な自己をみつめ、反省を通して自分自身の大いなる自 

   覚を現実生活の調和に資するものであるからだ。 

    反省しているか、していないかは自分自身と神がいちばんよ    

   く知っており、またその関係でしか、本当は、私たちの真の前 

   進は望めないといえる。人に見せ、私はこれだけ反省した。だ 

   から何もこわいものが無くなったといっても、その時はそうい 
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   う気持ちであっても、ひと月経ち、ふた月経つうちに、また、 

   新たな欲望が頭をもちあげ、恐怖心に襲われることだってある 

   のである。 

    それほど私たちの心は常に新しい事象に会うと、その度に揺 

   れる可能性を持っている。 

    生きている間はそれこそ一秒一秒が試練の中に立たされてい 

   るのであり、心の深さはこれでよいという限界はないものだ。 

   したがって、そうした場合に、その問題に立ち向かう者はほか 

   ならぬ他人ではなくて自分自身である。それこそ人はどう見よ 

   うと、どう思おうと、心の問題は神と自分の関係の中でしか最 

   終的には解決のつかないものなのである。 

    自分のいるところに神が存在する。 

    この事実を理解するならば、心の中を人に見せたところで、 

   どうすることもできないことに気づくではないか。 

    反省と実践の中で前進できれば第三者はそれなりの評価をし 

   てくれるであろうし、また評価をしてくれなくともよいのでは 

   あるまいか。人の顔色をみて反省するのではないからだ。自分 

   自身にとって、また自分の周囲の人たちにとって、反省を通し 

   た生き方が、結局は周囲を明るくし、みんなと楽しく生活でき 

   るから、反省をするわけである。この点を間違えると、正法は 

   うわべだけのものとなり、何かが起きると、すぐさま心に動揺 

   が起きてこよう。こうした意味で、反省記録は人に見せなくと 

   もよいし、見られてかえって家庭を破壊することだって起きて 

   こよう。というのは、一家揃って正法を実践しているところは 

   まだよいが、夫は無関心で妻だけが熱心であるという場合、そ 

   の反省記録が妻の留守中に夫に見られたらどういうことになる 

   か。事と次第によっては、調和のための記録が家庭争議の原因 

   にもなってこよう。 

    この点からも、反省の結果自分の欠点の原因が分かったなら 

   ば、できたら焼却した方が理想であろう。あるいは自分だけに 

   しか分からない程度の備忘録程度にとどめておくことも一つの 

   やり方といえるかもしれない。 

 

  一、もっとも、人によっては反省の仕方がよくのみこめず、これ 

   でいいのかどうか分からないという場合もあるであろう。そう 

   した場合は、先輩や講師に相談し、自分の反省記録をみてもら 
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   っても差し支えない。そうして、反省の仕方をより前進させる 

   こともよいであろう。要は、反省記録によって、これまで人に 

   は分からなかった面が明らかになって行くので、そのために相 

   互関係があとで気まずくなるということではうまくない。そう 

   ならない相手方を選んで相談するなら相談するということにし 

   て欲しい。くりかえすようだが、反省記録は自分自身の魂の向 

   上のためにするのである。この点を間違え、いたずらに気負っ 

   た態度をとると、後悔だけが残ることになる。 

 

  一、反省の目的は、反省するというそれ自体にも大きな意義があ 

   るが、もっと大きな目的は、反省したことに二度と再びほんろ 

   うされない自分をつくる努力をすることである。その努力が実 

   践といわれるものだ。 

    実践していると守護霊の助けが得られる。家庭の平和や仕事 

   について思わぬ好結果が招来され、反省についての自信もつい 

   てこよう。 

    もちろん、実践の過程で守護霊がさまざまなテストをしてく 

   るので、途中で心が揺れるようなことも起きてくるが、それに 

   負けるとスタートラインに戻ってしまう。 

    当初は実践すると好結果が与えられる。 

    次の段階では、本人の心を試すために迷いを与えるような小 

   事件が人によってはつぎつぎと起きてくる。また、さまざまな 

   欲望が不思議と出てくる。解決したと思った欲望がでてくる。 

   その時に、自分の心がどう動くか、あるいは動かないか、事態 

   を冷静に見守れるかどうか。解決したはずの欲望が出てくると 

   いうことは、その欲望がその人の業（カルマ）となって動いて 

   いるので、原因をつかみ、自覚しても出てくるものである。原 

   因が不明の時はすぐそれに乗ってしまうが、原因が分かってお 

   れば冷静に対処できよう。業の活動は時が経つと静かになるの 

   で、それまでじっと待つしかない。こうして業のリンネはそれ 

   に乗ってしまうといつまでもそれにふり回されるが、乗らない 

   で放っておくと、ついにはまったく現れなくなってくる。 

    こうして、一歩一歩、欠点と業の修正が実を結んでゆく。 

 

  一、実践の過程の中で、よく現実的事柄を、無理やり霊的因果関 

   係に結びつけて考えようとしがちだが、それは間違いである。 
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   霊的因果関係は無関係ではないが、しかし霊的問題は現実的な 

   心の在り方によって働いていくものなので、主体はあくまで現 

   実的な心にある。したがって、まず現実の想念の在り方を八正 

   道に照らし、原因をつきとめる努力が大事である。 

    また、反省し、反省の原因がどうしても不明の時があるが、 

   そうした場合はその問題はひとまず脇におき、つぎのテーマに 

   取り組んで欲しい。いつまでもそれにこだわっていると、しま 

   いには仕事も手につかず、不眠症に陥ることにもなってくる。 

    これでは折角の反省も執着に変わってしまい、目的から外れ 

   てしまう。反省の仕方も、一方に片寄らないことが大事であ 

   り、反省自体も中道にそうことが大切だ。 

    初歩的段階ではよく八正道が胸につかえてしまい、こうしち 

   ゃいけない、ああ思ってはまずいと、心をしばることが間々お 

   きてくるが、これではいけない。八正道は心をしばるものでは 

   なく、心を解放するものであるのだから、胸につかえたり、思 

   うこと、行うことがぎこちなくなったらまず一度、八正道を心 

   の外に出し、心をリラックスさせることだ。そうして、気持ち 

   が安定したら、再び、八正道を思い、善に似たエゴに執着する 

   意識はどこにあるのか反省し、考えてみることである。自我に 

   しばられると心が小さくなる。 

    八正道の目的は、善に似たエゴではない。慈悲、愛という広 

   い心である。罪をにくんで人は憎まずという心根である。八正 

   道に心がしばられるのは自我欲望に執着するからだ。したがっ 

   て、これは善だと思いながら執着にしばられてはならない。慈 

   悲と愛は、そうした執着を超えたところにあるのである。 

 

  一、反省の追究は、ややもすると精神分析、児童心理学のそれの 

   ようになる人がある。 

    あるいは過去の歴史的環境を知るために歴史を勉強する人も 

   いるようだ。こうなると正法の反省は学問に流れてくる。才能 

   のある人や頭のいい人ならそれもいいだろうが、本も読めな 

   い、多忙な人はどうなるのか、老人などはこれでは救われま 

   い。 

    正法の反省、八正道の目的は要約すると、大宇宙を支配する 

   慈悲の心に自分を高め、愛の行為ができる自分をつくり上げる 

   ことである。別な言葉でいえば、反省と実践は感謝と報恩のめ 
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   ざめにあるわけである。自分の性格、心をこと細かに分析し 

   て、人の心はこうだ、ああだといったところで、どこに意義が 

   あるのか。本末を間違えてはいけない。生かされている事実を 

   理解し、人びとに報恩の行為が心に抵抗もなく、素直に、やれ 

   ることが正法の目的である。 

    この点を間違え、心理学や歴史を調べるようになっていった 

   ら、正法は、再び、哲学、学問になって行くだろう。 

    この点を十分認識し、あせらず、怠らず、一歩一歩前に進む 

   ようにして欲しい。 

 

  一、反省後の瞑想は心が非常に整うものである。この時、守護霊 

   とも通じやすくなるので、心の中で祈願文を唱え、瞑想をつづ 

   けていると、守護霊の波動と一致し、非常に気持ちのよい気分 

   になる。人によっては見えない世界が見えてくる。が、見えな 

   くてもよい。瞑想の目的は三昧という神仏の心に触れることに 

   あるが、そうした静かな心で日常生活が送れるようになること 

   が、もっとも大事なことである。 

    瞑想している時は気分がよく、目を開けている時は修羅と変 

   わらないようでは、反省、正定の目的は果たされていないこと 

   になる。 

 

  一、くりかえしていうが反省の目的は心の曇りを晴らすことであ 

   る。つまり心のアカを自覚することにある。アカが分かっても 

   すぐには取れまい。取れたかどうかは反省後の実生活でそのア 

   カにふりまわされない自分になれたかどうか、実践の過程の中 

   で証明されて行くものだ。 

    そうして、やがてそのアカから離れ、調和の自分がつくり出 

   される。反省は実生活の調和のための手段であることを忘れな 

   いことだ。 

 

  一、反省しても反省したのかどうかよく分からないという人に出 

   会うが、こういう人は単に思い出を追想しているのにすぎない 

   といえる。 

    八正道を規準に、人と自分との関係の中で自分の欠点をみて 

   いくと、自分がいかに自己保存の中で生きてきたかが分かる。 

   そうして、その原因に突き当たると、深いザンゲの心になって 
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   くるものである。ザンゲの心を裏返すと、生かされている感謝 

   の心が息づいているものだ。すなわち、ザンゲの心は人びとに 

   奉仕せずにはいられない気持ちに移って行く。奉仕の心が湧い 

   てくれば、家庭も仕事もうまくゆくはずである。現在、うまく 

   いっているとすれば、こんどは他にそれを及ぼして行くべき 

   だ。幸せを独り占めしているうちは、正法からはるかに離れた 

   存在である。 

    思い出を追想しているうちは、ダメである。それは反省でも 

   なんでもないからだ。 

 

  一、反省する場合の姿勢なり、形は問わない。また、過去を反省 

   するには、やはり、瞑目して静かにふりかえる時間、場所、正 

   座、あるいは机に向かう機会を持つと容易にできるだろう。 

    しかし、環境や仕事の都合でそれができない場合は、工夫を 

   してやって欲しい。 

 

  一、反省の禅定に入る前に、まず丸い心を心の中に描いて欲し 

   い、想念はモノをつくるので、太陽のような広く大きく、あら 

   ゆる生命を生かす生命体を心に想像することだ。 

    そうして次に、静かに自分の欠点と人との関係の中で反省を 

   して行くと、丸い心のどこにゆがみがあるかが分かってくる。 

   こうして欠点の原因が分かったあと、再び丸く豊かな心を心の 

    中に想像し瞑想する場合は瞑想をして欲しい。 

 

  一、瞑想は反省をしたあとにやって欲しい。反省を抜きにして瞑 

   想に直進すると、またそうした習慣がついてしまうと、心のゆ 

   がみを持ったままで心の空白をうながし、そうした場合に悪霊 

   に憑依されることになってくる。必ず反省をし、そのあとで瞑 

   想するようにして欲しい。 

    その場合、前記のように丸い心を心の中に描き、祈願文を静 

   かに唱えることを忘れないで欲しい。祈願文を唱えると、心が 

   大宇宙大神霊、守護・指導霊に直結するようになり、さまざま 

   な雑念から離れることができると同時に、魔の支配からもさけ 

   ることが可能になってくる。こうして瞑想をつづけるようにす 

   ると瞑想時の平和な心が次第に明らかとなり、やがて、守護霊 

   と交流がスムーズにできるようになってくる。 
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 【カルマとは】（心行の解説より転載させて頂きました） 

 『「その原因は煩悩なり 煩悩は 眼（げん）耳（に）鼻（び）舌（ぜ

つ）身（しん）意（い）の六根が根元なり 六根の調和は 常に中道を

根本として 己の正しい心に問うことなり 己の正しい心に問うこと

は 反省にして 反省の心は 己の魂が浄化されることを悟るべし」 

 人はそれぞれの生活の過程において、いわゆる浮世の無情さ、哀れさ、

悲しさに直面し、日常生活に、反省を求めるような機会に、大抵、遭遇

するよう仕組まれています。 

 親しき者との死別、社会的な矛盾、健康の問題。どうにもならない運

命のいたずら。生きんがための空しい努力、など……。 

 その人生のどこかの時点で、必ずや、一度や二度、否、何回、何十回

となく立ちどまって、自分自身をふりかえる機会に会うものです。 

 このときが、いうなれば前世において学んだことへの郷愁なのです。

ノスタルジアであります。 

 人間は何のために生まれて、どこへゆくのか。死とは何かという疑問

が、どんな人でも胸をかすめます。 

 胸をかすめたとき、その人が、もしも、これまでの誤った生き方に精

神的な方向を見い出し、正しく生きようと欲するならば、その人は、あ

の世で学んだことの何割かを、現実に生かすことになるでしょう。 

 その反対にそれはそれ、これはこれと割り切り、肉体的感覚のみを再

び追いつづけるならば、その人は、あの世に還ったときに、生まれると

きの約束をホゴにしたのですから、もう一度、千年、二千年、あの世で

修行のやり直しをします。そうして、この地上に、生まれて来たときは、

前の世と同じような状況の下（もと）で、生活をし、その人がその約束

にめざめないかぎり、同じ運命を、二度、三度とくりかえすのでありま

す。 

 たとえば、前の世で金持ちに生まれ、金に困らない一生を送ったが、

金持ちであるがために人を見下し、増上慢や優雅な生活になじみ、困っ

た人たちを救うことがないとすれば、金持ちという環境の中で自分の魂

を向上させることがなかったのだから、もう一度、そうした環境に自分

をおき、自分を見つめることになります。 

 一見、こういう生活は楽でいいように見えますが、あの世に還ってか

らが大変なのです。心は増上慢に高ぶっており、その上、優雅な生活に

なれ過ぎたため、まず、増上慢の人間が集まるエゴの世界に身をおきま

す。エゴの世界に心の安らぎはありません。同類が集まる世界ですから、
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俺が俺がという争いの渦中にまきこまれ、右を見ても、左を向いても敵

ばかり、金持ちでありながら人に施すことがないのだから、金に執着が

あり、餓鬼界という世界が展開される。地上界とちがって自分のいうこ

とを聞く人がいないので、何をするのも一人です。人の金をかすめるの

も自分がやらなくてはならない。しかし、優雅な生活で腕力には弱い体

なので、敗残の憂き目を長い期間、経験させられる。 

 この地上界はテスト（修行）の場なので、金持ちであろうと、貧乏人

であろうと、そうした環境の中で、自分の心がどう動き、どう行為して

行くかが問題であり、こうした環境に負け、あるいは、それに流された

場合は、そのテストにパス出来なかったのですから、もう一度、そうし

た環境を選んで自分をみつめることになるわけです。 

 したがって、これほど本人にとって、苛酷な運命はありません。 

 これを仏教では業（カルマ）といっています。キリスト教では、人間

の原罪に当たります。 

 業（カルマ）も原罪も、人間の心の中に住むところの魔です。魔の作

用です。 

 その魔が、人間をして、あの世で学んだことや目的を失わしめて、五

官による六根にふりまわさせる原因をつくっていきます。 

 魔とは自己本位の感情です。自我我欲です。たとえば、金はないより

あった方がいい、とする自然な感情をたくみに利用し、必要以上に煽動

するのです。 

 「もしあなたが、ひれ伏してわたしを拝むなら、世のすべての国々と

その栄華をあなたにあげましょう」 

 するとイエスは、 

 「サタン、退け・・・」 

 と、一喝します。 

 悪魔は、イエスの強い信念に押されて退散します。 

 このくだりは、聖書の中に書かれています。 

 イエスのような神の使者にも、その心の中に、悪魔はひそんでいたの

です。 

 釈迦についても、六年の苦行の間に、さまざまな試練に会っています。 

 美女の一群に囲まれて、情欲をそそられたり、修行の無意味さ、悟り

への空しい努力に、カピラの楽園が脳裏に浮かんできます。 

 体はやせ細り、みるも無残な敗者の姿が眼前に浮かぶと、出家の目的

が霧のかなたにかすんでしまいます。しかし、釈迦は、己の心の中にひ

そむ、悪魔のささやきに耳をかさず、初志を曲げなかったのです。 
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 こうして、釈迦も悪魔に克ったのです。宇宙大に広がった己自身の姿

をみたときに、人間の本性を知ると同時に、人間の苦しみは、己の中に

ひそむ悪魔の声にふりまわされることにあって、これさえ乗り超えれば、

人間は皆、神の子、仏の子であるのだから、人間に与えられた真の自由

と法悦を手中に収めることが出来ると悟ったのです。 

 苦の根本原因は、心の中にひそむ悪魔の声に自分が踊らされるところ

にあるわけですが、その悪魔の声に、自分が踊らされるような状態をつ

くっているのが、人間の六根です。 

 あの世において学んだところの使命、目的を忘れるのも、肉体という

五官を持って生活しますから、なかば宿命的に六根煩悩をつくるように

なり、苦界にあえぐということになります。 

 肉体は、それぞれ独立しています。男女の別、老若の別、兄弟姉妹の

別、縁者他人の別というように、個々別々の、しかも、その考え方、精

神状態、姿形も異なりますから、ますます六根の働く場が出てまいりま

す。 

 しかし、人間の肉体は、個々独立してみえているようですが、本当は

一つです。 

 人間の肉体をＸ線にかけます。するとその肉体は素通しにみえます。

骨の部分、病気の部分が黒くみえるだけです。厳格には血管も黒くうつ

ります。もっと素通して映しますと、骨の部分も透明になり、肉体の向

こう側が、ジカにみえてくるようになります。 

 このことは何を意味するかといえば、人間の肉体は、本当は、そこに

あるようにみえていて、実はないのです。 

 肉眼では個々別々にそこにあるようにみえますが、本当は、空気や宇

宙の粒子に同化しているのです。 

 そこにあるのは、その人の意識、魂だけです。肉体はエネルギー粒子

が凝縮して、一定の場所に集まっているにすぎません。ですからある一

定の時間が経つと、宇宙空間に還元してゆきます。いわゆる、肉体的死

です。 

 こうみてまいりますと、肉体が独立して生きているということは、本

当は眼の錯覚、幻覚にすぎないということになりましょう。 

 個々の肉体は、宇宙という大自然の中に同化し、一つであるというこ

とです。 

 痛いとか、苦しいとか、こころよいとかの神経作用は、その凝縮され

た肉体細胞に、意識が、魂が乗っているから感ずるのです。 

 人間には魂があり、意識があるから、諸々の事象をとらえることが出
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来ます。厳格にいえば、肉体は単に（それへの）媒体にすぎません。 

 ところが人間は、肉体そのものが自分であり、人間であると思いがち

です。魂とか、意識というものは、肉体があるから存在するとみてしま

います。肉体優先の生活が、やがては六根を生むようになってくるので

す。 

 六根とは、眼、耳、鼻、舌、身の五官に、意が作用し、煩悩を育てる

ことをいいます。意とはこの場合、自我我欲です。 

 我欲が働くと魂が五官にふり回されますから、本来、宇宙大に広がり

を持つ魂意識が次第に小さくなり、やがて、人間は、煩悩の支配下にお

かれ、魔のトリコとなるのです。これを業（カルマ）といい、原罪とい

う名で呼んでいます。 

 六根とは、眼（げん）、耳（に）、鼻（び）、舌（ぜつ）、身（しん）、

意（い）の六つが相互に関連し合ってつくり出されてゆくものです。 

 五官とは、意をのぞいた五つの肉体的機能（眼・耳・鼻・舌・身）で

あります。したがって五官は肉体の部分。意とは意識の部分ですから、

これは精神機能となります。 

 六根とは、意（精神）の部分が五官にふり回されることによって生ず

るものです。 

 美しい人をみて、いろいろと想像し、心が動く。地位や名誉に夢中に

なる。金に執着を持つようになる。自分だけの幸せを願う。人を中傷す

る。グチが出る。おごる心が生まれる。 

 こうした想念の動き、あるいは行為は、すべて六根の作用から生じて

おりますし、人間の意識の部分の想念帯という意識の層に、黒い幕をつ

くり上げてゆきます。 

 反省こそ人間生活向上の偉大なステップであり、そうして、これはま

た神の慈悲であったのです。 

 反省は行為を通してはじめてその効力が現れてきますから、反省は行

為であるわけです。 

 反省によって、人の魂はますます浄化されます。六根が浄化されてゆ

くのです。 

 反省の功徳 

 一、反省は、表面意識が潜在意識の門戸を開くカギを握っている。 

 一、反省は、表面意識と潜在意識が同通するかけ橋である。 

 一、反省は、過去世で学んだことを、表面意識が確認するただ一つ 

  の機会である。 

 一、反省は、神仏が与えた魂の向上のための慈悲であり、愛であっ 
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  て、人間としての喜びを知る最良の方法であり、智慧の泉でもあ 

  る』 

 

 引き続き、高橋信次先生の御著書「心行の言魂・心行の解説」並びに

「反省の要」より転載させて頂きました。 

 『「己自身は孤独にあらず 意識の中に己に関連せし守護・指導霊の

存在を知るべし 

 守護・指導霊に感謝し さらに反省は己の守護・指導霊の導きを受け

ることを知るべし 六根あるが故に 己が悟れば 菩提と化すことを

悟るべし」 

 反省は心の安らぎと智慧の泉であると、前段で書きました。 

 この意味は、各人の意識の中には、守護・指導霊が存在し、その守護・

指導霊がその人の求める質と量に正比例するように、あらゆる智慧を貸

してくれるということです。 

 反省とは、自分を改めて見直す意識の転換作用です。 

 自分を改めて見直すということは、自分を客観的にみることであり、

そこには自我はないはずです。 

 自分のよい面、悪い面が浮き出てきます。 

 よい面、悪い面が出れば、これの取捨選択は、おのずと判明してきま

す。 

 ここで大事なことは、自分を客観的に見ることが出来たときは、守

護・指導霊が自分をみているということです。 

 本物の自分（善我）が、ニセ物（偽我）の自分をみているということ

になるのです。 

 やがて、ニセ物が消え、本物だけになったとき、その人は、守護・指

導霊と一体になったのですから、このときはじめて、悟りの一歩を印し

たことになります。 

 そうして悟りの段階が進みますと、観自在心という、自由な心を得、

生死をこえた大悟を獲得するようになります。このとき、人は真我の自

分を発見するのです。真我こそ実在の神の子であり、神である自分であ

ります。宇宙即我、これこそ真我の自分です。 

 ここで人間の生命、意識のグループということについて触れておきま

しょう。 

 人間は決して、孤独ではありません。本体を中心にして、五人の分身

から成り立っています。 

 物質の構造と同じです。ちょうどそれは、核と、陰外電子の関係です。
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もしも陰外電子がなく、核だけであれば、その核は崩壊します。物質が

物質として、その生命を維持するには、核と陰外電子の相互依存の関係

がなければなりません。 

 人間の場合は、本体が一、分身が五にわかれています。これには次の

ような理由があります。 

 大宇宙は、光（神の意識）に満ちており、光には熱、エネルギーが伴

います。熱は電気を生み、電気は磁気を、磁力は重力を生んでゆきます。 

 大宇宙が大宇宙としての責任を営み続けているというのも、大宇宙と

いう本体と、光、熱、電気、磁気、重力の五つのエネルギーの相互作用

があるからです。 

 人間を称して、小宇宙といわれます。また、人間の姿が神の体に似せ

てつくられているということは、大宇宙の組織と全く同様につくられて

いるという意味なのです。 

 このように、一個の人間は、同一生命グループの六人が、本体（核）

を中心にして、五分身（陰外電子）からできており、一人ずつ、かわる

がわる現象界に出て修行します。 

 そうして、一人が現象界に出ている場合は、他の五人は実在界に残り、

生活しています。 

 実在界の五人のうち、その一人が守護霊となって、現象界に出ている

もう一人を、守り続けています。 

 指導霊というのは、こうした生命グループに、関連した先輩あるいは

友人がなります。 

 魂が上段階に進みますと守護霊が指導霊となったり指導霊が守護霊

に回ったりします。 

 こうして、守護・指導霊は、同一の生命グループ、あるいは、これに

関連したグループの一人が担当して、現象界で修行している者を、守

護・指導します。 

 このため、守護・指導霊は、現象界で表面意識の一○パーセントで修

行している者の潜在意識層の九○パーセントの領域に絶えず入って、そ

の人を守り、指導しています。 

 一○パーセントの表面意識で反省するときは、九○パーセントの潜在

意識に在る守護・指導霊が、その人の肉体に入って、その反省の度合に

応じて教えてゆきます。 

 たとえば、人を怒ったとします。あるいは心の中で怒りの想念を持っ

たとします。そのとき、その人がただちに反省して、これはいけない。

人を憎んだり、怒るということは、争いの種を自分の心に植えつけるば
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かりか、さらに相手の反発心をあおることになる。そこで、こういうこ

とは二度とすまい、と考えたとします。 

 こうした場合は、守護霊が、その人の肉体に波動を送り、あたかもそ

の人自身が自分で考えたような形で教えていきます。 

 反省の度合がさらに進み、怒りや憎しみという想念が、いったいどこ

からくるのだろう。それは結局のところ、自分を守ろう、自分をかばう

ところの自己保存のあらわれであり、自己優先、保身の感情であって、

自分と他人を別々に考えるところに、そもそもの原因があるとして、そ

れはあっさり捨てるべきものなのだ、と思い至るならば、そのとき守

護・指導霊がその人に働きかけているといえるわけです。 

 人間の想念……一口に心ともいわれる各人の意識層（精神）は一念三

千といって、環境の変化、その時々の気分で、めまぐるしくかわります。

そういう変化してやまない想念を、反省というブレーキ、つまり自分を

かえりみる心のゆとり、“情操”を常につちかっておけば、守護・指導

霊はいっそう、その人を、守りやすく、指導しやすくなり、その人の心

を調和させてゆくことになります。 

 そうして、やがて、一○の表面意識と九○の潜在意識が一体となり本

当の悟りを開くことになってゆきます。 

 もっとも、反省ばかりしているのもどうかと思います。一日中反省の

くりかえしでは、こんどは日常生活がおろそかになり心の小さな人間に

もなってしまいます。 

 そこで、反省も、焦点をしぼって行い、あまり細かいことに、こだわ

らないようにしたいものです。 

 人間は、しょせん、神仏にはなれません。そして悟りにも段階があっ

て、その段階を一歩一歩地に足をつけて歩むところに、六根の人間の姿

があります。 

 六根という煩悩をみつめながら、調和させながら一つ一つ悟ってゆき、

やがて、大悟してゆくのです。 

 

 【煩悩即菩提】 

 煩悩は反省の材料となり、それによって、人は煩悩即菩提（悟り）を

得ることができるわけです。 

 もし煩悩がなければ、悟りもなく、魂の前進もないでしょう。 

 魂の進化とは、心の豊かさ、とらわれのない自由さ、そして安らぎを

いうのです。 

 煩悩とは不自由ということです。とらわれがあるために、自分の心を
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自分でしばっているわけです。自分の心をしばるとは、怒り、愚痴、憎

しみ、そねみなどであり、こうした心で日常生活を送っていますと、や

がては病気にもなってゆきます。しかし、そうした苦しみ、悲しみがな

ければ、苦しみ、悲しみのにがさは分かりません。苦しみ、悲しみのに

がさは、苦しみ、悲しみを超えてはじめて分かるものです。 

 健康なときには、健康のありがたさが分かりません。病気になって、

はじめて健康のありがたさ、楽しさ、喜びが分かるものです。 

 善と悪についてもそうです。善のよさは、悪があるので分かるのです。

悪のみにくさも、善がなければ判断がつきません。 

 煩悩と菩提の関係というものは、人間がこの地上界で生活し、修行す

るうえにおいて、欠くことのできない仕組みであるわけなのです。 
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【正法帰依とは】2001-4 月 

 

 去る一月七日、今年初めての浜松地区学修会に出かけるため、サンダ

ーバードに乗車して間もなく、私の心に、突然新しい年に対する燃える

ような熱い思いが溢れて来た。 

 『今後毎月お世話人に対して法に関する学修課題を差し上げ、それに

対するレポートを返して頂く研修を一日も早く実施するように』 

 

 その日から五日目の朝早く、突然目が覚めると同時に、体中がもうじ

っとしておれないくらい熱くなり、寝ておれない状態になったかと思う

間もなく、潜在意識から表面意識に向けて熱い思いがどお－っと満ち溢

れてくるようになったので、飛び起きて心に一杯になっている熱い思い

を鉛筆で走り書きしました。 

 こうしたことはこれまでにも何度も経験しており、前日の朝もやはり

そうでした。 

 『偉大な主には、大変お急ぎになられている。一時も早く地球全域に

法を広めるように。それには、総ての会員の心を、心の底から正しい法

に修正し、法のもと大調和しなければ、国内はおろか海外にも出て行く

ことは至難である』 

 

 一、今自分の心の中にある正法は、果たして真の正法であるかどう 

  かを、点検する学修を実行すること。それにはまず世話をしてく 

  ださっている幹部クラスに対して、一月七日より正法研修を実施 

  することにした。 

 

 二、研修の内容 

 ア、それぞれ自分の心に在るものは、正法か、それとも思想か。 

   これまで文証、理証、現証の在る学習指導を受けて来たか。こ 

  れまでの学習内容について、遡って点検すること。 

 イ、もしも法が在るならばあらゆる課題に、法により正しい判断回 

  答が出せる筈である。 

   正しい回答は唯一であり、永遠に不変である。 

   自分の心に在る法とは、高橋信次先生が説かれた法であるか。 

  それとも、一人の師から指導された法か。他の指導者の指導に抵 

  抗があるか、それとも。 

   これは理屈でもない。また思想でもない。 
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   もし自分の心に在る、法と信じているものが、点検しても法で 

  あるか、それとも思想であるか、分からないときは、改めて、ご 

  著書を初心に返って何度でも拝読し直すことが大切である。 

 ウ、(ア)(イ)を経て、初めて三宝に帰依の段階に入ることが出来る。 

  Ａ．仏陀・偉大な主に帰依する。 

  Ｂ．法に帰依する。 

  Ｃ．サンガー即ち、当会か、または他の会、または指導者を信ず 

   るか。 

    ここで、どの指導者を選定し、師事するかという次元ではな 

   く、今の自分は法を消すことなく、曲げることのない正しい法 

   を心に持っているか、という自己点検をしたうえで、決定すべ 

   きことである。 

  Ｄ．正法は、大自然が示しているように不変、不偏、不動であ 

   る。 

    また、神の子人間の善なる心も、すべてその魂の次元の正し 

   さを保有している。 

    善なる心とは、潜在意識のことであり、神仏と直結している 

   神の子人間の良心を言うのである。 

 

 三、当会に入会される以前に指導を受けた経験のある人は、当会の 

  指導に対して、抵抗感があるか、それともないか、点検して見る 

  ことである。 

   次に、抵抗のある人は、それでは当会の指導の何処に抵抗があ 

  るのか、当会あて書面にて申し出て頂きたい。 

   以上、法を正しく理解、学習して行かないと当会自体が二つに 

  も三つにも割れていることになる。ここが正法に一本化しない 

  と、国内はもとより海外に伝道することは不可能である。 

   その前に自分自身の心が苦しくなり、自己浄化しないと学修会 

  に参加しても、ご著書を拝読しても、集中した学修精進は不可能 

  であろう。また、やがて周りの法友、または法を求めて集まって 

  来る法友からその誤りを指摘されることになるだろう。 

   もしも法が在ると思っていた自分自身が、あらゆる角度から点 

  検して、法が無いことが分かったら、法が無い自分を正しく指導 

  出来なかった前の指導者の指導に問題があることが発見されるの 

  である。 

   このような点検運動を、二○○一年初期の一大運動として位置 
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  づけ、偉大なる主・高橋信次先生がお悟りになられてお説きくだ 

  さった正法を、混乱から正すことから始めることこそ、偉大な 

  主・高橋信次先生にお捧げする報恩感謝の道であり、末法化を食 

  い止める一大自己点検運動を展開する所以である。 

 

 四、入会に際して次のアンケートを作成し提出すること。 

 ア、これまでご指導頂いた方のお名前と期間。 

 イ、ご著書を拝読された内訳。 

 ウ、ご指導を頂いた方のご著書を読まれたか。 

 エ、霊的体験がありますか。 

 オ、新興宗教、既成宗教の体験がありますか。その名称は。 

 力、当会に入会しようと思われた動機と理由について。 

 キ、法と思想の区別が分かりますか。 

 

 法を信ずることについてのみ教えは、『人間釈迦第二部』八三頁にお

導き頂いています。 

 『ブッダを信ずることは、万生万物を支配する神を信ずることと同義

語となる。 

 同時にそれは己の正しき心を信ずることにもつながることであった。 

 ブッダの悟りは、それほど偉大であり、権威があった。 

 したがって、ブッダの門下生は、まずブッダに帰依するかどうかが、

カギになってくる。 

 次のタルマー（法）とは、ブッダの説く正法（仏法）である。 

 万生万物は、すべて正法という神の心にもとづいて循環され、慈悲の

もとに生かされている。このことを自らが悟ることは難事である。客観

的には理解出来ても、これを体験として認識出来る者はブッダしかいな

い。 

 そこで、ブッダが説かれる仏法を信ずることが、門下生としての第二

の条件になってくる。 

 第三のサンガー（僧）は、中道という八正道を日常生活の上に行じら

れるかどうかである。 

 八正道は自戒の道である。各人が神の子としてその神性仏性にめざめ

るためには、中道という尺度（物差し）を持って、調和の心を会得して

行かなければならない。自戒の道を怠り、形だけに走るようでは、最早

ブッダの弟子たる資格を失う。 

 サンガーの道はそれだけに厳しい。己に厳しい。反省と自戒によって、
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これまで積み重ねてきた業を超えて行かねばならない。三つ子の魂百ま

でものたとえのように、業を修正することは難事業である。努力と勇気

が必要だ。さらにまた工夫をこらさなければ、これまでの習性を転換さ

せることはむずかしかろう。しかしこうした努力を惜しめば、悪習慣か

ら抜け出すことは出来ない。 

 ブッダの弟子たる資格は人間としての自覚にめざめ、自らを厳しく律

して行く者でなければならなかったのである』 

 

 続いて、ご著書「反省のかなめ」一八頁に次のようにお導き頂いてい

ます。 

 『こうして、三つの条件に帰依することによって、会員一人一人の自

覚は高まり、神の栄光と悦びに満ちた生活を送ることが出来る。すなわ

ち、三宝に帰依するとは手中に宝を握ることであり、神仏の加護と守

護・指導霊の導きをうけることになるわけである』 

 

 「神意に即した生活を自らの努力によって築き上げることが、神仏の

心に通じることなのだ。 

 人間らしい生活の最善の努力こそ私達の心に平和な安らぎを与え、神

仏の慈悲が約束される。 

 “法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもっ

て、正法を信ずる者の行く手に、光明の道を開いてくれよう」 

 

 大宇宙大神霊・仏に対して、大いなるお計らいとお導きを賜り、心か

ら感謝申し上げます。 

 お導き賜りました通り、直ちに自己点検運動を起こし、全会員すべて

がみ心の儘に大調和し、地球の隅々まで一人でも多くの神の子に対して

伝道させて頂くことを固くお誓い申し上げます。 
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【内なるひびき】2001-5 月 

 

 いまお与え頂いた時を 素直に一生懸命に 工夫して 生きれば良

いのです 

 

 頭で これからずうっと先のことを 考える必要はありません 

 

 正しく 正しく 心がけて歩いて行けば 必ずや 道は開かれるで

ありましょう 

 

 私たちも ともに悩み ともに考え ともに在るのです 

 

 先の先まで 考えることをしないことです いたずらなとらわれに

過ぎません 

 

 あなたは いまの一時を生かされているのです 

 

 一秒 一秒を 善 善 と過ごしていって下さい お願いします 

 

 あなたが やすらぎ 悦び一杯なれば 私たちも 悦びで一杯です 

 

 嬉しいです 感激です 

 

 ものに心を奪われてはなりません 

 

 浮き草につかまって生きると一緒です いつも不安定で 悩み苦し

み悶えます 

 

 つねに 地に足をつけて 堂々と誇り高く歩んでゆきなさい 

 

 好き 嫌いといった 選り好みはしてはなりません 

 

 いまその場は 神がお与えくださった 尊い場でもあります 

 

 悦びを持って迎えるか 苦しみを持って迎えるかで 大きく食い違

って行きます 
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【偉大な主・高橋信次先生をお慕い申し上げて】2001-6 月 

 

 道ひらく加賀の都に 

        灯火（ともしび）が 

              心の中に光輝く 

 

 永遠に忘れることの出来ない、偉大な主・高橋信次先生のご昇天され

た六月二五日が、今年もまた巡ってまいりました。 

 ご昇天されまして今年で、二六年目を迎えるわけですが、二六年と言

いますと何か長い年月のように思いますが、私にとりましては、昨日の

ことのように、総てが今も生き生きと私の心に生きているように思いま

す。 

 私たち北陸に住む者にとって、この金沢の地にお越し頂きましたのは、

唯の一度だけでしたが、その一度が、私たちの心には掛替えの無い一度

で、年月が重なるごとに心の中では何十回も、さらには何百回もご来駕

頂いたような悦びとなり、それがまた大きな感謝となって重なり、悦び

と懐かしい思い出により永遠に忘れることの出来ない心の宝を頂いた

ように思います。 

 始めに掲げさせて頂きましたお歌は、大方の方にはご存じのこととは

思いますが、そのたった一度だけお出でくださいました、今から二七年

前の一九七五年七月六日、『心の原点』と題されて、金沢の地において

初めての、しかも最後のご講演を賜ったのでございますが、その翌日の

お別れの昼食会の席上、お歌いになられたお歌でございます。 

 その日、金沢都ホテルにおきまして、先生には主な世話役の方々に対

する個人指導の後、この私に伝道してくださいました義兄の秋本善次郎

様に対して、「今回北陸の責任者を目覚めさせて頂き有り難うございま

した」、と丁寧にご挨拶をされるお姿を拝見して、ちょうど私の親が、

不肖の我が子がお世話になった方に対してお礼を言ってくださってい

るような、実の親にも無い深いご慈愛にただただ勿体なく感激いたしま

した。 

 当時このお歌を拝見した二、三の法友が、『このお歌を何度も拝読す

ると、法がここ金沢の地から全世界に向けて広がって行く、というお歌

のように思えて来る』また或る法友は、『丸山さんは、先生に愛されて

いる。羨ましい』などと言われたりしましたが、私は、そんなことはあ

りませんよと、実際に、そのようなことがこの愚かな私如き者にあろう

筈がないと思っていました。 
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 金沢にお見えになられた最初の日、ご講演を終えられた夕食会のとき、

先生に随行して来ておられた関係の先生方と数名の地元の世話人の前

で、始めに私がご挨拶を申し上げた後、先生には『丸山さん、こんなご

馳走は今後しないように』と申されましたので、私は『先生、おっしゃ

るようなそんな立派なものではございません。金沢では昔から、郷に入

れば郷に従え、という言葉がありますが、誠にご無礼ではございますが

本日は、先生と謂えども何とぞこの金沢の仕来たりに従って頂きますよ

うお願いいたします』と、本当にご無礼を承知のうえでお願いを申し上

げましたところ、先生には、私たちの思いが分かってくださったのか、

ニコニコ顔で『そうかー。じゃー、頂きましょうか』と、嬉しそうにお

上がりになられましたので、やっと私も大役を勤めることが出来たよう

な思いになり、今日まであれこれ粗相のないように、またはお悦び頂け

るにはどうしたら良いだろうか知恵を絞って来たことがようやく実り、

偉大な主をお迎えさせて頂いた何とも言えない悦びが心に一杯満ち溢

れ、この人生では二度と無い幸せを頂いたのでした。 

 今から思いますと、大変勇気が要りましたが、ここでも心を裸にして

の思いを申し上げたことが、後になって、こうすれば良かった、ああす

れば良かった等と悔いを残さなくて良かったと思うこの頃でございま

す。 

 こうして思い出を綴りますと、金沢にお出でくださった先生にお目に

かからせて頂いた後、私が辿った法の道にはいくつかの大きな転機があ

ったように思いますが、金沢にお見えになられたことの次に、私にとり

まして重大なことは、その年の八月に、イエス様にお目にかからせて頂

いたことでした。 

 ここで初めて私は、ぎりぎりの瀬戸際で今生この自分自身が何をしな

ければならないのか、またはならなかったのか、ということが、イエス

様からお言葉を頂きましたお陰様で、やっと地獄の入口で気付かせて頂

いたのでした。 

 今から思いますと、この人間はどうにもならない、金沢講演会が終わ

った後も、何時も何時も逃げよう逃げようとしている、最後の切り札と

して、イエス様にお願いするしか助ける道は無い、というお計らいによ

り、このような機会が頂けたのではなかろうかと思わせて頂きました。 

 まるで地獄で実際イエス様に出会う、という尊い機会を頂いた時から、

初めて性根を据えて法の学修に取り組むようにならせて頂きましたが、

その頃ある方から、貴方は反省について何も分かっていない。奈良の内

観所に入門して反省を学んで来たら、という厳しい言葉にうろたえて、
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先生にそのことを申し上げましたところ、先生には、ただ一言『そこに

は法が無いんだよ』と申されたのです。 

 その日から『法が無い』ということが心で理解出来ないようでは、こ

こに留まることは出来ない。残るならなんとかこの『法が無い』という

ことを、心で理解出来るようにならなければどうにもならない、と強く

思い、それからは、本来の何事にも徹底しないと気が済まないという嫌

な根性が顔を出し、初めて正法者らしい己に厳しい昼も夜も無いような

日々が続き、やがて七年の歳月を重ねたところで遂にその回答を頂くこ

とが出来たのでした。 

 今にして思えば七年の厳しい精進も、過ぎてしまえば何とも懐かしい

思い出となりましたが、『法は、偉大な主・高橋信次先生の一言一句の

総てが法である』ということが、心で分からせて頂いたのでした。 

 それまでの学修会は、先生が生徒に講義をするような学校式で、一方

的にお話しをさせて頂いて来ましたが、それからは、このようなことを

していては、一日一生という今日、このような形式の学修では一人一人

の心から後光が出るようになるには、何百年かかるか分からない、それ

よりも、何よりも、学修会の席を向かい合わせのロの字型にして、マン

ツーマン方式の一対一の心を裸にしての個人指導を入れた学修会にし

た方が早く後光が出るようになる。 

 何故ならば、学校式では、聞く側は心の中で自分中心の思いの中に入

ると、聞いたり、聞かなかったり、というような自分の寝袋に入ってし

まう癖の人では、なかなかその癖を修正することが出来ないが、マンツ

ーマンだと、寝袋に入っている人に対しては、即座にそこから出るよう

に話すことが出来る、また正しく聞いていない人には、その実態が分か

るので直ちに正しく聞くように注意することが出来る、従って早く心が

浄化されるようになり、後光も一段と早く出るようになることが分かり

ましたので、そのような方式の学修を採用することにいたしました。 

 このことにつきましては、先生には、お亡くなりになられる約四○日

前の五月一五日昼過ぎ頃、先生の八起ビルの玄関で、今から長野工場に

行かれる先生に、反省道場から帰りの私が、誠にご無礼な表現ではござ

いますが、正に事前に打ち合わせていたようなお出会いを頂き、隣接の

喫茶店で先生にお目にかからせて頂きました。 

 この時のことが今生を始め、永遠の私の生涯に対して賜った偉大な光

ではなかったかと、思い出すごとに感泣いたしております。 

 そのとき先生には『誰の真似もしないように、現在やっている通りで

良いから、思いの儘にやって行くように。それで良いから』と、お導き
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くださいました。 

 ここで初めて私は、北陸地方だけでなく、国内は元より全世界に向け

て伝道するようにとお許しを頂いたのでございます。 

 その後、私自身の今後の心の在り方について、明治の宰相山本権兵衛

様の生き様を通して海軍兵学校の『指揮官先頭』の精神をお教え頂き、

これまで諸般の事情により私が歩いて来た道『指揮官後方』を強くお叱

り頂いたのでした。 

 続いて、かねてよりソニーの大賀会長様の経営理念を学びたいと思っ

ていたことが、ある日行った書店で、長年捜し求めていた大賀会長様の

伝記を見つけることが出来、その夜むさぼるように読ませて頂き、この

素晴らしい音楽家であり、大経営者の今日までの生き様を通し、初めて

ドイツの世界的指揮者カラヤン様とのご親交により、世界の耳に叶った

世界随一の音響機器を製作し世に出されていることを知り、初めてこれ

までのお導きは実在界より、国内随一の技術屋の水準による音響機器を

目指す松下電器のようではなく、世界随一の耳に叶った技術水準のソニ

ーのような正法者を目指せ、との尊いお導きを頂いていることにやっと

気付かせて頂いたのでした。 

 たしかこのことにつきましては、昨年の『第二五回高橋信次先生に捧

げる感謝と誓いの会』においてお話しさせて頂きました。 

 ところが今年始めに、実在界より、当会の総ての会員に対して、正法

帰依者としての正しい心の在り方について、お導きを頂き、四月号『ひ

かり』誌に『正法帰依とは』という表題で掲載させて頂きました。その

要旨を次のように掲載させて頂きました。 

 

 『偉大な主には、大変お急ぎになられている。一時も早く地球全域に

法を広めるように。それには、総ての会員の心を、心の底から正しい法

に修正し、法のもと大調和しなければ、国内はおろか海外にも出て行く

ことは至難である。 

 今自分の心に在る正法は、果たして真の正法かどうかを、点検する学

修を実行すること。もしも法が在るならば、あらゆる課題に、法により

正しい判断、回答が出せる筈である。正しい回答は唯一であり、永遠に

不変である。 

 自分の心に在る法とは、高橋信次先生が説かれた法であるか、それと

も、一人の師から指導された法か。他の指導者の指導に抵抗があるか、

それとも。 

 これは理屈でもない。また思想でもない。 
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 もし自分の心に在る、法と信じているものが、点検しても法であるか、

それとも思想であるか、分からないときは、改めて、ご著書を初心に返

って何度でも拝読し直すことが大切である。 

 サンガー即ち、当会か、または他の会、または指導者を信ずるか。 

 ここでどの指導者を選定し、師事するかという次元ではなく、今の自

分は法を消すことなく、曲げることのない正しい法を心に持っているか、

という自己点検をしたうえで、決定すべきことである。 

 正法は、大自然が示しているように不変、不偏、不動である。 

 また、神の子人間の善なる心も、すべてその魂の次元の正しさを保有

している。善なる心とは、潜在意識のことであり、神仏と直結している

神の子人間の良心を言うのである。法を正しく理解、学習して行かない

と当会自体が二つにも三つにも割れていることになる。ここが正法に一

本化しないと、国内はもとより海外に伝道することは不可能である。そ

の前に、自分の心が苦しくなり、自己浄化しないと学修会に参加しても、

ご著書を拝読しても、集中した学修精進は不可能であろう。 

 また、やがて周りの法友、または法を求めて集まって来る法友からそ

の誤りを指摘されることになるであろう。 

 もしも法が在ると思っていた自分自身が、あらゆる角度から点検して、

法が無いことが分かったら、法が無い自分を正しく指導出来なかった前

の指導者の指導に問題があることが発見されるのである。 

 このような点検運動を、二○○一年初期の一大運動として位置づけ、

偉大なる主・高橋信次先生がお悟りになられてお説きくださった正法を、

混乱から正すことから始めることこそ、偉大な主・高橋信次先生にお捧

げする報恩感謝の道であり、末法化を食い止める一大自己点検運動を展

開する所以である』 

 

 私はこれまで、高橋信次先生の一言一句の総てが法である、と申し上

げてまいりましたが、愚かにも毎月全国各地において開催されている

『高橋信次先生のビデオによる講演会』につきましては、畏れ多くも、

最近まで『かつてビデオに写した高橋信次先生のご講演』と思い込んで

来ました。ところがある日、そうではない、形はビデオかも知れないが、

そこでお話ししておられる高橋信次先生は、偉人な主の尊いお姿であり、

しかも直接私たち衆生に対して、法をお話しくださっていることに気付

かせて頂いたのです。 

 今日までの愚かな私の思いと行いを深くお詫び申し上げます。 

 これからは、各地におけるこれまでの『ビデオによる高橋信次先生の
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講演会』は、『高橋信次先生のご講演』または『高橋信次先生講演会』

と改めることにいたしましたので何とぞご了承くださいますようお願

い申し上げます。 

 『高橋信次先生講演会』には、何を置いても会員全員が一人でも多く

の心在る方々をご案内してお集まりくださり、心新たにされて、偉大な

る主のお言葉を一言一言かみ締めながら拝聴くださいますようお願い

申し上げます。 

 そして、講演会でご講演を直接拝聴されることが、私たちにとって、

最も大事な正法学修と伝道の原点であることを深くご理解くださいま

すようお願いいたします。 

 偉大な主・高橋信次先生には、今生最後の東北研修会において『新復

活』と題され、ご講演された中で、次のようにお話しされました。 

 『皆さん自身の進むべき道は真の道、普遍的な己自身の心にウソのつ

けない善我なる心を中心として生活をしたときに道は開かれて行くの

です。それが神理です。 

 今後大きな現象が起こってまいります。 

 間違った宗教家達は私によって潰されて行きます。 

 どのような宗教家達であろうとも、間違った宗教家達は私達の霊的な

力によって現象化されて行きます。信じようと信じざるに拘らず、これ

は事実です。 

 あと五年です。皆さん、見ておってください。地震も雷も自由自在で

す。 

 それだけに、今私達はその受入れ体制をしておかなければなりません、 

 日本ばかりではありません。やがて中近東へ行きます。そして真の道

を彼らは知るでしょう。それは、地球の最終ユートピアのために、私達

は今肉体を持っているのです。そのために、自分自身の生活の場は、自

分の生活として今度の光の天使は、全部事業をやりながら出て来ており

ます。宗教などで飯など食いません。それが本当です。神は一銭の人間

から金など要らないのです。太陽はただです。神の心です。これが神理

です。 

 私は、実業家として、あと四年五年後においては、その面においても、

世界でも知らん人は無くなるでしょう。当然なことです。それが道です。 

 イエスの時代や、或いはまた、ゴーダマの時代ならばそれで良かった

のです。 

 現在の時代は、それでは駄目なのです。 

 教祖やその取り巻きが、優雅な生活をするために宗教があるのでは無
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いのです。 

 真の宗教とは、宇宙の人間として生きる道を教えているのです。そし

て人間に生きる悦びを与える道なのです。これが神理です。神は、人間

の作った物を欲しません。大事なのは、美しい一人の人間の心が欲しい

のです。 

 道はやがて開かれて行きます。我々の前途は光明に満たされます。そ

してその人達は救われて行きます』 

 

 今日日本列島各地において再び、偉大な主・高橘信次先生のご講演に

よるお叫びが響くようになり、神の子人間の心を始め大地を浄化してく

ださっているためか、これまでに経験したことの無いような調和された

平安な日々を頂いていますことに深く感謝を捧げ、さらに、さらに全会

員が法のもとに心を一つにされて、『全世界の隅々にまで法をお伝えす

る』という悲願を、それぞれ各人が、それぞれ各地におかれて、実践さ

れますようお願い申し上げます。 

 会員各位ならびにご購読くださっている各位の平安をお祈りいたし

ます。 

 

 謹んで偉大な主を御讃え申し上げ 同志とともに永遠に法灯を絶や 

                 すことの無いよう精進努力する 

                 ことを固くお誓い申し上げま 

                 す。 
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【法とは・私の学ばせて頂いた次元】2001-7 月 2001-8 月 

 

 高橋信次先生ご在世当時は、空前の大反響により何処の講演会場も長

い行列が出来る程大盛況でありましたが、ご昇天後は、愚かな私達の怠

慢のために、日が経つにつれ次第に法が曲げられ、法灯が消されるよう

になりました。それとともに気の所為か、次第に世の人心が混乱するよ

うになり、政治もまた携わる人の心が名誉、地位、財産、お金という物

にとらわれるようになり、同時に政権に対する国民の信頼も急激に失墜

するようになり、さらには経済も急速に冷え込み危機に見舞われるよう

になって行きました。 

 一九九二年三月、初めて北陸を離れ、同志の協力のもと大阪は堺市に

正法の学修会を開設いたしました。 

 その当時私の思いは、関西を始め各地における学修指導は、きっと素

晴らしいものに違いない。自分などとても足もとにも近付けないだろう

と、大変緊張した心で臨んだことを覚えております。 

 当日お集まり頂いた方々は、地元大阪を始め九州などの学修会を退会

された方が殆どでしたが、殆どの方から後光が出ていないのを拝見し、

予想とは違い大変驚きました。 

 当時の金沢地区の学修会では、既に大方の方から後光が見られるよう

になっていたからです。 

 高橋信次先生には、常に『不断の努力天才に克つ』と、お教えくださ

いましたが、その日から不断の努力により、まず関西から正しい法の学

修を始め、一日も早く『関西は私のホームグラウンドです』と申され、

毎月のようにご講演をされ、ご指導をされていたこの地に、再び法を復

活しなければならない、という悲願のもと、唯唯黙々とこの九年の間通

わせて頂きました。 

 ご参加の各位には、まず初心に返って、高橋信次先生のご著書を正し

く拝読され、正しい思いのもと精進努力を積み重ねられた結果、今日で

は精進された方々からは美しい後光が拝見されるようになりました。 

 実践について、『心の発見・神理篇八五ページ』に次のようにお導き

頂いています。 

 『八正道の神理は、生活実践によって結果が出るもので、それは自分

の想念を、神仏の光によってより浄化するための条件である。八正道の

実践によって、己を知り、自己保存、自我我欲から解放され、自分以外

にも多くの人々が生活していることを心から知ることである。互に、よ

り良い人生を送るために、良い環境を作り出すために、相互が実行努力
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すること。自発的なそうした行為には慈悲と愛を伴う、報いを求めぬ心

を持つ、ということ。菩薩の心で行うということである。そうした行為

のできる人が、安らぎの生活を送れ、光の世界に通じる心を持つことの

可能な人である』 

 

 また、後光について、『人間釈迦・第一部二五四ページ』ならびに『心

の発見・神理篇一九九ページ』に、次のようにお導き頂いています。 

 『四人の弟子達も、コースタニヤ同様に、過去の経験の一駒、一駒を

反省し、神に詫びた。そうして、二度と再び、同じ過失をくりかえさぬ

よう自らを戒めていた。 

 二日目の夕方であった。彼等の顔は、一日目よりも明るかった。 

 同時に、彼等の後ろから放っている後光の量が多くなり、光りはじめ

ていた。永い歳月、知らぬ間に積もった塵や垢の一部が取り払われたそ

の隙間から、光明が射し込んできたからであった。 

 後光の量は、その人の心の調和度に比例する。調和度とは、神の子の

自覚であり、それにもとづく想念のあり方であり、行為を意味する。調

和度は、反省という努力、謙虚さから、まず出発する。どんな宝石でも、

中身は光っていても、外からの力によって磨かなければ光沢は出てこな

い。私達の想念行為も、正道という法に適った生活行為の積み重ねによ

って、後光の輝きが違ってくるのだ』 

 

 『私達の心が調和されれば、体から出ている後光、すなわちオーラー

が金色のように覆う。家庭がそうなればそこに金色のオーラーが現われ、

人類の心の調和は地球全体がそうした金色の光に覆われ、平和な安らぎ

のユートピアを作る使命目的を私達は神より与えられているのである』 

 

 これも偏に偉大な主・高橋信次先生の御計らいと御導きの賜物とここ

に改めて悦びと感激と感謝を捧げ心より厚く御礼申し上げます。 

 かつて先生には、全国六カ所にそれぞれの地方本部を設立されました

が、もう既に関西本部の他には当会のみとなってしまいました。今から

九年前、大阪に出かけるようになった頃、次々各地の法が無くなって来

たという情報が乱れ飛んでいましたが、金沢を離れて見て、それがまさ

に真実であることを知るようになり、これではいけない、先生に対して、

申しわけがない、何とかしなければならないと思い、各地における学修

会の席上において、さらには、『ひかり』誌を通じて、法が消えたり、

曲げられるようになって来た原因について、警鐘を乱打いたしました。 



1134 

 

 私達が発行して来た月刊『ほくりく』誌も、大阪における学修会を開

催するようになった時を境に、これまでの『神理学修会』を『高橋信次

先生の法を学ぶ会』に改め、『ひかり』誌にさせて頂きました。 

 時々『あなたの名前は聞いたことがない、高橋信次先生のご講演の後

の現証でも貴方を見たことがない、本当に本物ですか。また騙されるの

は嫌だ』等と、直接お尋ねの方もおられました。私はこれまで長い人生

を生きて来ましたが、初めて、本物か偽物かと聞く人に出会ったのには

大変驚いてしまいました。これも偏に、この自分自身の愚かさ故に、勿

体なくも偉大な光の法の世界で『偽物』という疑念を人々に与えるよう

なことになり、大変残念に思いました。やがて、お集りの方々が、『法

とは何ぞや』『思想とは』ということが、心に落とされるようになれば

解決することだ、それにはさらにさらに己に厳しい精進を重ねることが

大切だと思って来ました。 

 ある日の大阪学修会の後『個人指導をして欲しい』と申し込んで来ら

れたご婦人は、開口一番『指導料はいくらですか』『無料というか、私

は頂いてはいません。頂いたことがありません』『そんなことウソや、

後で何万と請求して来るんと違うかね』『無料だなんて信じられん。私

は何十万円も取られた。家に請求書が届いた』等と、聞くにつれ、想像

するだに恐ろしいことが起きていた事実について、『お前の二つの耳で

しっかりと聞くんだぞー』という天の声を頂いたように思いました。予

想していたことよりも実際は、大変恐ろしいものになって私の耳に入っ

て来たのでした。 

 かつて、偉大な主・高橋信次先生には、最後の東北研修会のご講演の

中で、次のようにお導きくださいました。 

 『皆さん自身の進むべき道は、真の道、普遍的な己自身の心にウソの

付けない善我なる心を中心として生活したときに道は開かれて行くの

です。それが神理です。今後大きな現象が起こってまいります。間違っ

た宗教家達は私によって潰されて行きます。どのような宗教家達であろ

うとも、間違った宗教家達は私達の霊的な力によって現象化されて行き

ます。信じようと信じざるに拘らず、これは事実です。あと五年です。

皆さん見ておってください。地震も雷も自由自在です。それだけに今私

達は、その受入れ体制をしておかなければなりません。 

 日本ばかりではありません。やがて私は中近東へ行きます。そして真

の道を彼らは知るでしょう。それは、地球の最終ユートピアのために、

私たちは今肉体を持っているのです。そのために自分の生活の場は自分

の生活として、今度の光の天使は、全部事業をやりながら出て来ており
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ます。宗教でなど飯など食いません。それが本当です。神は一銭の、人

間から金など要らないのです。太陽はただです。神の心です。これが神

理です。 

 私は実業家として、あと四年五年後においては、その面においても世

界でも、知らん人が無くなるでしょう。当然なことです。それが道です。

イエスの時代や、あるいはまたゴーダマの時代ならばそれでも良かった

のです。現代の時代はそれでは駄目なのです。 

 教祖やその取り巻きが、優雅な生活をするために宗教が在るのではな

いのです。 

 真の宗教とは、宇宙の人間として生きる道を教えているのです。そし

て人間に生きる悦びを与える道なのです。これが神理なのです。神は人

間の造った物を欲しません。大事なのは美しい一人の人間の心が欲しい

のです。 

 道はやがて開かれて行きます。我々の前途は光明に満たされます。そ

してその人達は救われて行きます』 

 

 今生、偉大な主・高橋信次先生には、ご自身の限られた短い御生命を

削られるようにしてお悟りになられた偉大な法を、さらに寝食を忘れて

日夜私達にご講演を通して、あるいは『心の発見』や『人間釈迦』を始

めとした多数のご著書を著され、その中にも膨大な字句により、後々法

が曲げられたり、あるいは消えることのないよう、永遠の正法として、

愚昧な私達神の子たちに対し、永遠の心の宝を遺して行かれました。 

 私達は、その永遠の宝である法を永遠に受け継ぎ、永遠に正しく伝え

て行かねばならない尊い使命を頂いている選ばれた魂です。それは、特

定の一人の人間ではなく、法に帰依した私達一人一人が頂いている偉大

な使命であります。これからの人生において、何を忘れても、このこと

だけは絶対に忘れてはならないのです。しかもこの偉大な使命は、誰か

ら頂くというものではなく、既にあの世からこの世に生まれ出て来ると

きに、それぞれ私達自身が、自ら願い出て許され、偉大な主がお出まし

になられる時に合わせて、この世に出させて頂いた魂ではないかと思い

ます。 

 しかしこの世は表面意識一○パーセントの現象の世界でありますた

めに、あの世でのことは、総て忘れるように出来ているとお教え頂いて

いますように、私達は総てが親子の約束を始め、神仏とのお約束も皆忘

れてしまっているのです。 

 縁生について、『心の発見・神理篇一七ページ』に次のようにお導き
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頂いています。 

 『親子の関係は、前世において約束してきたことなど、潜在意識のひ

もを解いて意識の世界に実在していることを悟ったとき、“神理”を悟

った人々によって、いつの日か懐かしい前生の物語りとして、語られる

であろう。 

 縁生の事実の解明は、全人類が皆自分で望み、生誕地、両親、兄弟、

友人、夫婦などとして、実在の世界において最も精妙に計画されてこの

現象界に肉体現出となったことが、やがて多くの人々によって説明され

るであろう、ということだ。 

 縁生とは、私のみのことではないのである。 

 貧しい環境を選んだ私の場合も、自分の選択であり、人生において疑

問を持つことの出来る家庭環境を選び、そうした疑問への回答の究極は

“神理”にぶつかるということを、計算して生まれきたことを、私も今

は悟ることができたのである』 

 

 しかし不思議にもこの厳しい現世において．既に現在只今、皆様には、

光明燦然とした偉大な法に帰依されて、日夜精進しておられるのです。

周りにおられる縁生の法友よりお導きを頂かれたために今在ることは

当然なことでありますが、それはそれだけではなく、偉大な神仏の尊い

お計らいとお導きを頂き、そのお陰様であの世から計画して来た通り、

有り難くも幸せなことに偉大な法に帰依することが出来たのでござい

ます。 

 正しいとは調和なり、とお教え頂いています。さらに、愛とお教え頂

いています。 

 法に帰依させて頂いた私達は、日夜精進努力した自力を積み重ねた分、

神仏には、慈愛としてその自力の上に、そっと他力を重ねてくださって

いるのです。当然のこと、法に触れておられても、一念発起した精進努

力という自力を出さない限り、永遠に神仏からの他力は頂くことが出来

ないのです。にも拘らず、神仏には、このような愚かな私達に対しても、

明日はきっと、明後日はきっとと思いやってくださり、何時も何時も信

じてくださり、生きるための神のエネルギーを尽きることなく、無償で

お与えくださっているのです。 

 神の子には、総てに常に常にこのようにお与えくださり、生かしてく

ださっているのです。そのうえ、何時も常に常に、自由をお与えくださ

っています。 

 しかしながら何時の間にか私達は、この自由は何事を思い、何事を行
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おうが、好き放題をしても良いという自由自在と思いがちでありますが、

決してそうではなく、それも総てにおいて、神仏の御心の中に生かされ

ているという光の枠の中に在ることを知らなくてはならないと思いま

す。 

 法について耳にしただけでも、法縁を頂くという偉大な魂、神の子で

あることに気付いて頂きたいと思います。 

 しかしながら、とかく私達は、自分自身の自力を出すこと無く、他人

に求めたり、縋ったり、甘えたいと思ったりします。しかしながら他の

こととは違い、法の修行の世界は、常に常に自力を出さねば一歩も前に

進むことは出来ないのです。 

 人は、他人から教え導かれても、生来の頑固な癖のため、有り難い光

を頂きながらも『嬉しい、有り難うございます。このようなことはこれ

まで知りませんでした。お教え頂いて初めて知りました。お陰様で幸せ

です』等とは、中々口から言葉となって出せません。それは、この世に

生まれてから今日まで、心の中で思っていることや、思って来たことに

ついて、こまごまと教え導いてくださる人がいなかったので、人生とは

思うことは、自分勝手で良いと思う人間になってしまい、他人にはウソ

が付けても、自分自身には絶対にウソが付けない善なる心、良心とも言

いますが、神仏に直結している潜在意識を欺いた生き方となり、苦悩を

心に溜め込む人が多いとお教え頂いています。 

 悦びや感謝、感激、感動を口からほとばしるように話される方が、少

ないように思います。それは、生まれた環境の中で、両親から溢れるよ

うな愛情を頂くことが出来なかったため、自分中心に思い行うようにな

ったとか、あるいは、愛情過多のため、自力が出せないようになり、と

かく他人に甘え、頼るようになった人が多いように思います。 

 自分中心に生きている人は、表面意識一○パーセントを基準とした生

き方をしておられる方であり、どうしても常に迷い苦しみ、自分にとっ

て都合の悪いことは何かと他人の所為にしてしまいます。お陰様で、な

どとは殆ど思われることはないでしょうし、したがって当然のこと、悦

びや感謝は微塵も無いと思います。さらには根気が無いと思います。徹

底した追究、追究を重ねるような不断の精進努力はとても覚束無いこと

と思います。何故そのような哀れな姿になったのかと申しますと、それ

はすべて自分本位の考え方なり、行動をして来たからです。 

 その原因は、自らの汗水垂らして生きる努力をして来なかったためか、

または、周りの人達のお陰で、何一つ苦労をしないで生きて来たため、

何を頂いても当たり前という自分のことしか考えられない片寄った人
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間が出来上がってしまったのです。 

 そして、毎日が本当に幸せかというと、良心が痛み苦しみ、悩んでい

るのです。反省することもなく、その儘生きているうち、守護霊が今生

の目的から外れているため、急拠肉体的病気にして、気付くように愛の

鞭を与えるようになることでしょう。 

 しかし人間神の子は、まず神仏によって生かされ生きているという事

実を知らなければならないのです。神の子であるという自覚が大切であ

ります。人間神の子として正しく生きる道は、既にご承知のように、お

導き頂いています正法であります。八正道という正しい基準によった見

方なり聞き方なり思い方、行い方を実践することにより、永遠の幸せを

頂くことが出来るとお教え頂いております。 

 その教えに入る道は、まず各地で毎月行われている『高橋信次先生の

ご講演会』（これまでのビデオ講演会の意）に必ずご参加され、偉大な

主・高橋信次先生が直接ご参加の一人一人のお心に語りかけてくださり、

心に光を一杯お与えくださる光栄に浴することが最も大事であります。

（『ひかり』誌最後のページにその日程が掲載されています） 

 次に、ご著書『心の発見・神理・科学・現証篇』と『人間釈迦・第一

部から第四部』（このご著書は、かつて文部省推薦優良図書でありまし

た）を、当会資料『はじめての人に』をご参考にされてお読みください。 

 三点目は、当会発行のバックナンバー・既刊月刊誌『ほくりく』と『ひ

かり』を『ひかり』誌最後のページに記載してある当会受付にお申し込

みのうえ、お読みくださいますようお勧め申し上げます。 

 そのうえで、毎月の『ひかり』誌をお読みくだされば、法についての

ご理解が一段と深くお解りになられ、これまでの遅れを取り戻すことが

出来るようになられるものと思います。 

 四点目は、以上の学習により、日々夜お休みになられる前『心行・祈

願文』と『健康祈願文』を唱えられた後、予め決められたご著書のペー

ジを拝読され、これまでの反省と、今日一日の反省をされた後、お休み

ください。 

 五点目は、毎月、または地域により二ヵ月に一回の定例学修会に必ず

ご参加頂き、これまでの学修ご精進について心を裸にして発表してくだ

さい。 

 『心の発見・科学篇一六ページ』に、次のようにお導き頂いています。 

 『自分の心の状態を隠そうとする人々は、救われないということも私

達は知っている。それは、自らを正法の道から逸脱させて行く人々であ

って、苦しみと悲しみの人生航路を望んでいる者達なのであろう。しか
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しそれにも、反省の心があるならば、心と行為の間違いを修正したとき

に、安らぎの人生を歩むことは出来よう。 

 神理は、誰も崩すことは出来ないのだ。たとえ、一時暴力や権力によ

って否定されても、太陽が東から出て西へ沈むように、それはいつの日

か迷える人々の心に、華燭に似た光となって安らぎを与えることだろう。

人間は誰しも人生に対して真実の道を求めている』 

 その時、必要なことについてお話が頂けるものと思います。さらには、

ご参加の方々のご精進のご発表も聞くことが出来るので、より良い学修

が頂けるものと思います。 

 このようなご精進と学修により、己に厳しい自力の修行が可能となり、

当会独自のマンツーマンの学修によって一段と深い心の精進が進むも

のと思います。 

 当会では、これまでこのような精進と学修により、健康な方はさらに

一段と健康になられ、同時にご家庭は一段と調和され、お家族の皆様が

お幸せを頂くようになっておられます。 

 さらに今日まで、約一○○件以上の、医師が手を放された難病や奇病

が癒されています。それは、秘術でも何でもない、愛によるものであり

ます。日々の精進努力による自分自身の愛の心と神仏の御心が調和され

たとき、こうした偉大なみ光が頂かれるものと思います。 

 私はこれまで『ひかり』誌を通じ『法とは、偉大な主・高橋信次先生

の一言一句の総てが法であります』と叫んでまいりました。 

 したがいまして、高橋信次先生が行ってはならないと申されたことは、

行ってはいけないことは言うまでもありません。 

 偉大な法に対する報恩感謝を捧げる道は、即ち伝道であります。これ

までお救い頂いた悦びと、報恩感謝の思いを一人でも多くの人々にお伝

えすることが大事と思います。 

 その反対に、自分中心の思いによって理解したものを人に伝えること

により、法は曲げられ、やがて消されることとなります。 

 偉大な法を曲げることは、独り指導者のみでなく、私達一人一人の学

修と精進の段階においても、自分中心の学修なり判断をされることによ

って、知らず知らずのうちに法を曲げることになり、やがては法を消す

ことにもなることを知らねばならないと思います。 

 法を曲げたり法を消したりしないためにはぜひとも一日も早く『法を

心に落とす』精進努力が大切と思います。 

 偉大な法は今生偉大な主・高橋信次先生かお悟りになられた一言一句

の総てが法であります。 
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 私達正法者は、その御教えを正しく学修精進しなければなりません。 

 かつて『ひかり』誌を通じて、『法を傷つけることのないように、ま

たは曲げることのないように』等と申し上げたことにより、一部の方か

ら、それは理屈だとか、他人を批判している等とお叱りを頂きましたが、

法により、他の間違いを指摘したことは、気付かない儘に、法を曲げた

り、法から外れた行いをしている人達に対して、その過ちに気付いて欲

しいと願う私達の愛念でありました。 

 かつて、偉大な主・高橋信次先生には、『他を裁くなかれ』とお導き

くださいました。 

 また、イエス様には、次のようにお導きくださいました。 

 

一、人々に愛の心を忘れるな。 

一、人を裁くな。 

一、人には平等にせよ。 

一、人の上だと思うな。 

一、人の足を洗う心を持て。 

 

 この一言、一句も、総てが法であります。法が心に落ちないと、その

真意を理解することが出来ないと思います。 

 法を、心に落としていないと、どうしても善と悪の自分中心の物差し

で判断するため、愛が理解出来ず、悪口を言っているとか、あるいは批

判しているように理解されてしまうのです。 

 法帰依とは、法を心に落とし、法を中心とした思いや行いを実践する

ことであります。それにはまず、一時一時の生活から正す精進努力が大

事であります。 

 人の心に法が在る、無いとでは、結果として、このように天と地ほど

も食い違うことにもなるのであります。 

 最後に、偉大な主・高橋信次先生を讃え、御教えを掲げさせて頂きま

す。 

 『神意に即した生活を自らの努力によって築き上げることが、神仏の

心に通じることなのだ。 

 人間らしい生活の最善の努力こそ私達の心に平和な安らぎを与え、神

仏の慈悲が約束される。 

 “法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもっ

て、正法を信ずる者の行く手に、光明の道を開いてくれよう”』 
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 偉大な主には、一九七五年七月六日金沢の地においてご講演をして 

        くださいました。その尊い日が再び巡ってまいりま 

        した。 

        このたびお導き頂きましたことを固く守り、私達 

        は、日夜精進努力を怠ることなく、国内はもとより 

        全世界に法をお伝えすることを固くお誓い申し上げ 

        ます。 
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【「第二六回高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」における「挨拶」】  

 2001-9 月 2001-10 月 

 

 ご挨拶を申し上げます。 

 本日は、梅雨の最中にもかかわらず素晴らしい光輪を頂き、ちょうど

この高橋信次先生のお写真を私の家からお運びしてくださる方が見え

た頃には、非常に太陽が燦燦と輝いておりました。その間ずっといい天

気を頂いて、そしてここに偉大な主をお迎えし、また全国各地よりかく

もたくさんの方がご参集くださいまして、ここに「第二六回高橋信次先

生に捧げる感謝と誓いの会」を開催できますことは、主催者の一人とし

て本当に嬉しく有り難く思います。謹んで御礼申し上げます。 

 高橋信次先生のことは皆様、よくご承知のことと思いますが、高橋信

次先生のご生涯といいますか、そういうことについてその主なものにつ

いて少しご紹介申し上げてみたいと思います。 

 高橋信次先生には天上界からこの日本にお出ましになることは、今か

ら二五○○年前にインドでお釈迦様が悟られてこの世を去られる時に

予言されました。その予言どおり主にはこの日本の地を選ばれお出まし

になられました。始めは北海道の富良野に、また山形と計画が変わりま

したが、インドでは、お釈迦様がお生まれになられたところは、カピラ

バーストという小さな砦のようなお城で王子としてお生まれになった

のですが、そのカピラバーストと環境が最も似ている長野県佐久市を選

ばれ、お出ましになられたようにお聞きしております。 

 一九二七年（昭和二年）九月二一日長野県佐久市の農家に一○人兄弟

の次男としてお生まれになられました。 

 一九三七年（昭和一二年）、一○歳の時、原因不明の病気を縁に肉体

と心について研究を始められたわけです。もう一人の自分とは何だろう

か誰だろうかという疑問をお持ちになられたと伺っております。 

 一九三九年（昭和一四年）、一二歳の時に野沢中学校、確か二年生だ

ったとお聞きしておりますが、陸軍幼年学校に進学され、後に陸軍航空

士官学校を卒業され、特に科学、物理、数学、地質学を重点的に学ばれ

たようでございます。戦争には行っておられません。 

 一九四六年（昭和二一年）、一九歳、終戦に伴い故郷に帰られ、後、

電気機器の修理を請け負うかたわら、肉体と心の関連について独学研究

を進められたのでございます。 

 一九五○年（昭和二五年）、二三歳、電子計算機部品メーカーとして

高電工業を創業され、生涯を通し約四○○件の発明特許品を世に出され
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たのでございます。 

 一九六八年（昭和四三年）、四一歳の時、科学の疑問を追及し、つい

に悟りを開かれたのでございます。 

 そして生涯を閉じられるまで、会社経営の傍ら人生の目的と使命につ

いて全国各地でご講演され、数多くの人々をご指導されたのでございま

す。 

 一九七六年（昭和五一年）、四八歳、自らの予言の通りその生涯を閉

じられたのでありますが、その間、昭和五○年三月八日に私は大阪で初

めて高橋信次先生にお目にかからせて頂き、高橋信次先生のもとに入門

させて頂いたものでございます。 

 皆様のお手元に「高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」というパン

フレットがありますが、これをひとつお出しください。五ページをお出

しください。五ページには会の経過というのがございます。一番最初に

一九七五年（昭和五○年）四月一八日なんですが、北陸地方最初の講演

会を金沢商工会議所で開催したということは、先生のご高弟の方が二名

来られて初めて金沢で講演をされたのでございます。 

 三月に私がお目にかかりまして二ヶ月後の五月の初め、突然「七月に

行くからね。今からその準備をしなさい」というお電話を頂き大変驚き

ました。七月六日、まあお目にかかって約四ヶ月という、本当に急いで

おられたんですね。私は金沢講演という大役が終わってからも、なお自

分が救われないものですから、救われないというのは魂は救われている

のですが、自分の物質的な会社経営の苦しみから逃れることの出来ない

ことを救われていないと錯覚しておりました。そしてこの会を脱会しよ

うかと考えておりましたが、高橋信次先生には、ある時「あなたは私か

ら逃げよう逃げようとしているけれども、私の手のひらから逃げられな

いよ」ということを言われ、私は手のひらから逃げるとは、何と不思議

なことを言われる方だなと思いました。 

 まあ不思議な事をいくつも言われたのです。「私はあなたに北陸の隅

から隅まで見せてあった。その意味が分かりますか」と言われたことも

そうでした。私はその時分、天皇陛下が一番えらい方、と思っておりま

したので、天皇陛下でもそういうことを言われないのじゃないかな、一

体この方はどのような方なんだろうか、と思ったりして、非常に疑問に

思っていました。 

 一九七六年、先生にお目にかかって一年も経たない(編者注：一年余

りの)五月にですね、今でも忘れません。反省研修会終了後、先生の事

務所へ行きましたらビルの玄関口で先生が待っておられ、まるで事前に
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お約束頂いていたようなお出会いを頂きました。出会い頭に本当に仕組

まれたとしか思われないそういうお出会いを頂いて、『すぐ帰るの』「別

に急いではいません。先生は、どちらへ行かれるのですか」『長野へ行

くんだけれど、まだ時間があるからー』「じゃあ」ということで隣の喫

茶店にご案内頂きました。 

 そこで私に申されたことは、『他の講師の真似をしてはいけない、も

うそこには法が無くなっている、あなたの今やっている、その通りでい

いから、法を伝えていくように』ということを、約一時間半ぐらいの間、

細々とお話しくださいました。私は一瞬、どんな意味のことを言ってお

られるのか呑み込めませんでした。 

 私自身、講師で霊道を開いていないのは私と、東北の方と二人だけで、

二人は同じ昭和四八年に先生の下に集まるべきだったのですが、私は家

内の兄さんによって、昭和四八年頃から薦められていたのですが、ご著

書を拝読することなく、誠に怖れ多いことですが新興宗教ではなかろう

かと思っていたのです。そのために二年遅れて昭和五○年になり、やっ

と顔を出したのです。ですから二年間遅れたわけですから、私は未熟な

ため霊道を開くということに一つも希望を持っておりませんでしたし、

いつも霊道を開いた人たちが私達の大先輩であり立派な先達であると

思い込んでおりました。それが『そこには既に法が無くなっている。そ

の真似をしてはいけない、あなた独自の今やっている通りでいいから、

それでやっていきなさい』と言われたことに、余りにも突然なお話のた

め、私はどんな風にそれを理解したらいいのか分かりませんでした。 

 これはもうあらゆる場所でお話ししておりますことで、しかも今日は

高橋信次先生の御前で、やはり当時のことを思い出してお話し申し上げ

ている訳です。そのお目にかかったのが五月一五日のことですから、そ

れから一ヶ月ちょっと経った時期にご昇天されたのでした。その時思い

ましたことは、この日のために五月頃からいろいろな会合に呼び出して

くださっていたんだ。ああ、急いでおられたんだなー、ということがや

っと、やっと分かったのです。 

 私は今生最後に先生にお別れしたのが大宮の駅でした。東北の研修会

でお目にかかって大宮で先生がそのまま帰って行かれるのを、私は乗り

換えのため降りてご挨拶したのが最後でした。ところがその七月一○日

の日に、告別式が、第一回感謝と誓いの式ということで青山で開かれま

した。 

 皆様のお手元に差し上げてあります「第二六回高橋信次先生に捧げる

感謝と誓いの会」の資料の中にある「会の経過」をご覧ください。一九
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七六年、そこから毎年六月二五日に、ずっと金沢駅前の丸山ビルで「感

謝と誓いの会」を開催してまいりました。六ページにありますように一

九八三年（昭和五八年）まで八年間は、殆ど参加される方がおられませ

んでした。かつて、高橋信次先生には、ご昇天されるまでは北陸の会員

が約一○○○人おられました。それが先生が予言されました通り、ご昇

天後には本当に片手、五人しか残らなくなりました。その後私は、一人

でじっとしておりましたところ再び次第に人が集まり、昭和五九年から

初めて自分の会社から離れた他のところで「感謝と誓いの会」を開くよ

うになりました。 

 かつて高橋信次先生にはお亡くなりになられる約一ヶ月前に、私にお

話しくださいましたように、誰か他にも主な人にお話ししておられるの

ではないかと思いまして、いろいろな先生の書き残されたものを調べて

みました。先生がお亡くなりになられまして今年で二七年になります。 

 昭和五一年三月一○日、白浜において研修会があり、その時、高橋信

次先生には私に、「北陸には霊能者がいないから、本部の講師で過去世、

お釈迦様の時にアナンといわれる方をあなたのところに行くようにし

ますから、その方に現証を中心とした講演をするように、丸山さん、あ

なたは神理について講演するように、二人で協力し合って伝道してくだ

さい」と、申されました。 

 四月からその方が見えたのですが、このアナンという方に、高橋信次

先生には、お亡くなりになられる前どのようなことをお話ししておられ

たのか、非常に興味を持ちまして調べましたらね、見つかりました。そ

の一部を読ませて頂きます。 

 『恩師のお言葉を最後に耳にさせて頂いたのも電話でございました。

「もしもし、高橋ですが」、私はびっくりいたしました。先生、私です。

私は訳もわからず、先生、私は先生のお教えと先生について行きます。

と申しました。 

 「そんな事わかっている、わかっているよ。それよりも君は愛の道を

説くんだよ。愛の道を細かく、わかるね。愛は法だよ。愛を細かくね。

人間関係で苦労したものは愛がわかるだろう。愛を実践するんだよ。法

を信じ、心をいつも静かに止めておくこと、外部の動きに心を動かして

は駄目だよ。がんばるんだよ。ひかりはいつも君の心の中に生き続けて

いるんだよ。愛を説くんだよこれ一筋だよ」 

 私はぐいぐいと胸が詰まってきて、後はただ涙だけで終わってしまい

ました。恩師よ、私をお許しください』 

 というのがこの方が、先生から最後のお言葉を頂いた、お教えを頂い
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た思い出が綴ってあるのを発見したのです。 

 私は、このアナンと言われる方に対して、高橋信次先生が申されたこ

とに、間違いなく私たち夫婦も繋がっていることをここで発見したので

す。と同時に偉大な主によりお計い頂いた深い慈愛に対して感激いたし

ました。 

 そこで、皆様にはきっとバックナンバーをお持ちだと思いますが、一

九九四年、四月号「ひかり」誌五ページに「縁生」丸山弘というものが

載っております。これは私が書きましたものですが、こういう事が書い

てあります。 

 「昭和五一年三月、白浜で研修会がありました。何故か私はこの研修

会が非常に重大な予感がして北陸の仲間達と参加させて頂きました。そ

の二日目、主より『北陸だけ霊能者がいないのでこの四月からアナンを

派遣するからね。協力しあって法を広めるように』との、お言葉を頂き

ました。私は身の引き締まるような感動を頂き、これからが本番突入だ

なと思いました」 

 あの日からやがて二六年の歳月が過ぎようとしておりますが、今日ま

で思いましたことは、偉大な主にはご昇天の時が近づいていることを予

感されての種々のお計らいではなかっただろうかと思わせて頂きまし

た。当時はそんなことには気付かなかったのです。今にしてそういう思

いになりました。当然のこと、そこには魂の縁生ということも思いやっ

てくださっていたのではなかろうかと思います。 

 主のご指示の通りアナン様が見えられて、北陸の各地で講演会や研修

会が開かれていきました。 

 ある小さな町でというのは、それは石川県の寺井町公民館で二人で講

演を行った時のことです。昼食の最中に家内が、「先生は何故この北陸

に来られたと思われますか」 

 食事をしておられたのですが、すぐ箸をおかれしばらく軽く目を閉じ

ておられたようでしたが、そのうち目に涙を一杯溜められ、「インドの

カピラバーストの美しい花園で、この方」と言って私の家内を指差して、

「草花で冠、王様の冠を作って頂いたことを思い出します」と言いなが

らもう感動で胸が込み上げてくるのをやっとこらえておられるご様子

でした。 

 そばにいた私達のほか二、三人の主だった人達も一斉におどろき、食

事はこの騒ぎのために途中で終わってしまいました。それから、当地へ

来られる毎にいろいろと過去世における縁生について思い出され、その

繋がりが次第にはっきりしてきました。 
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 主にはこの頃まだご在世でした。ある時アナン様は次のようにお話し

くださいました。インドの当時は、自分の生みの母が、兄と自分を置い

て駆け落ちした後、母の姉に育てられました。その方をおばばちやまと

呼んでおりました。おばばちゃまはいつも私達に対して、「お母様を恨

んではいけません。恨んではいけませんよ、お母様を許してあげなさい」

と諭してくださいました。 

 それと、これは『人間釈迦第四部』一七九ページに、高橋信次先生が

お書きになられているところですが、ブッダ様に帰依した後、寂しくな

ると、（ブッダ様のところにアナン様が入門した後のことです）おばば

ちゃまの家を訪ね甘えました。何日間滞在していても、何不自由なこと

はなく非常に大事にして頂きました。しかしただご主人様に対しては非

常に気兼ねをいたしました。その時のご主人様はこの方ですと言われて

私を指差されたのです。私はそのことを聞いて、あーっ私は今もってそ

のような心がある、さぞや寂しい思いをしたことだろうと、何かしらい

っそういとおしくなりました。 

 自分は何と愛のない狭い心の人間であったろうかと、悔やまれて悔や

まれてなりませんでした。そのような思いがあったためか、この方が当

地に滞在しておられる間、私達二人はつきっきりで自分の息子のように

精一杯心配りをさせて頂きました。その後、ある朝突然家内が、今現在

自分の二人の孫達に対して、ばばちゃんと特に教えて呼ばせていること

は、今朝になって初めてインドの時と同じことをやっていることに気付

いた、と不思議そうに話していました。 

 毎月北陸へ来られて、学修会や講演会におけるこの方のお話の内容は、

殆ど愛についてでした。その月の予定が全部終了したある日のこと、お

茶を頂きながら雑談していると、家内が突然、「先生、かねがね申し上

げたいと思っていたことですが、先生はいつも愛についてお話をなさい

ますが、失礼ですが、先生の愛は正しい愛ではないと思います。愛は、

谷川のせせらぎを聞いていたから悟った、というものではありません。

愛とは思いやり、助け合い、譲り合い、補い合い、許し合いということ

ではないでしょうか」と言い出したのです。事前に聞いていたこともな

い、あまりにも突然のことであり、しかも主のご指示によって来て頂い

ている本部の大大講師に対して、このような出放題なことを言ったので、

私を始め周りにいた主な人は皆一様に気も動転するような気配でした。 

 これは一体どうなったんだ。丸山の奥さんは気でも狂ったんたろうか、

とまるで目が舞うような大事件発生となりました。家内は当時、今日ま

でただの一度も高橋信次先生のご指導を直接頂けるような研修会等に
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は一回も参加したこともないのに、何とご無礼な、無礼きわまる、しか

し弱ったことになったぞと、いろいろな思いが去来いたしました。案の

定、この方はご立腹されたご様子でした。急に帰ると言われ、いつもと

違った態度で帰られたのです。私は誠に申し訳ないという気持ちで一杯

でした。しかし、当の本人は平然としたもので、何事もなかったような

大らかな態度でした。 

 これにはまたまた驚きました。亭主がこんなにも心配しているのに何

と楽な人間もおるもんやわい、どっちを向いても驚くことばかりで、こ

の時を境として私の寿命はうんと縮まったように思います。 

 しかし私の本心は、家内の言うとおりや、これで良かったんだと言っ

ているのです。その後、何の音沙汰もありませんでした。ところが、翌

月の予定通りのその時間に福井駅に出迎えていますと、何もなかったよ

うに、これまで見たこともないさわやかなお顔で降りてこられました。 

 午後からの福井の講演は福井の県民会館で、当時はほとんど五、六○

○人ぐらい集まっていました。それで、私の話が終わったあと、アナン

様が壇上にお上がりになり、「私は丸山さんの奥さんから愛を教えて頂

きました。それはインドの時もイスラエルの時もそうでした。今生また

この方に教えて頂いたのです。私は愛については自信を持っていたつも

りでしたが、全く分かってはいなかったー」と、涙を流しながら話し始

められたのです。 

 会場一杯の聴衆はここまで聞くうちにどぉ－っとどよめき感動で胸

が込み上げ、泣き出す人もいました。あんな偉大な方が自分を裸にされ

て、さすがアナン様や、我々だったら見栄があってこのようなことは出

来ない。素晴らしい。このような思いが聴く人々の心に満ち伝わってい

くようでした。 

 それと同時に家内に対して全員の敬虔な視線が集中いたしました。当

の本人は感激で込み上げるものをやっと抑えているようで、ハンカチで

目を押さえているようでした。そしてそのうれしい波動が伝わってくる

ようでした。私はかつての親子が幾千年の歳月を超えて今再会し、その

情愛がひとつになってより細やかに溶け合っていくような感動で胸が

一杯になりました。 

 「母は、インドの時も、イスラエルの時も、何時の時も夜食の準備を

していつも夜遅くまで私を待っていてくださいました」、この話を聞く

と同時に私はびっくりいたしました。それはこの方が当地に来られる毎

に朝早くから、いそいそと食事の準備をしてお重に詰める家内を眺め、

この人は何故このようなことをするのか、どこにでも食堂はあるのにと
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不思議に思っておりました。ところがこれも過去世から現在にと人の心

から心に生き生きと伝えられていたことでした。 

 このアナン様といわれる方の転生を調べてみますと、今から約二五○

○余年前、インドのカピラバーストの王子として出られた時は、お釈迦

様の従兄弟として、後にブッダ様に帰依され、ブッダ様の秘書として、

最愛の弟子として最後まで仕えられたのでした。 

 その後五百余年後にはイスラエルに生まれ、同じ魂として、ヨハネと

いう名前で出られました。この時はインドの時とは違い貧しい環境であ

りましたが、やはりイエス様の従兄弟として、やがてブッダ様の時と同

様にイエス様の最愛の弟子として愛され、その最後まで付き添い、その

ご昇天を見届けられたのでした。いつの時も主役として使命を果たして

おられることに対して、深い畏敬の念を捧げ、その偉大な魂を讃えたい

と思います。 

 ブッダ様とアナン様は共に母のない環境を選ばれ、イエス様には、最

後に十字架の上から、最愛の母をヨハネに託しておられることや、ヨハ

ネの母の転生もまたインドの時は育ての母として、イスラエルの時は生

みの母として出ておられることを知るとき、神の大いなるお計らいによ

る縁生の魂の絶妙な繋がりに感動いたします。という記事を書かせて頂

きましたけれども、そのほかにも、過去世における親子が出ておられて、

高橋信次先生のご慈悲によって再会されたようにお聞きいたしました。 

 かつて私達は、高橋信次先生からお教え頂きましたことは愛というこ

とです。私達の「高橋信次先生の法を学ぶ会」では、今日まで特にその

愛ということを大事にしてまいりました。私は高橋信次先生の法に帰依

してから、愛とは何ぞやということを考えてまいりました。講演をして

そして病気の人に光を入れてあげて、はいさよならではないなと思った

んです。明日お金が無い人にはお金を持って行ってあげよう、お米のな

い人にはお米を持って行ってあげよう、苦しい時には共に苦しみ、とも

に涙を流し、手を取り合って助け合っていく、それが私達に与えられた

愛の修行ではなかろうか、非常におこがましいことですけれども、私は

正法に触れるまでの間もそういうことを日々行ってきた者です。ですか

ら正法に触れてからそういうことを行うことには、何の苦もありません

し、何の変哲もない、今まで行ってきたことをすればいいんですから。 

 そういう私達の正法というのはそういう正法によるご縁、今日までの

ご縁、法のもと、本日一七○数名の方がお集まりになられましたけれど、

お－人お一人のご先祖までは知りません。でも、本人が知られないお父

さんやお母さん、あの世へ帰られたご両親までも私が知っている方もい
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ます。そして私は、殆どのここにお集まりの一人一人の方との交流を深

めております。殆どのこのお出会いしたいきさつというものを記憶して

おります。ただ高橋信次先生のご著書を読んでください。法とはこんな

んですよ、字句の解釈など、そんなことだけを学修しては来ませんでし

た。 

 未熟なため、高橋信次先生の御教えの通りには一つも出来ておりませ

んけれども、私のこの全霊を捧げた今まで今生この世で両親の暖かい愛

情を頂き、自分の心から生み出した愛を、差し上げてきました。また、

高橋信次先生から頂いた愛もですね、皆さんに法により自分が実行して

来たことを差し上げてまいりました。それは、皆さんが自分のポケット

にしまうものではありません。それを皆様がまた噛み砕いてお返しとし

て思いやりとして、周りの一人でも多くの人に差し上げなくてはならな

いのです。人にはそうしてあげて頂きたいのです。 

 周りの人から自分がもらってポケットにしまい込んたら、皆さんは苦

しみになります。それではあの世には帰れないのです。法による行為を

しなくてはならないのです。ですから、その行為の始まりとして、自分

の家の前を掃いたら、隣の家もそっと掃きましょう。これみよがしに掃

いてやっておるぞ、そんなことではなく、そっと掃いてあげる、掃かせ

て頂くのです。そういう事が、高橋信次先生のお心に沿う道ではないで

しょうか。その実行というものをしないと私達は、主のみもとに帰るこ

とは出来ないのです。 

 最後に、偉大な主・高橋信次先生がお亡くなりになられました昭和五

一年六月二五日の翌二六日は夕方からお通夜がありましたので八起ビ

ルに行きました。ちょっと私は遅れて行きました為、もうお部屋は満員

でした。ドアを開けたとき、皆様の視線がパッと私の方に集まったので、

ワーッと気後れして風圧に押されたような、ちょっとそのどうしようか

なと迷った時に、先生がお休みになっておられるその枕もとに御奥様が

おられて、「丸山さん、こっちへいらっしゃい、空けてあげますよ」と

申され自分の横をグーッと空けてくださいました。ちょうど一九七五年

九月二一日草津経営研修会の折、私が高橋信次先生の横に御奥様と並ん

で写っている、先程写真がありましたけれど、当時、並んで、先生の横

でさあポーズといって写真を写してもらおうと思った時、御奥様には、

向こうからビューと走って来られてキュッキュッと、先生と私の間に割

って入られたのです。かつてそういう経験をしていたので、今回もまた

こうした有り難い温かいお計らいを頂くなんて、ああきっと先生には何

か私のことを御奥様にお話ししておられたのでは・・・熱い心をして座
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らせて頂いたことを思い出しました。そして二六日の晩はかつての仲間

五、六人と東京に泊まって先生に対する思い出を一晩語り明かしました。

二七日には、八起ビルにおいて密葬があり、最後までおらせて頂きまし

た。 

 新幹線の中で一人になると、只々涙、涙の私でした。ところが、これ

迄誰にもお話し申し上げたことはないことですが、窓にですね、先生の

お姿がはっきりと写って「頼むよ、しっかり頼むよ」と、ずうーっとつ

いて来てくださり、私は今日まで、先生から頼まれるってそんなもった

いないことはありません。こっちがお願いしなくてはならない、にもか

かわらず、私のような愚かな者にそういうお言葉を賜りましてですね、

その後、ただ一人残りましたけれど、一時は。しかし今日は皆様方この

ように多数の方々がお集まりくださいまして、遠くブラジル、アメリカ

からも今日この日のために、メッセージを頂いております。偉大な主・

高橋信次先生のお計らいお導きを頂き、これだけ多数の心在る法友と共

に、先生をお讃え申し上げ、今後の決意をお捧げ申し上げることを思い

ますと、本当に年なんかとっておれません。いまだに二九歳です。これ

からも頑張って行きたいと思います。 

 皆様におかれましても何卒、日々自分にウソのない生活、夫婦にウソ

の無い生活の実践、さらには一人でも多くの人に法を叫んでくださいま

すよう、それが皆様があの世へ持って帰れる、「先生こうして実践して

来ました」という大切な宝となるのです。 

 以上をもちまして私の「ごあいさつ」を終わらせて頂きたいと思いま

す。有り難うございました。 
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【私の心に頂いてきたおことば】2001-11 月 

 

 自己中心を捨てなさい 

 どんな小さいことでも 人の言うことに耳を傾けられるよう 心に

ゆとりを持ちなさい 

 自分こそ正法をやっている 

 それは自我であります 自負であります おごりであります 

 法とは もっと謙虚に 調和された心の中でのみ 息づいているも

のであります 

 どんな人も師であります 

 どんないやなことを言われようとも 心を動かさないことです 

 それも 神の貴方に対する愛であり 試練であります 

 それを乗り越えることです 

 一秒一秒の時を大切に じっくり心を練り砕いて 生きることです 

 心明るく 正しく生きることです 

 法を中心に生きていったときに 必ずや道は開かれます 

 勇気と不動の心を持つことです 心を動かさないことです 

 物質に心をとらわれないことであります 

 神仏は何時も貴方を見守っておられます 

 

 己を偉大化するな 謙虚に 謙虚に イエス様からの ご教示 五

箇条を忘れるでない 

 他を語るなかれ 他はたえず己の心の糧と知れ 

 己の心の中に写して見よ 

 己の目の前の人の姿を肉の目でとらえると 

 人を裁くことにつながり 神のみ心から遠ざかるであろう 

 

 一秒一秒を 己の心の中へとり入れよ 

 －秒一秒己の心の中の心の針を見つめ 正して行け 

 そして 人間は 神のみ心に近づくことが出来るのだ 

 

 一秒一秒の心の積み上げは 蟻の歩くことよりも遅いかも知れない 

 しかしやがてそれは神の光となり 悦びとなることは間違いない 

 他人が 周りの人が何を語ろうと 何を行おうと 

 許すことである そして 己の心の中へ取り入れよ 

 そなたは その時 真に神の時を歩んでいるのだ 
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 そのためにはまず法を知れ 諸法無我なる法を 

 人間の意と知によって変えることの出来ない永遠の神理を学べ 

 神の意を知らずして 人間は一歩たりとも 道を歩むことは出来な

い 

 人間には正しい一本の道がある 

 空にも海にも道路にも道があるように 永遠に続く 安らぎへの道 

光の道を正しく歩め 

 道端の愚かな物質に目を 心を うばわれるでない 

 今の一時は 神の与え給うた すべての時である 

 過去幾転生を重ねてきた 完成への時である 

 過去の永い永い魂修行の時に 作った愚かなカルマを捨て去る決意

の時である 

 

 私が今ここに存在するという事実を当然と思う思いこそ あらゆる

苦しみの根である 

 神は すべてを与えておられるということを 深く知るべきである 

 神の子として 現在すべて与えられていることに気付くか気付かな

いか 

（気付く人） 

 法を学び正しく生きる悦びを→他に与える→循環→光に満たされる 

 

（気付かない人） すべて与えられているのに不足を思っている人は 

 悦びがない 調和した循環がない すべて与えられているとは思え

ない 

 

 自愛は慈愛である 

 己を愛するように 人を愛せ 

 自愛をどのように純化させるかが大切である 

 自分が自分に対し よき友人に対するように 

 出来るだけ思いやりのある言葉で 自分に語りかける訓練をするよ

うに 

 決して己を誹謗したり 傷つける言葉を 自分に言わないことだ 
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【偉大な主・高橋信次先生のおことば『永遠の生命を発見しようとする

ならば、正法を学び行じる以外にそれを果たすことはできない』】 

 2001-12 月 2002-1 月 -2 月 -3 月 -4 月 -5 月 

 

【はじめに】 丸山弘 

 偉大な主・高橋信次先生には、今生三億六千数百年ぶりに肉体を持た

れ、地球上のこの日本の地に御生誕され、一○才の頃から原因不明のご

病気を縁として、肉体と心について研究を始められ、四一才にして、科

学の疑問、追究を通し、お悟りになられたのでございます。 

 そしてご生涯を閉じられるまで会社経営の傍ら、人生の目的と使命に

ついて、全国各地でご講演をされ、数多くの人々を指導され、また多数

の難病の人々を癒されました。 

 最近、世界の科学者や医学者が、『脳と意識とは』あるいは『心は脳

にあるのか』また『意識と肉体とは』『臓器移植による拒絶反応の克服』

などについて一日も早く解明し、世界の医学の進歩に貢献し、多くの人

命を救うことが叫ばれていますが、偉大な高橋信次先生には、既に三○

数年前、これらのことについて解明され、多数の御著書を世に出された

のでございます。 

 ここに先生のお許しを頂き、御著書『心の発見』を始めその他の御著

書により、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださいました『法・神理』

による正しい科学・正しい医学について、お伝え申し上げ、ここに、人

類史上初めての偉大な御功績を御讃え申し上げたいと思います。 

 

【一、現代医学で生命の秘密が解けるか（御著書・心の発見・現証篇 二

三○頁より）】 

 生命の神秘、人間は、誰でもこの謎に興味を持つだろう。 

 しかし、私達が、このことを唯物的な考えで追求しようとしても、永

遠に解くことはできないだろう。 

 なぜなら、それは、唯物的な次元とかけ離れた世界に存在するからで

ある。 

 この質問は、九州で開業している四二才の医学博士とのやりとりであ

った。 

 私はこの医者に、 

 『あなたは、人間の精神作用は、どこで起こるか知っておりますか』 

と、まずむずかしい質問を投げかけた。 

 医者は答える。 



1155 

 

 「大脳の働きによって起きるものと思います」 

 『では、感応作用についてどう考えておられますか』 

 「私が患者に対して病状などを語るとき、非常に危険な状態になって

いるときは、患者の精神作用に影響しないように説明をします。なぜな

ら、私の言葉が、その生命を左右する力を持っているからです。このよ

うな場合を感応作用といえると思います。それは、病状を、私の診察の

態度、顔色などによって、敏感に感じとる人々もいるからです」 

 感応も精神作用に属するということだ。そして、精神作用は、大脳の

働きだといっている。 

 私はさらに、次のことを質問してみた。 

 『あなたは、精神作用は大脳の働きだといっておりますが、では、患

者が眠っているとき、あなたの言葉によって感応しますか』 

 「眠りの状態によって違うし、感応しているかいないかは、患者が語

らない限り解らないでしょう」 

 この医者は、患者が解っているかいないかは、患者が語らない限り、

私の想像にしかすぎないといっている。確かにそうだろう。 

 しかし、大脳の働きによって、精神作用が起こるのであれば、眠って

いても感知できるはずだと質問したが、医者は、それは心理学的な分野

だといって、語ることを避けてしまった。 

 大脳が精神作用の根本であるならば、記憶の領域も、大脳の領域のな

かに仕組まれているといえよう。 

 しかし、ここで問題になるのは、眠っていても、鼻の穴や耳の穴はあ

いているではないか。 

 とすれば、大脳はすべてを記憶しているはずである。だが、眠ってい

るときには、記憶はない。 

 つまり、眠るということ自体が解明されない限り、謎に包まれたまま

なのである。 

 五官を通して思うという精神作用、五官を通さないで想像する精神作

用と二通りあるが、これも大脳の作用によって起こるのだろうか。 

 私はまた質問してみた。 

 『大脳の皮質に脳波の現象が起こっているが、なぜ、電気的現象が起

こるのですか』 

 「皮質の神経繊維の外部と内部に＋一（プラス・マイナス）の電荷が

帯びられ、電気的現象である脳波が起こるようです。私は内科ですから

脳細胞のくわしいことは解りません。ですから、私の学んだ程度では、

あなたが納得するような答えはできませんね。それは、脳外科、神経内
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科あたりの専門医に質問したほうが良いと思います」 

 私は、電子工学や物理的な学問は好きだから今までも学んできている。

脳波の電子機器も、そんな関係で友人の会社から依頼されて、何台も造

ったことがある。 

 こう専門が異なっては、医者に専門外のことを聞いても無理かも知れ

ない。 

 私はただ、生命の神秘について質問する以上、人体に関しては、全部

知っているものと思ったからそう聞いたのである。 

 脳波という電気現象が起こることは事実である。 

 波が揺れている以上、必ず振動があろう。 

 『この振動が曲者である』と、私の指導霊は教えている。そしてさら

に、 

 『人間は、肉体的な作用と精神的な作用という相関関係によって、存

在しているということは間違いはないのだ。 

 精神作用は、魂の動きで、全く次元が違った世界であり、肉体的な次

元と連結されているのである。 

 たとえば、三次元の物質的な世界と、三次元の一面である二次元の世

界が共存しているように、それは、四次元の世界の、三次元的な立体の

世界といえるだろう。 

 五官を通しての大脳皮質の脳波の振動が、次元を超えた三次元の連結

体から、魂（意識）の中心である心の想念の領域に伝わってくる。これ

を曲者といっているのだが、脳波の電気的振動が通信されているのであ

る』 

 という。 

 そのため、眠っているときは、肉体から意識が離れているから、解ら

ないのだ、というのである。 

 思ったことを表現する場合も、想念から出る発信機の振動が、大脳に

働き、肉体的表現になって現れてくるということだ。 

 さて、ここで問題になっている生命の神秘ということだが、現代の医

学者は、肉体的な染色体細胞について研究しているので、それは意識（魂）

の次元とは異なった、三次元的、唯物的な追及といえよう。 

 私の指導霊は、いかに細胞の研究ができても、魂・意識（精神）の作

用を発見することはできないのだ、といっている。 

 探求している分野が違うからだ、ということである。 

 『夜中の月を研究して、太陽の謎を解こうとしている』 

 ともいっている。心を失ってしまったこの医者には、心の問題は解ら
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ないのだ、ということだろう。 

 このような医者は、迷医でしかあるまい。 

 細胞は、細胞としての生命を持っているが、この生命は、肉体舟とし

ての生命である。その船頭である“魂”は、肉体舟の支配者であるとい

うことである。 

 色心不二といわれている仏教の意味も、肉体と心ということを説明し

ているのである。 

 心ある医者になるには、まず肉体的な諸現象の追求とともに、自らの

心の生活を正すことが大切であるということだ。 

 そのとき心の曇りは晴れて神の光に満たされ、あなた達と同じ研究を

続けてきている実在界の専門指導霊が、あなた達の追求している努力と

研究に、諸問題の解決に、協力を惜しまず、力を貸してくれるのである。 

 そのとき、医は仁術となり、あなたは名医になるといえよう。 

 つまり、医学もまた、心を失った状態から、不変的な医道にもどるこ

とが大事である、ということだ。 

 こうしたやりとりのあと、質問されたこの医者も、つまるところは、

医学の追求とともに、自らの心を、広く豊かな丸いものに造り上げなく

てはならないのだ、ということに気がついたらしいのである。 

 その後、たびたび、私の講演を聞きにくるようになったことでも、そ

のことは解る。 

 また、精神医学をやっている医者、外科医など、専門医の多くも講演

会にきているのを見ると、私は、医学の行きづまりというものを痛感せ

ざるを得ない。 

 彼らは、魂だの意識だのといわれると、ほとんどその心を閉ざしてし

まう。 

 それは精神作用を解決する道を模索しているか、あるいはかたくなな

唯物的エゴイズムの現れであろう。 

 ある脳外科医はまた、こんな質問をした。 

 『私が扱った患者で、脳手術の前は、常にいらいらして感情的に起伏

のあった人が、手術の結果、人が変わったようにおとなしくなり、物ご

とも正しく判断できるようになった。やはり人間は、肉体的条件が絶対

であると思う。どうですかね』 

 私は、聞いてみた。 

 『同じようにいらいらしていた性格の者達が、全員良い結果が出たと

いうことですか』 

 『いや、全員とはいえません』 
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 なるほど、と私は思った。地獄霊は、正しい心の在り方を知っている

人には憑かないが、不調和な心の人々には、肉体までも支配するという

こともあるだろうと思ったのだ。 

 人格が変わってしまうということは、その人の心の状態がすべて作用

しているということを知るべきだ。 

 私達の心の針が指している状態が、地獄か極楽かということである。

その状態が地獄に通じていれば、不調和な地獄霊に支配され、感情の起

伏が激しくなるのも当然だ。それが、手術というきびしい環境に会い、

多くの患者のなかには、自ら心を修正して、気分転換をする人もいるか

ら、医術によって心まで治る者も出てくるといえるのだ。 

 つまり人間には、外科的手術と相まって、心の手術が必要である、と

いうことだ。 

 心が、正しい中道の判断ができて生活をしている場合、私遠のほとん

どは、本来の自分自身が支配している。だが、心の受信装置が開かれて

いる場合、心が正しい生活をしていないと、地獄霊に支配され、本来の

性格と違った不調和な人格に変化してしまうのである。 

 良くいう気違いというのは、間違いなく地獄霊がその人の肉体意識を

支配している姿である、といえる。 

 その場合、私達には．地獄霊がはっきりと見えるのである。 

 心のなかに、恨み、妬み、そしり、必要以上の我慢をするといった暗

い想念を詰め込んでしまった者達が、支配されやすいのである。 

 私達は良く、胸騒ぎがするとか、何となくいらいらするとか、心のな

かがざわざわするといった場合があるが、これは必ず、不調和な心が働

いたり、不調和な行為をしたときに起きるものである。 

 心のなかがざわめいて、何だか落ちつかない状態が続き、自分であっ

て自分でないようなときは、間違いなく地獄霊がきているということを

知らなくてはならない。 

 正しい心の物差しで、自分の思ったこと、自分で行ったことを勇気を

持って反省し、間違えてしまったことは心から神に詫びる。そうしたと

き、初めて心の曇りは晴れ、神の光に満たされる。そうしたときは、地

獄霊は近づくことができないのだ。 

 地獄霊に支配されてしまうと、夜は眠れないで、昼はうとうとしてい

る場合が多い。 

 この地上界の昼は、人々が活動しているため、非常に霊域が乱れてし

まうが、夜になると眠ってしまうから、霊域は静まってしまう。 

 つまり、地獄霊達は、不調和な人々の心の支配はしやすい、というこ
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とだ。 

 少なくとも、二晩も眠れないで、心のざわめきが起こったら、先に説

明した反省をするとともに、医師に相談して、身心を休める指導を受け

なくてはならないだろう。 

 憑依されている場合は、暗い静かな場所を好み、昼間はなるべくおと

なしくしているようである。 

 そして夜になると彼らが支配するため元気をとりもどす場合か多い。 

 それも、弱々しい地獄霊、たとえば失恋などで精神異常を起こしてい

る場合は、同じような霊がその人を支配して悲しんでいる。 

 ところが、相手に対する憎しみが増大してくると、それと比例した憎

しみの地獄霊達がその人を支配して、今度は躁鬱病にしてしまうといっ

た具合だ。 

 いずれにせよ、地獄霊は、その人の心の状態によって憑依するので、

必ずしも持続的である、ということはないのである。 

 これらの病人といえども、まともに返っていることもあるのだから、

そのまともなときに、良く“正法”を教えることが大事であり、反省す

るように指導すれば救われるのである。 

 ただ、まともでいるのかそうでないかを見分けるのは、一般の人々に

はむずかしいことだろう。 

 このような精神病に関しては、身近な肉親もその原因を反省し、家庭

の調和を、理由のいかんを問わずはからねばならない。 

 調和性のない、意地っぱりの人々は、病気になるおそれが多いのであ

る。いつも、心のなかに、憎しみを押し込んでいるからだ。 

 また、いかに他人の前で美辞麗句をいっても、心のなかでは逆の人々

があるだろう。そうした人前をつくろう人、気にする性格を持っている

人々にも、その心の暗い曇りに、地獄霊は憑きやすいであろう。 

 医者達は従って、もっともっと心の世界を知って、自らを正すべきで

ある。そのとき、医学はさらに進歩して、心を悟り、肉体の神秘を知っ

た名医になることだろう。 

 私達グループの中の人達には、医学の知識がないのだが、体内の内臓

諸器官を、レントゲンよりくわしく見ることの出来る人がいる。 

 そして肉体的欠陥を、はっきりと判別してしまうのである。 

 それも天然色で拡大、自由に見えるということで、医者を指定して悪

いところをレントゲンにとり対照して見ても、一致するのである。 

 しかも、レントゲンでも見えないような場所も解ってしまうというの

は、心の眼で見るからなのである。 
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 医学者が心を悟って、仁の心を忘れずに毎日の生活をすれば、私達以

上にその力を出すことであろう。 

 エリート意識を捨てて、哀れな病人を心から救ってやろうとする、慈

悲の心、愛の心が特に必要ではないだろうか。 

 たとえば、アイ・バンクに預託してある眼球を使ってくださいという

提供者の愛と慈悲、患者も本当にありがとうございますという心、何と

か治してやりたいという医者の愛情、こうしたものがあれば、互いに拒

絶反応も起きないものである。 

 心臓移植も、心臓には意識があるということを知るべきであろう。 

 報恩と感謝の心は患者にも必要だし、提供者にも慈悲の心が必要だと

いうことだ。 

 医者は、名を売り物にすべきではなく、仁なり愛なりの心が必要であ

り、大切だということだ。 

 そのときには、拒否の態度は、起こらないだろうと、私の指導霊はい

っている。 

 また人間の各諸器官は、皆それぞれに固有の意識を持っているという

ことである。 

 慈悲と愛を失った医学は、やがて亡びるだろう。 

 肉体舟も、それぞれの意識を持っているということを知ったなら、執

刀する外科医も、心からの調和が第一だといえよう。 

 酒の力を借りなければ執刀出来ないような医者はすでに失格者とい

えよう。自信過剰も困りものである。それは、私達のような技術屋が、

土をいじったり金属を加工するようなわけにはいかないからである。 

 調和された正しい心が要求されるのは、この辺にあるといえよう。 

 

【二、現代医学と病気（御著書・心の原点 二五五頁より）】 

 現代医学の殆どが肉体的条件だけを追究して一切の病気を治そうと

している。 

 しかしそれは誤りである。物理学の分野はすでに一つのある大きな壁

にぶち当たり、数十年前の相対性理論、特殊柑対性理論以上のものが出

てこないではないか。 

 私達の肉体諸器官は、胃は胃として、心臓は心臓としての意識を持っ

ているし、肉体舟の調和のために、各諸器官はそれぞれの使命を持って

活動を続けている。肉体舟の船頭さんである魂、意識の相互関係の大調

和が、もっとも大事であり、病気はこの両者の不調和が原因なのである。 

 現代人にみられるノイローゼという病気も、肉体舟と船頭さんの心の
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不調和が原因になっている。 

 それは偏ったものの見方、自己中心的な考え、そして心の中に不調和

な想念をつめ込んではき出すことの出来ない情緒不安定な生活の積み

重ねの結果、生じてくるもので、殆どが他次元の地獄霊や動物霊の憑依

によって、人格が変わってしまうものである。 

 暗い、しめっぽい場所にゴキブリやうじが湧く。彼らは明るい太陽の

もとでは生きられない。それと同じように心と行いの正しい人々には、

心の中に曇りがないため、彼らは近づくことが出来ないのだ。 

 このようにして、三次元の色の世界と四次元以降の心の世界とは、切

り離して考えることは出来ないということだ。 

 あの世があるだろうかという疑間に対し、殆どの人は、この世だけだ、

死んだらおしまいと思っている。ただ生命の永遠は肉体子孫を通して保

存されるので、そういう意味での永遠性を肯定する。 

 このような人々は唯物的な考え方に支配され、正しい生命の転生を知

っていない者達だといえよう。 

 先祖が魂・心まで与えたとしたなら、なぜ同じ母親から生まれた兄弟

姉妹が財産問題で争ったりするのだろうか。親と子の不調和な対立が起

こり、あげくの果てに殺し合いまでに発展するのだろうか。 

 子供が親の心と同じならば、親の思っていることすべてを理解し親不

孝などしないだろう。 

 世の中にはよくある例だが、親が出来なかったことを、子供に託し、

勉強勉強と自分の分身の様に教育する。その子が親と同じ魂・心なら、

なぜノイローゼになったり、親不孝をするのだろう。 

 そしてあれだけ面倒を見てやったのに裏切ったと愚痴をこぼす親が

いる。 

 私はこのような説を信ずるわけにはゆかない。 

 両親の縁によって人生航路の肉体舟をいただき、育ててもらったが、

親は魂・心まで与えたのではないということだ。 

 子供は子供としての個性を持つ。ましてや心まで一つだ、なんてこと

もないのである。 

 親子はたがいに話し合って理解し、通じ合うものである。親として淋

しいだろうが、これが現実であり、子供は子供としての人生を、そして

新しい自己完成への学習の場として現世を選んだのである。 

 すでに次元のちがったあの世でお互いに約束したことを忘れている

だけなのである。 

 心の原点を良く理解し、偏りのない生活をすれば、人間はその事実を
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知ることが出来るのだ。 

 くどいようだが、あの世を物理的な次元を例として説明してみると、

物質界であるこの現象界はＸ軸、Ｙ軸、Ｚ軸を結んだ三次元的立体の世

界である。 

 飛行機は三次元空間を自由に飛べるが、Ｘ、Ｙ軸の二次元的な左右上

下の世界では活勤は不可能だろう。空間が存在していないのだから活動

が出来ないはずだ。 

 ただし、三次元の世界から投影したスクリーンの映像は見ることが出

来よう。 

 テレビのスクリーンも二次元平面の世界を現している。 

 しかし、映し出されている主人公に三次元の世界から語りかけること

が出来るだろうか。これは不可能なことだ。どんなに話しかけても映像

の中には三次元からは通信は出来ない。 

 これと同じように、三次元を映している四次元世界から三次元世界に

話しかけても不可能であろう。 

 しかし二次元は三次元の投影であり、この二つは連続されたそれにち

がいはなく、三次元、四次元についても同じことがいえるのである。 

 Ｘ・Ｙ・Ｚ・ｔの四次元の世界が、物質の次元より高次元であること

は間違いないはず。 

 物質は仕事をなし得る能力を持っているのだから、物質の質量Ｍと光

の速度Ｃの二乗の積は次元のちがった、即ち、仕事をなし得る能力Ｅと

同じものだといえよう。 

 ただ、こうした四次元の存在については普通は認識出来ない。出来な

いけれども、ないとはいえないのだ。 

 こうみてくると、物質界はたしかに三次元によって構成されているが、

それ以上の高次元の存在を否定するわけにはゆかない。 

 仏教の言葉に、色心不二というのがある。色とは私達の五官にふれる

万生万物であり、万生万物は色彩によって確認することが出来る。 

 心の世界、意識の世界も、エネルギーの次元と同じように、三次元を

投影している四次元以降の世界があると、考えても不思議ではあるまい。 

 他界した霊達が姿を見せたり、念波によるテレパシー、予知能力、透

視能力、遠くはイエス・キリストの復活なども、四次元以降の世界の存

在を教えているではないか。 

 心の問題は、多分に主観的であり、経験のない場合は理解しにくい面

が多いと思う。 

 しかし経験がないからといって、これを否定することは、科学する現
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代人にしては正しい態度ではない。 

 古来から多くの聖者が、普通の常識では考えられないような奇跡、徳

行を実践し、衆生を救って来た。 

 右の頬を打たば、左をも向けよ、といったイエス・キリストの心情は、

現代人には容易に理解出来ないと思う。 

 モーゼの大奇跡は、今日では神話の一つに数えられ、学者によっては

モーゼを架空の人物としか扱っていない人もあるようだ。 

 また、ブッダの悟りについても、語りつがれた創作のようにみている

人もおり、理解出来ない事柄は、すべて捨ててしまうようである。 

 今日、残されている文献の多くは、虚構と真実が入り雑(まじ)り、真

偽の判断がつけ難くなっているが、三次元的理解を超えたこうした徳行、

奇跡というものを考えたならば、三次元以上の高次元の作用のあること

を推量することが出来ると思う。 

 三次元の現世の肉体舟に乗っている時は、私達の意識は、通常一○％

くらいしか表面に出ていないために、一寸先が分からず、盲目の人生を

歩んで苦楽を体験することになる。 

 しかし、肉体舟から降りている時（眠っている時や、心が調和されて

船頭さんである魂が肉体から離れている時）は次元の違った世界に行っ

ているため私達の肉体舟の付属品、眼、鼻、耳、舌、身の五官の作用は、

人それぞれによってちがうが、外部からの振動には全く無関心であろう。 

 したがって記憶すら働いていない、といってもよいであろう。 

 記憶がないということは、一切の記憶は決して私達の脳細胞の中にあ

るのではないということだ。 

 肉体舟の船頭さんである意識、すなわち魂ということになろう。 

 どんな喜怒哀楽があっても、眠ってしまえば、その時は忘れている。 

 これは三次元の肉体舟から離れ四次元以降に魂が移動しているため

に、各人の意識の九○％が表面に出、一○％が潜在して、はっきりと現

象化して来ないからといえよう。 

 就眠は肉体と意識、つまり肉体舟の生命が人生航路の修行に耐え得る

ために行うものである。これは光の線、すなわち霊子線のようなもので、

四次元以降多次元の世界にコンタクトされ、その光の線を通して、魂が

あの世実在界（四次元以降）にかえっていくことなのである。 

 死は肉体舟が人生航路に耐えられなくなった時であり、肉体舟と意識

を結んでいる霊子線は完全に切断されてしまうものだ。 

 二度と肉体舟を支配して三次元空間で活動することは不可能である。 

 船頭を失った肉体舟は次第に朽ち果て、大自然界に還っていく。 
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 一方、肉体を離れた魂は、四次元の乗り舟である光子体ともいうべき

精妙なボディーを持っている。 

 生前における私達の原子肉体は、この光子体と共に生活しているので

あるから、死は両者の訣別といってもいいわけだ。 

 私達の心の在り方によって、私達の意識は四次元以降多次元の世界に

も通じるし、反対に、同じ四次元でも、非常に暗い世界にも通じてしま

う。 

 慈悲と愛の心で人々に接している魂は、光のあふれた多次元の世界に

通じ、自己保存、自我我欲の強い人々は、心が暗いスモッグによって覆

われ、神の光をさえぎってしまうために、後光（オーラ）も暗く、苦し

み悲しみの中であえぎ、地獄界に通じている。 

 あの世の地獄界は、餓鬼、阿修羅、畜生、煉獄、無間地獄というよう

に、恐ろしい世界である。 

 美しい心の状態によって、非物質的な精妙な霊囲気をつくり出してい

る天上界は、この世の三次元の不安定な固体的天体の地球を包んでいる。 

 地上界に住んでいる人々の心と行いが中道の調和された生活であれ

ば、地球は、さらに光明化され、ユートピア完成の時期が早まろう。 

 地上界の人類は永い歳月を通して、混乱した闘争と破壊の業をつくり

出してきたが、これまで非常に多面的であった思想も、社会主義と資本

主義の二極にわかれ、ようやく調和への光明に向かって、進んでいると

いえよう。 

 ある意味では、現在の混乱した社会は、人類が体験しなくてはならな

い業といえよう。 

 いずれにせよ、経済力、権力、武力によって支配しようとする人々の

多くは、たとえ一時の支配は出来ても、人間本来の神性仏性である心の

自由を支配することは出来まい。 

 人間の生活環境の経済的ルールが変わっても、やがては自由平等の、

人類は皆兄弟という慈愛の心が平和な世界国家を完成して行くであろ

う。 

 人類はそのための厳しい学習を体験しているわけである。 

 心のない思想はいたずらに、社会を混乱におとし入れ、人心を迷わせ

不幸にするだけである。 

 心まで腐ってしまった思想家とその実践者は、最も厳しい煉獄地獄で

その間違いに気がつくまで修行する。その修行を他に転嫁することは出

来ない。 

 この現象界は、無から有を生ぜしめることは不可能なことである。 



1165 

 

 有から縁によって有が生ずることは、崩すことの出来ない現象であり

法則だ。 

 私達の五官で感じないから無いという考えは、非常に愚かしいのであ

る。 

 人間の生活の知識によってつくり出された物質文明は、公害という副

産物を蒔き散らした。 

 大気の中に、窒素化物や硫化物その他の光化学スモッグという生物生

存に危険な毒物をつくり出してしまった。 

 私達の肉体舟も両親の縁により、またその船頭さんも次元の異なった

世界において、因を結び、その縁生によって、有から有が生じたのであ

る。 

 エネルギー不滅の法則も、質量不変の法則も、まったく有から有が生

じ、その有が形を変えて現象化するに過ぎないということを示している。 

 私達の心と行いについても、同じことがいえる。 

 苦しみ、悲しみ、喜びの原因は、すべて、五官と心がつくり出したも

ので、無から有が生じるものではない。 

 想念は、現象を生み出す能力を持っているからである。 

 肉体的、精神的な諸現象は、そのために相互関係にあるということだ。 

 仏教でいう色心不二という意味を思い出して欲しい。 

 両者は別々には存在していないし、相互に関係し合いながら、現象を

造り出しているわけである。 

 

【三、知識と智慧（ちえ）（心の原点 二九四頁）】 

 知識と智慧について、これを同一にみる人は少ないだろう。だがこの

両者の隔絶したちがいとなると、誰しも、二の足を踏むにちがいない。

つまり、ここからここまでが知識であり、そのほかは智慧だとはなかな

か区別がつけ難いからだ。 

 智慧とは、内在された生きた経験である。 

 知識は、この世で学んだ諸々の知識それをいうのだ。 

 大学で学んだ知識が実生活にどれほど応用が可能か。まず十の知識の

うち、一つか二つだ。 

 学者や特殊な職業の人ならいざ知らず、社会に出た人々の応用範囲は、

本当に微々たるものにすぎない。 

 知識を応用して実生活に活かそうとすると、大抵は失敗をする。大学

教授や学者に、政治や実業をやらせてみれば分かる。成功した例はきわ

めてすくない。 
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 生活の場は生き物と同じであり、時々刻々変化している。昨日の知識

は今日には役立たないことの方が多い。 

 今日の医学は百年前より長足の進歩を遂げている。しかし医学の進歩

と共に新しい病気がふえている。次々と新種の病気が現われ、医学がそ

れについて行けぬというのが現状のようだ。 

 これについてある人はいう。医学の進歩があったから、これまで未発

見の病気が発見されたのだ。もともとそうした病気があったけれども、

医学が幼稚だったから分からなかったのだと。またこれまでの医学は治

療医学で予防医学は未開拓である。そのために病人が後を絶たない、と

もいう。 

 私は医学を否定するものではない。医学の分野で治せる病気も多いし、

そうした治癒をした方が良いという場合もあるからだ。 

 ただ病気の八割近くは、物理的治療では治らぬことが多い。なぜかと

いうと心が病気をつくっているからである。新種の病気が医学の進歩と

並行して現われてくるのは人間の心が、モノを生み出し、時代と共に欲

望の方向が変化しているからなのである。 

 これまでの医学は、物質科学で、物理的治療のみにウエイトが置かれ

ている。人間の心についての理解が欠けていたようである。だから、物

質科学としての医学は進んできたが、病気の間口は、時代の変化ととも

にひろがっていくため、医学と病気は絶え間のない競争関係におかれて

いるといえるだろう。 

 私がここでいいたいことは、知識と現実である。医学といういわば科

学知識の頂点をゆく学問すらも、病気という現実の前には多くの問題を

かかえているという事実である。 

 学問、知識にはある一定の限界がある。私達の生活の場は、知識や学

問によって支えられているのではない。といって、学問、知識の必要は

今更述べるまでもないが、要は、私達の毎日の経験が、私達の実生活を

活かしているということである。いうなれば毎日の経験から生み出され

た生活の智慧が、私達を支えているのである。 

 どんな職業にしろ、あるいは家庭にあっても、知識だけでは計り得な

い何かがある。その何かとは経験である。経験によって習得し、はじめ

てものの用に役立ってくる。昔から、覚えるより慣れろ、という諺があ

るが、どんな職業でも、一人前になるには三年、五年の歳月を必要とし

よう。大学を出て、就職してもスグには役立たない。大学を出たからと

いって、十人が十人、指導的地位に立つとはかぎらない。小学校だけで

も立派な社会人として、大会社の社長をこなして行く者もある。こうし
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た例はその人の経験と努力によって得られたものだ。実社会での生活の

智慧が、それをさせたといえるだろう。 

 本来、智慧とは何か。智慧とは生きた経験の集積である。その集積が、

縁にふれ、おりにふれて、時々刻々変化する事象に対して、通常はひら

めきとなって、人によってはもっと具体的に、適切な判断となって現わ

れてくるものだ。 

 智慧は、知識や頭脳の働きからは生まれてこない。智慧は、心から、

生じてくる。 

 頭にいっぱい知識が詰まっていると、智慧は生じ難い。知識が智慧の

湧現を押さえてしまうからだ。 

 智慧の宝庫は、潜在意識にある。潜在意識が開くと、智慧が流れ出し

てくる。 

 仏智という言葉があるが、仏智とは潜在意識の奥底から泉となって、

表面意識に流れ出した偉大な波動であり光である。 

 見えない世界が見え、五官で判断がつかない問題が解けてきて、日常

生活をより豊かにしてくれるものだ。 

 私の仕事は電気が専門である。電気のことなら大抵のことは分かる。

ところが仏教の知識は全然ゼロである。経文すら習ったことがない。学

んだこともない仏語が、経文が口をついて出てくるし、その意味も分か

るのである。 

 電話で顔を見たこともなく話したこともない人から突然相談をうけ

る。するとその人の姿を見なくとも、電話口に出たその途端にその人の

全貌が分かってしまう。 

 なぜ分かるのだろう。人の潜在意識層には、皆それぞれ魂の兄弟がい

て、所謂、守護霊となって、その人を守っている。その人の生まれてか

らの人生を、その守護霊は皆知っている。私は、その守護霊から、様子

をきくので分かるのである。 

 こうしたことは知識からは決して生じてこないだろう。今世の知識以

前の生きた経験がそれを教えてくれるのである。 

 人には皆、過去世がある。転生輪廻の生きた経験が、人それぞれの潜

在意識に内在されている。 

 その内在意識が、心の窓を開くことによって、流れ出てくるのだ。 

 既述したように、心の窓は、正道に適った生活をすることによって、

開く。 

 すると、その人の過去世の経験されたものが、表面意識に流れ出て、

人生の水先案内をしてくれるのだ。 
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 もちろん、人の過去世はまちまちである。正道を学んだものもおれば、

欲望の中で一生を終えた者もいよう。したがって心の窓が開いたからと

いって、なんでも分かるとはいえない。都会人に米をつくれといっても、

田植え一つ出来ないのと同じだ。過去で経験しないものは分からない。

しかし、こういうことは、いえるのだ。毎日の生活が、正道に適ってお

り、そうして常に努力を惜しまない人であれば、守護霊のほかに指導霊

がついて、その人の努力に応じたものを与えてくれる。だから、過去世

で経験がないからといっても、心配するには及ばないのだ。 

 また、潜在意識を開くことを霊道を開くというが、霊道が開かない者

でも、智慧は湧いてくる。 

 その人の毎日の生活が正道にそった生活をしていればそうなるので

ある。 

 智慧のほかに、悪知恵というのがある。 

 世間には悪知恵を働かす者が非常に多く、そのためにいつの世も常に

不安と混迷から抜け出せない。 

 悪知恵は、悪魔とか動物霊が人の意識を支配すると働いてくる。 

 自己保存、我欲、人のことはどうでもよい、という考え方が強くなる

と、こうしたものが憑依してくる。 

 悪魔や動物霊が憑くと、病気になりやすく、医者に行ってもなかなか

治らないが、そうした病気という現象のほかに、人の心をあやつり、威

張りたがる、人のものを横取りする、独占したがる、人情酷薄、という

のもあろう。 

 人も十人十色ならば、悪魔や動物霊もさまざまなのだ。 

 仏智とか、守護・指導霊から湧いてくる智慧は、調和である。人を生

かす智慧である。人を陥れる知恵ではないのだ。 

 私達はこの点をよく知って、正道に適った生活を送らなければならな

い。 

 

【四、意識と記憶の根本（御著書・心の発見・科学篇 七二頁より）】 

 従来、医学においては大脳が考えたり想像したり記憶したりする場所

だといわれている。 

 そうした考え方のすべては、肉体現象をとらえての判断である。 

 しかし、その医学的判断は果たして正しいだろうか。 

 たびたび例に引くが、人間が眠っているとき、なぜ五官の変化に対し

て脳内の記憶室は反応しないのだろうか。たとえば、私達が眠っている

ときに眼は見えない。しかし枕もとで誰か話をしていた場合、耳はそれ
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を聞いて声の振動を伝えているはずである。だが記憶は残らない。 

 従って、脳細胞がすべての作用を起こす根本であるという考え方は、

人間が目覚めているときの条件時ならば信じられるが、睡眠中の解答と

はならない。つまり、脳細胞以外の何かの作用の働きがある、と考えざ

るを得ないし、そう考えるのが自然である。 

 それは何か。その働きをなすもの、それは肉体の主人公のことである。 

 主人、すなわち意識（魂）が、肉体、という人生航路を渡って行く舟

を、下船したときの状態を想像してみると良く分かると思う。 

 主人公の意志にもとづいて、舟は自由に動くはずである。それが、眠

っているときは、意識という主人公が肉体を離れているため、肉体次元

における諸現象の影響は受けないことになる。 

 眼を覚ましてはじめて、意識がもどって肉体は色心不二の状態となり、

自分の意志にもとづいた想念と行為の生活が行い得るというわけであ

る。 

 眼に触れるものは、視覚神経を通って脳細胞の神経部分に電気的反応

を起こし、脳波の振動通信によって意識に伝達される。同様に、他の五

官もそれぞれ専門神経の働く部分に通信が発信されて、意識が記憶する。

つまり五官の働きは、客観的に物をとらえ、各神経が脳に伝達し、脳波

の電気的振動が意識に通信されているように思われる。 

 意識が記憶しているもう一つの理由に、人間の脳細胞が記憶している

範囲は、持っている一定期間の記憶だけと思われるから、頭の中で記憶

しているのだという人もいると思う。 

 しかしそのことは、私達霊能者のように、神理を悟っての毎日の生活

により霊道が開かれた多くの人々が、学んだことのない言葉で、それぞ

れの過去世のことを語る事実、全く別の場所でも同様に当時の名称や仕

事の内容を語るという事実の合致を見れば、物質主義的思考で他の“意

識”の存在を疑うことは不可能であろう。 

 私達のいう通りの、物的証拠があるとしたなら、神理の事実を否定す

ることはできまい、ということだ。 

 私のように、仏教もキリスト教も何一つ学んでいない男が、このよう

に専門外のことを書くことができる、この事実もその証の一つといえる

であろう。読者の中には、宗教に詳しい方もおられるかと思うが、私は

全くの素人なのである。 

 そうした私が、過去世のことを思い出し、それが脳細胞による記憶に

あるとしたら、私はその過去に生まれた国々へ行き、私の過去の肉体を

拾い集めてこないことには、過去世のことなど語れるはずもない。しか
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し現実には、私の肉体が過去世の世界へ行くなどはそれこそ不可能なこ

とである。 

 この事実によっても、すべての記憶の根本は意識にある、と立証でき

るのである。 

 つまり脳は、意識の意志による通信行為の、五体各機能の管理室計算

センターのようなもの、と認識すれば良いだろう。 

 意識（魂）こそ、私達の根本であり、自分そのものであって、あの世

とこの世を転生する、生死のないものなのである。人間の生死とは、肉

体舟の乗り換えにすぎず、その肉体が亡びても、魂は永久に変化するこ

となく増減もしないということである。 

 従って人間が過去世のことを思い出したり、今生で学ばない言葉で語

り出すという現象は、当然であって少しも不思議ではない。 

 私達は誰でも、生命の不変を、またその存在が決して現世限りのもの

でないということを、テープコーダーやビデオテープと同じように思い

出すときが必ずくるであろう。 

 私達は、人生航路の乗り舟の眼耳鼻舌身という五官を通して生活をし

てきたため、肉体がすべてだと錯覚してしまっているのである。 

 その結果、なにごとも肉体舟の支配者である意識、意識の中心である

“心”に相談することなく、五官のみの判断で生きてきている。自己保

存、自我我欲に陥り、知的な判断に片よって仏性を忘れ去ってきたので

ある。 

 私達の魂、すなわち意識に潜在している心の世界には、過去世で学ん

だ経験と実践が、無限の智恵の宝となって納められている。 

 調和された心の生活によって、その潜在意識はひもとかれ、宝庫の中

から偉大な智慧はとり出される。私達の心は、転生輪廻を積み重ねてき

たその過去世の尊い経験を生かして、より高い次元の境涯に進化されて

行く。それは人生修行の本当の姿といえる。またそうすることが、神仏

の子としての私達の当然の義務であるともいえるのである。 

 こうした説明に、読者はもし疑問を持つなら、本書を熟読し、まず神

理の実践を、その心と行動において日常生活の中に生かしてみることが

必要である。必ずや良い給果が出ることを悟られることであろう。 

 ただし、現象面のみを追って、霊的現象を出したいと思う人々は、焦

り、自己満足、商売上の必要性、その他自我我欲、自己保存の心を持っ

てそれをすると、動物霊や魔王に意識を支配され、却って苦悩するよう

になるから、神理と想念行為の一体を持って生活することが重要である。 

 このときに初めて、人間は知による頭脳がすべての根元とする誤りを
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悟ることであろう。 

 

【五、意識とは魂（心の発見・科学篇 一九頁より）】 

 意識とは魂のことをいう。 

 この意識は、私達の肉体船の支配者であり、永久に変わることのない

本当の自分自身である。 

 あの世とこの世を転生輪廻し、その環境に適応した肉体を持って、自

分の魂を磨き、神仏の体である現象界を平和な安らぎのある仏国土、ユ

ートピアにするため、私達はこの世の肉体舟に乗っているのである。 

 昔から、魂という問題については、多くの人々によって語られ、私も

また聞かされてきたのであるが、実体は、あるようでないようで、はっ

きりと確信することはできなかった。 

 私は、十歳の頃から現在まで、“もう一人の自分”を追いかけてきた

が、魂の問題については幾度も壁にぶつかったり、探求を中止しようか

と思ったほど苦しんだこともある。 

 しかし魂という問題に関しては、宗教的な学問や形式で知ることは不

可能だ、と私は思っていた。 

 なぜなら、宗教的な智で学んだ哲学で、このことを知ることができる

なら、現代のような仏教、キリスト教になっているはずがない。智で知

ったなら、心でかみくだくことによって悟りの一歩を知ることができる。

そう考えたのだ。 

 奇跡的な現象が起こらなくなったことにしても、その原因は、人々の

心が物質的、経済的な欲望に歪んで、神仏の子としての自覚を失い、偉

大な仏智を出すことができなくなったことに起因している。 

 私はそうしたことを通して、なぜ人間は考えることができるのだろう

か、なぜ悩んで疲労するのだろうか、私達はなぜ眠っているとき聞くこ

とも見ることもできないのか、などとさまざまな疑問を抱いた。起きて

いるときと眠っているときの相違など、私の疑問はいつ果てることもな

い探求が続けられたのである。 

 私達が肉体こそ自分自身である、と思っていたことや、肉体先祖が私

達の魂の提供者であるという説が、私の中で覆えされて行った。 

 分かったことは、肉体はこの現象界に適応するように神仏が造り、魂

の修行舟として神仏が本能を私達に与え、子孫保存を計ったことなどで

あり、次元の異なる意識の世界こそ実在界の世界で、この現象界は実在

界の修行場というふうなことだった。 

 私達は、自分自身を、その魂を、より高次元に進化させるためには、
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苦楽という人生航路が必要である。肉体舟に乗ってしまうと、神仏の子

としての使命はおろか、舟自体の眼耳鼻舌身という五官に翻弄され、舟

の支配者は煩悩に覆われて自分自身を忘れる。あの世で約束してきたこ

とを、棒に振ってしまう人々が非常に多いのである。先祖や家柄、地位、

名誉、自分自身の肉体に執着を持ってしまう。まことに、愚かなる者は

人間、といえる。 

 意識こそ、魂こそ、本当の自分自身であることを知り、肉体的な五官

によって客観的にとらえた現象のみで己を忘れてはならない。 

 物質にはエネルギーが共存している。 

 仕事をなし得る能力を、エネルギーといっているが、私達はそれを見

ることはできない。そのエネルギー粒子の集中された物質については、

計量や実験、データ、数学的に算出し、客観的にとらえることはできる。

しかし、肉体的な要素についてはその姿を目視することができるが、意

識を肉眼で見ることは心眼の開かれた人以外には不可能である。 

 だが見ることができないのに、私達は精神的に悩んだとき、なぜ疲労

するのだろうか。 

 私達は、肉体労働によって疲労することは当然である、という感覚が

ある。しかし、疲労するということは、エネルギーを消費していること

である。肉体労働によって消費されたエネルギーは、動物、植物、鉱物

のエネルギーを吸収することによって回復する。唾液によって食道から

胃の中に入り、胃液とともに消化されて血や肉や骨に変わって行く。 

 このとき、唾線から口中に分泌される消化液は、小さな消化を助ける

徽菌である。この徽菌は非常に微小なもので、恐らく私達の胃の中を広

大な宇宙と思っていることだろう。あたかも私達が広大な宇宙を眺めて

驚いているように、肉体の細胞集団を、銀河系宇宙と同じように見てい

るかも分からない。 

 この小さな徽菌が一つ不調和を起こしても、私達の体は変調をきたす

だろう。 

 このように、人類の不調和は、いかに地球に影響し、大宇宙に害を与

えるかは、読者が想像しても分かることだろうと思う。調和、というこ

とは、それほど私達人類の重要な仕事であるはずといえるのである。 

 この大調和という法則を忘れてしまう原因は、肉体という舟に乗って

しまうとあの世とこの世の次元の違いにより、潜在意識と表面意識の比

率が変わってしまい、そのため自分の使命を忘れた自己保存と自我我欲

の生活に陥ってしまうから、といえる。 

 丁度、水が熱作用によって固体、液体、気体という三つの型に変化す



1173 

 

るように意識の表出比率が変わるということだが、水としての本来の性

質、H2O に変わりはないのだ。ただ H2O 中の熱エネルギー粒子が変化

する。温度が零度以下になると H2O の分子は集中されて固体となり、

逆に温度が上昇するとエネルギー粒子は分散されて蒸気に変わる。同じ

性質である H2O も、温度の変化によって固体、液体、気体の三相に変

化するとともにその比重も違ってくるということだ。 

 液体である水の中に氷を入れると、比重が異なるために氷は浮いて、

水面に頭を出す。しかし大部分は水中に沈んでいる。この比率を見ると、

約一○％が水面に頭を出して九○％は沈んでいる。この姿と同じように、

私達の意識もあの世とこの世において、決して変わってはいない。意識

の乗り舟が違っているだけで、まったく水の三相と変わっていないので

ある。 

 この現象界に生まれてしまうと、表面意識は一○％になって、九○％

がほとんど潜在意識となってしまうため、私たちは魂の修行をしなけれ

ばならないのである。 

 

【六、宗教と科学は相反するか（御著書・心の発見・現証篇 二六一頁

より）】 

 この質問者は、ある大学で、宗教を専攻しているある大学院生である。 

 『宗教は、人間の精神を扱ったもので、自ずから科学とは異なってく

るものではないだろうか。科学は、形づけられた物質の世界の探究であ

り、物理的な判断は、精神の世界とは何の関係もないと思うのです。科

学的な判断の世界も、精神界からみれば、ほんの小さな研究だし、宗教

と科学は、相反するものだと思いますが、その点について説明を願いま

す』 

 この学生は、仏教哲学を研究している学生らしい。 

 だが、仏教哲学の用語のなかにも、かなり科学的分野に相応する言葉

があり、その意味も説かれているのである。 

 この質問者は、そうした仏教の本質を知らないようだ。私はこのこと

を説明した。 

 『あなたは、仏教の言葉に、“色心不二”というのがあるが、その意

味が解りますか』 

 色とは“いろ”であるが、色ごとのいろではなかろう。 

 それは万物のことを指している。そしてその万物とは大自然のことで

はないだろうか。 

 また、肉体も、“色”だろう。心は、こころのことではないか。 
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 つまり、心と肉体は、二つではない。一体だと教えているはずだ。 

 自然科学のないところに仏教があるだろうか。心の教えも、あえて名

づければ宗教ということだろう。 

 科学と宗教は、それゆえに色心不二ということではないだろうか。 

 仏教とは、単にお経を読誦したり、亡くなった人々を供養したり、偶

像を拝んだり、曼荼羅を拝むことではないだろう。 

 この説明が、もし、違うとしたら、それは仏教ではないだろう。日本

人の歴史の過程に造り出された、日本の仏教という誤った形であろう。 

 仏教とは、心の教えであり、生活の教えである。日々の心と行ないの

在り方を説いたものなのである。 

 行といえば、すぐ肉体行を思い出すだろう。 

 しかし、仏教の創始者であるゴーダマ・ブッダは、六年間の山中にお

ける厳しい肉体行によって悟ったのではない、ということを知るべきで

はないだろうか。 

 葬式仏教が正しいというなら、今から二千五百有余年前、ゴーダマ・

ブッダが、クシナガラの地でこの世を去るとき、アナンダの、 

 『仏陀が亡くなられたら、私達サロモンは、何を柱として生きて行っ

たら良いのでしょうか』という問いに、 

 『私が四五年間説いた、悟りの道は、お前達の心のなかに記憶されて

いるはずだ。私が生まれたルビニも、悟りを開いたウルヴェラの地も、

ヴェルヴェナーの園も、グリドラクターの郊外の説法所も、このクシナ

ガラの地も皆、お前達の思い出の場所になるだろう。その思い出のなか

に、私は生きているのだ。今沈んでいる太陽も、明日になれば東から昇

るのだ。そのように生命は永遠のものなのである』 

 と説きはしなかったであろう。 

 また、 

 『仏陀が亡くなられたあとのご遺骸は、どのようにしたら良いでしょ

うか』 

 というアナンダの質問に、 

 『私の老体は、お前達サロモンにかかわりのないものだ。お前達は、

諸々の衆生の心に、法の灯火を伝えれば良いのだ。ウパシカ、ウパサカ

が、私の遺骸は処理するだろう』 

 といいもしなかったはずである。 

 つまり釈迦は、はっきりと、死体は、ただの人生航路の乗り舟であり、

朽ちてしまえば土になり、空中に還ってしまうものだ、と教えているの

である。 
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 肉体に、執着を持つべきではないだろう。 

 仏教は、学問仏教であっても観光仏教であってもいけないのではなか

ろうか。 

 仏像や曼荼羅に、僧侶自身が執着を持っているようでは、とうてい本

当の仏教の心を悟ることは出来ないのである。 

 宗派の乱立、権力の醜い争いなど、仏弟子とは自称であって、心不在

の邪宗といえよう。 

 ゴーダマ・ブッダの時代におけるバラモン教やニガタナ・プラタのジ

ャイナ教、アサンジャーの宗派、など当時も宗派の乱立があったが、現

代の状況が良く似ている。 

 正しい宗教は、自らの心を八正道で照らし、正しい報恩と感謝の実践

のなかに、心の悟りが開かれるものであって、その姿こそが本物の宗教

といえよう。 

 仏教の本旨は、他力本願にあるのではなく、自力によって自らが完成

されれば、他力の慈愛を得られるようになるのだ、と仏陀は教えている

のではないだろうか。 

 旧来の陋習を破り、八正道の正法に帰依すべし、ということになるだ

ろう。 

 勤行とは、つとめ行うことだ。仏壇の前やお寺で、経を上げることが

勤行ではない。 

 正道を勤め、行なえ、ということを知らなくてはならない。 

 あなた自身も、今、現代仏教に疑問を持っているのではないか？  

 自然科学も、心の在り方を教えている事実は、法華経の方便品を見て

も解かるはずだ。 

 つまり、科学と宗教は、人生における、人間の在り方を教えていると

いう事実は、誰も否定できないであろう。 

 

【七、欠点の修正方法について（御著書・心の発見・現証篇 二六五頁

より）】 

 他力信仰から脱皮して行くことは、非常にむずかしい。 

 苦楽の一切を善鐸すれば、救われるという教えだけに、人間は腑抜け

になってしまうからだ。 

 他力で苦しみからも救われ、欲望を満たす目的も果たせるということ

になれば、世のなかは皆平和で、闘争も破壊もないだろう。 

 他力信仰では、人間は救われないのである。 

 神は、太陽の熱光りのエネルギーを始めとして、万生万物を私達に与
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えているのだ。 

 この、自然の姿が、神の愛と慈悲の心の現れであろう。 

 人間は、これ以上何を望み、今以上の慈悲を、愛を求めるのだろうか。 

 苦しいときの神頼み、欲望を果たすための神頼みで、本当にその目的

が果たされるものであろうか。 

 私達は子供の頃、何ごとも親を頼りにし、自分の欲しいものをねだっ

たものだ。だが、それにも限界はあったはずだ。 

 青年になり、働く能力があっても、親に甘えていれば何とかなると両

親を頼り切っている、息子というものも考えてみることだ。 

 そういうのを、道楽息子という人もあろうし、怠け者の腑抜けという

だろう。 

 こうした例も、両親に頼り切って生活しているということでは、他力

ということだ。 

 人間は、自立心が大事だということだ。 

 一所懸命に働き、健康で平和な生活をしている子供達を見たら、両親

は喜ぶだろう。 

 喜ばせるということは、安心させるということにもなるし、親孝行と

いえるだろう。 

 両親の慈愛によって育てられて成長してきた子供達が、親に孝行をす

るということは、報恩の行為であり、人間の道であり、感謝の心を現わ

すのは、当然のことなのである。 

 その行為を忘れて腑抜けになってしまっては、人生において何の修行

になるだろうか。 

 信仰も同じことだ。 

 自らの力で生き、曇りのない正しい心で生活をしていれば、自然に、

神の光りによって満たされ、幸福になれるのだし、それが私達人類の親

神に対する報恩の行為ではないだろうか。 

 苦しみの原因は、人間自ら造り出しているのだ。 

 その苦しみの原因である心の曇りを払わないで、なぜ神の慈愛の光り

を受けられるだろうか。 

 私達は目覚めなくてはならない。 

 自らの欠点は、正しい中道の心の物差しを、自らの心のなかにしっか

りと刻み込んだとき、はっきりと悟れるだろう。 

 丸い豊かな広い心に、歪みを造ったのも、狭い心を造ったのも、他の

人ではない。自分自身であるということが解ったなら、欠点に対して、

厳しく修正することが大事なのである。 
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 極端な考えや行いは、必ず苦しみを造り出すものだ。 

 人間が思うことも、行なうことも、同じ結果が現われてくるものであ

るから、しっかりと自分自身をみつめ、間違いを犯さないように努力す

ること、それが厳しい修行なのである。 

 そして、間違いを犯してしまったなら、なぜ犯したのかを良く反省し

てみることである。 

 その結果は、ほとんどが、自己保存、自我我欲に帰するものだ。 

 ある者達が極端な考えや行為に走っている、誤っていることを知って

も、人前だと、正しい中道の判断をしても心のなかに秘めて自分の立場

を守ろうとする。このような人々も自己保存だ。 

 最近では、一部の、極端な思想的な集団によって、大衆がリードされ

て闘争や破壊活動をしている。 

 このような場合でも、正しい中道の物差しで判断したなら、彼らの間

違いを堂々と批判して、彼らの煽動に乗らないことだ。 

 極端な思想家達は、必ず同志間の相互信頼が出来ないものだ。 

 彼らは、表面だけは同志、と自称する。しかし実は、内なる敵によっ

て自らを亡ぼしてしまうものである。 

 中道には、闘争も破壊もない。 

 だが、極端な思想家達は、感情的な心の歪みを造り、自我我欲に走る。

調和など望めないものだ。 

 このような人々とは、感情をまじえないで正しく語ること、正しく聞

く、正しく見ることがもっとも大切だといえよう。 

 感情が大きく膨らみ、歪みが出来れば、理性を失う。従って、正しい

判断はもはや不可能である。 

 このような人々は、必ず相手を誹謗し、怒りを爆発させて、自ら心の

なかに苦しみを造り出して行くということを知らなくてはならない。 

 彼らは、一時悪の華を咲かせても、自ら蒔いた種の不調和な実は刈り

取らなくてはならない結果になるということだ。 

 心ある人々からの信頼を失って、やがて哀れな人間になってしまうだ

ろう。 

 それゆえに、自らの欠点を素直に発見し、それを認め、誰はばかるこ

となく、修正出来る人々こそ真の勇者といえるだろう。 

 自らの欲望と、中道を外れた一切の執着を捨てようとする。毎日の生

活で八正道を素直に実践し、こだわりから離れ、心は豊かで広く、神の

子としての自覚に目覚めようとする。そうした人々こそ真の智者といえ

るであろう。 
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 そうした人々は、自らに厳しく、他人に慈悲深く寛容な心の持主であ

る。 

 私達もこのような人間になりたいものだ。否、ならなくてはならない

のである。 

 万物の霊長として、この地上界にユートピアを築く大目的を果たすた

めには、この実行をしなくてはならないのである。 

 その第一歩には、自らの欠点と業の修正が大事だということだ。 

 また、病弱だからとか貧乏人だからとか、地位がない、肉体欠陥者だ、

不義の生まれだ、人格が違うとかいったような理由が、心のなかに存在

している人々は、心まで病弱で、貧しく、低級で、愛情欠陥者で、卑し

く、大きなお荷物を背負っている哀れな人々である。 

 このような人々は、自ら敗北の人生を歩んでいる者達だ。 

 神は、すべてに平等な慈悲と愛の光明を万遍なく与えているのである。 

 たとえ、外見的な問題や人間が造り出した不平等な段階で試練に逢っ

ても、心まで失ってはならないだろう。 

 人間は、自ら望み、自ら造り出したいろいろな不調和な現象の泥沼の

なかから、自らはい上がるための努力と実践行動が伴ったとき、それは

すでに、一切のとらわれから、悲しみや苦しみから解放されるときとい

えるのである。 

 欠点の修正は、自らの努力によって苦しみから解脱して行く過程であ

り、八正道の実践は、自らの心を悟りに導く最高の道である。 

 天国の道には、人それぞれの道があるであろう。 

 この地上界から直接八正道の近道を行く者と、地上界から行くことが

出来ないで、厳しい地獄界を経て遠回りをして行く者もあるであろう。 

 八正道は、人生航路における心の重い荷物を下ろし、安らぎを得て、

光明の道を歩くようなものだ。そのときあなたは、人々からも愛の手を

差し伸べられ、信頼されることであろう。 

 しかし、極端な心と行いで生きる人々は、苦しみと悲しみの大きな荷

物をかついで喘ぎ喘ぎ山道を登るようなものだ。いつ谷底に落ちるか判

らないだろう。 

 誰からも協力を得られないで、裏切られ、自ら孤独な人生を送ること

になるであろう。 

 権力の座に上ったときから、人々は、苦しみ始める。かつての業の、

修行をしなければならないからである。 

 心ない人間とは、まことに哀れな者である。 

 この世を去るときには、自らの、嘘のつけない善なる神の心が、人生
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で犯した自らの罪を厳しく裁くのである。 

 信じる信じないにかかわらず、私達は、人生航路の終焉が一秒一秒近

づいているということを、忘れてはならないだろう。 

 美しい花が人の眼を慰めるのも束の間、やがては散って行くのだ。 

 眼に映る一切の諸現象は、所詮、人間にとっては一場の夢である。 

 人生とは、無情なものである。 

 しかし、私達が、心に八正道の花を咲かせていれば、永遠に散ること

のない、美しい平和な安らぎのある世界という実りが持続されて行くの

である。 

 

【八、現証（難病が癒されたおもな現証）】 

 心の発見・現証篇一五六頁に「文証・理証・現証を内在する正法」の

表題で次のようにお導き頂いています。 

 『正しい中道の生活努力の積み重ねによって、得ることのできる正法

には、文証と理証と現証の三つが具現されているものだ。 

 （文証、理証のところは中略） 

 現証は、文証、理証を体験して、生活行為の中に現われてくるもので

ある。 

 心の安らぎ、人生の喜び、幸福な生活、調和された社会、人間は皆、

神の子として兄弟だという自覚が生まれ、ユートピアが築かれていく。 

 その過程には、実在界から現象界の人々に対して、不変的神理である

ことの現象が起こってくるものだ。多くの人々によって、奇跡的な諸現

象が現われ、病気や心の苦しみから、人々を救う現象が起こってくる。 

 しかも、法にもとづいて、地獄霊たちに光明の道を教え、救う道をも

明示する。 

 万人が救われる道、これこそ正法といえるのである。それはあたかも

太陽のように、慈愛に満ちて、万物万生を、偉大な力で暖かく包み込む

ように、神の子たる正しい道を示すであろう』 

（以下一六二頁までと、一九九四年六月号「ひかり」誌一七頁「現証」

をお読みください） 

 

 次に、一九八五年より会員の「難病が癒された現証」を掲載いたしま

す。 

(省略) 

 

【九、現証その二（難病が癒されたおもな現証）】 
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 次に、前月号に引き続いて一九九七年以降会員の「難病が癒された現

証」を掲載いたします。 

(省略) 

 (編者注：(八)(九)の「難病が癒された現証」は、割愛させていただき

ました) 
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【2002 年分】 

 

【主のご降臨】2002-9 月 

 

 来る九月二一日は、偉大なる主・高橋信次先生がご生誕された日であ

ります。 

 はじめて、この地球上に生を受けられたのが、今から三億六千五百年

前、現在のエジプト・ナイル渓谷のエル・カンタラという地であり、ま

た、今生はイエス様のご生母であられたマリヤ様を母として、またお釈

迦様のご尊父であられたシュット・ダーナー様を父として、カピラバー

ストと環境が似通っている長野県佐久市をお選びになられてお生まれ

になり、肉体をもたれたのが二度目だとお聞きしました。 

 今生は、主には、特に神のみ心である神理を人の知と意で変わること

がないように、文証・理証・現証として書に著し、ビデオテープやカセ

ットテープに声魂を吹き込まれ、再び間違いのないようにと残されてい

かれました。このことは、人類の歴史上大変意義深いものであります。

なぜなら、かつて神の命により、モーゼやブッダ、イエス・キリストと

いわれる大天使もやはり法を説かれましたが、直接記録として残されて

いないからです。 

 今生、私たちは神理に触れることの出来たことを悦び感謝し、自らを

反省し、愛の心を豊かにし、天上界と地獄界の接点にあるこの地上に、

ますます神の光が満たされ、神の王国を造ることを願って、神のみ心を

一人でも多くの人に伝道していかなければならないと思います。 
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【第二十七回 感謝と誓いの会における丸山先生のお言葉（要旨）】 

 2002-9 月 2002-10 月 

 

 本日は、皆様には遥々金沢の地にかくも多数お集まりくださいまして、

本当に有り難うございます。ちょうど梅雨の真ん中で雨がど－っと降る

のではないかと心配しておりましたけれど、お計らいを頂きまして本当

に素晴らしい調和された天候を頂き、そしてかくも盛大に、第二七回「高

橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会」を開催出来ますことを主催者の一

人として本当に嬉しく思います。有り難うございます。 

 只今東京都青山会場において、第一回感謝と誓いの式が開催されたビ

デオが上映されましたが、第一回の場に私も参列させて頂きました。先

般、私は九州に行きました時に、九州で初めてお会いした方が私に、「丸

山さん、あなたが決意表明されました中の、『金沢の空気はおいしいね。

金沢のお菓子はおいしいね。と悦んでくださった先生のお言葉をもう二

度と聞くことが出来なくなってしまいました』この言葉を覚えています」

と言われた方がおられて、本当に私は嬉しく思いました。 

 丁度この時は、北陸からも五○名余り行っておりましたけれど、関西

等は本当にたくさんのバスを連ねて参加されておりました。私が最後に

出てきましたら、その知らない人も知っている人も、みんな同志という

感じなのでしょうか、皆バスの中から一斉に手を出して、「丸山さん、

聞いたよ、聞いたよ、これからがんばろうね」って言ってくれました。

あの日から、もう二八年という歳月が流れてしまいました。私は、偉大

な主・高橋信次先生がお亡くなりになられる約四○日前、偶然といいま

すか、必然といいますか、高橋信次先生からご指示を頂き、東京におけ

る、第二回反省会に出ておりました。そのお話があった時私は、自分の

心に、もしかしたら、この研修会に高橋信次先生には、直接お見えにな

られるのではなかろうか、この反省会というのは何か重大な意味がある

のではないか。 

 全くその会の内容について一切知らないままに、その前一週間ほど大

阪で講師の研修会、それにも出なさい、まあそれも私はどんな研修を受

けるのか何も分からないでいたのですが、その時は、やはり試験があり

まして、研修会が終わったあと試験があったのですが、試験官は全部天

上界から見えているから、トイレでも何でも自由自在にどうぞ、ただし

上から見ておられますよという、まあこの世で初めて経験した、本当に

自分が知らないような天上界のテストというかそういうものを受けま

した。 
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 それが終わり、家へ自分の着替えを放り込んで、また新しいものを持

って今度は東京へ行ったのですが、一週間ずっと、朝早くから夜遅くま

で小さいテーブルに座って反省をするのですが、昭和五○年三月八日に

初めて先生にお目にかからせて頂いて、その反省会は五月の初めのこと

ですから、勉強することよりもなんか次々と研修会に参加することでし

たから、自分の心で静かに考えるというか、考える、また正法を勉強す

る能力もなかったので、先生には、まあこれはどうにもならんなと、と

いうことで鍛えていくしかなかったんだと思います。 

 私が予想していました通り、この一週間のうちの木曜日に、講師の先

生が、「明日、高橋信次先生が急に来られることになった。貴方はつい

ているね、幸せだね」、と申されるのを聞いて、私は心のなかで、ああ

やっぱりと思いました。そして当日の午後先生には、浅草から往復二時

間という貴重な時間をかけてお見えになられて、私達一○人にお話をし

てくださいました。 

 先程、ビデオで写りました「新復活」というこのご講演を、六月初め

に東北研修会でなさる前に私達一○名の者にしてくださいました。私は、

何故、どうしてだろうか、どうしてこんな重大なお話を今このような少

人数の者にされるのだろうか、と思いながらいました。心で何かただな

らぬことが起きるような、しかし分からないという思いの中で土曜日の

昼で終了し、全員記念に寄せ書きをして、それぞれ、東京の浅草にある

ＧＬＡの本部に行き、挨拶をして帰ろうということで、一緒に出ました。 

 途中で、私は忘れ物をして来たことに気付き、小金井道場に帰り再び

皆の後から遅れて本部へ行きました。そして、八起ビルの玄関に一歩足

をかけ見上げると、階段の一番上に高橋信次先生には、まるで待ってい

てくださったかのようにお立ちになっておられたのです。 

 『もう済んだの』 

 「はい、ただいま済みまして、ご挨拶に伺ったのです」 

 『まだ時間がありますかね』 

 「はい、私は時間がありますけれど」 

 『じゃどっかそこへ行こう』 

 「先生はどちらに行かれるんですか」 

 『いや、長野工場に行くんですよ』 

 その時私は心の中で、あ、長野に行かれるんだったら、私は米原廻り

でなくても軽井沢から長野廻りで、ずっと先生が降りられる小諸までご

一緒させて頂きたい、と瞬間思ったんですが、そういう我儘な慣れ慣れ

しいことは言ってはいけないと思い直し、近くの喫茶店に連れていって
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頂きました。 

 よくご利用されるところと見えて、タバコと仰ったら、すぐに先生の

お好きなタバコを出しておられました。ちょうど土曜日で、テレビは野

球放送をしておりました。そこで約一時間ぐらいだったのではないかと

思いますが、全く時間の記憶が今もって残っていないのです。 

 いろいろと先生には、お話しくださいましたが、私は何故、先生には、

何故、私のような者にお話をされるのだろうか、と思い乍らお聞きして

おりました。その中で、特に諭されるように申されたことは、『新興宗

教は所詮新興宗教だから、人を指導するものは新興宗教に帰依してはダ

メなんだ』、という意味のことをおっしゃって、『貴方は今行っている

そのままで良いから、他の講師の、どの講師の真似もしてはいけない。

自分の思う通りにやって行きなさい。それで良いから。屋上屋を重ねる

ような組織を作らないように、皆に平等な組織を作って、そして私の説

いた法を伝えて行きなさい』、このように申されたのです。 

 お別れをした後、ＧＬＡ本部の事務局へ挨拶に行きました。先に行っ

た九名の仲間が私を待ちくたびれたように、「どうしたんだ。遅いぞ」

と言われ、私は「誠に申し訳ない。実は、玄関で高橋信次先生に、お目

にかかり、今までお話を伺っていたのです」と申し上げると、全員、「う

わー、何だー。ついているー」、と言いまして、まあ袋叩きには合わな

かったけれど、そんなような雰囲気でですね、なんか抜け駆けの行為を

したような、そんな申し訳の無いような思いがいたしました。 

 その後私は、その事を、何時何処で誰にどこから話をしたらいいか、

どこにきっかけを見出そうかなって考えて来ました。先生が申された中

で、特に「貴方は二つの会社をやっているけれども、一日も早くその会

社を畳んで、私の言ったとおりにしなさい」と申されたのですが、その

頃私の会社は経営がピンチで、高橋信次先生に、現在会社は火の車で、

何とぞお救いくださいと言わなくても聖者ならば、いっぺんで見通され

て、はいこうしなさい、次はああしなさい等とお導き頂ける、そのよう

な、ただちに経営が好転する、そのように思い込んでいました。本当に

もう愚かな、本当にもう幼稚園の生徒よりも訳の悪い私の根性だったの

です。そんな思いでおりましたから、自分の事業のことに捉われて、ど

うするかな、もう金沢で講演会をして頂いてたくさんの人が集まった。 

 そこで、高橋信次先生の全国各地における講演会の第一回というのが、

私の知る限りでは、最高が二百人、それが金沢では千三百人ですから、

これまでの伝道の歴史を変えたと、これまで、金沢の講演会以外に各地

で講演してきたけれど、その伝道の歴史を貴方は変えたのです、と激賞
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されたんですけれども、その中でも私は心の中で、自分の会社が明日潰

れるかも分からないし、困ったなと苦しみ悩んでいました。そのような

中で、金沢の講演会も終わり、救って頂くことが出来なかったし、もう

止めようかな、止めてどうしようかな、という思いを持っておりました

時に、或る大先輩の方から、東京へ八月の下旬頃に来ないかね、とお誘

いを頂き、どうせ暇だし、先行きを考えている状態だから、お目にかか

ってお話を聞くのもいいなと思い約束の日に東京に行きました。 

 その夕方、大先輩の方が、帰って来られて、『高橋信次先生の特別の

研修を受けていたのですが、今日貴方に会うことになっているので、昨

日からいつ高橋信次先生にこのことを申し上げてお許しを頂こうかと、

もじもじしていたら、今日の午後四時ごろに先生が、「貴方の所へ、金

沢の丸山さんが来ているのでしょう。早く行きなさい、後はいいから」

と申されたので、私は飛び上がるほど、びっくりしました。 

 先生のお側にいるのだけれど、先生がこんなに見通しておられる、常

に、見通しされるということは知っていたけれど、実際にこんな事まで

細かく知っておられるとはびっくりしました』、と帰ってこられるなり

私にこのようなお話をされました。 

 夕食の後、その方の奥様に、イエス様が入られ、イスラエル語で話し

かけられ、次に、日本語で申されました。総勢五人が集まった席で、始

めに、呼んだのは貴方なんです、金沢の丸山さん、私が、貴方をここに

呼んだのです。私の言う事をしっかり聞きなさい。貴方の事業、貴方が

これからの行く道に対しては、あらゆる協力をいたしましょう。何一つ

不安を持つなかれです。 

 次に、『人間釈迦・第一部』の、偉大な悟りの中に、ゴーダマ・ブッ

ダが悟られた時に、天上界のアモンという光の大天使が、ゴーダマ様に

対して、貴方がこれから法を伝えていくうえで、貴方の体験のすべては、

そのまま神理なのである。それを貴方は話して行きなさい。さらに、貴

方がこれからの人生において、法を伝道していく中で、あなたの行手に

山があれば、その山を取りのぞこう。谷があれば、橋を架けよう。河が

あれば、舟をつくろう。どんな協力でも惜しまないと申されました。当

時の私は、『人間釈迦』も十分拝読しておりませんでした。それが後日、

『人間釈迦・第一部』のその部分を拝読して、本当にもう卒倒しそうに

なる程驚いたのです。 

 何故、イエス様には、私ごとき者に対して、このようなことを申され

たのだろうか、一体この私は何者なんだろうか。それからずうっと来る

日も来る日も考え続けて来ました。この正法というものを皆様の前でお
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話ししようと本当に決心いたしましたのは、昭和五○年です。それは高

岡の学修会で、ある方が反省について質問され、私の回答に対して、貴

方の反省は違う、私たちは奈良の内観所で反省を学んで来た。その反省

を貴方も勉強して来られたら、と言う方がおられました。 

 後日、高橋信次先生にお目にかからせて頂き、お伺いしましたら、先

生は、「その奈良の内観所には法がないんだよ」と一言申されたのです。

「法がない」とはどういうことでしょうかと、ここまで聞きたい思いで

一杯でしたけれど、先生には、きっと、「貴方、自分自身で考えなさい」

と申されるに違いないと思い、その夜から法があるとはなんだろうか、

法がないとはなんだろうか、と高橋信次先生のご講演のテープを初めか

ら順番に聞き始めました。同時にこれまで怠っていたご著書の拝読も、

徹底してするようにいたしました。でもそのようなことは何一つ書いて

ない。机の上に出した万年筆を、後ろに隠して無い。また、前に出して

見て在る。このようなたわいもない作業を毎日毎日毎時暇さえあれば行

い、何時の間にか何年間も経っていました。 

 一方では夜も寝ないような状態で、次々ご著書を拝読させて頂き、そ

して高橋信次先生のご講演のテープを次々拝聴させて頂きました。その

ような中で或る日私の法友が、私が、聞いていないだろうと思われたテ

ープを何本か送ってくださった中に、観音寺の村上和尚さんのお寺で高

橋信次先生がご講演された、昭和四八年五月二○日のテープを拝聴した

とき、私は大変驚いたのです。それは戦時中、金沢に米軍のＢ29 が爆

弾を落としに来たけれども、何回行っても爆弾は落とせなかった。それ

は天上界のお計らいにより、雲で金沢を見せないようにして守った。こ

のように守られるべきところは守られている、と申されているお言葉に

びっくりしたのです。 

 何故だろうか。イエス様にお目にかからせて頂いた後のことです。こ

の二つのことが重なって、自分は、どうして、何故なんだろうかと思い、

後日、高橋信次先生に、ご質問をさせて頂きました。 

 これは皆様に今までお話ししたことはありませんが、 

 「先生、私が、金沢でハイと手を上げて先生の前に出なかった時には、

誰か私の代わりの方をちゃんと用意してあったのでしょうか」 

 『それはそうだよ、ピンチヒッターはちゃんと用意してあるよ』 

 「ピンチヒッターというのはどなたですか」 

 『そんなことは知らんよ』 

 とおっしゃいました。 

 それがたまたま私が昭和五○年の三月八日、大阪で初めて高橋信次先
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生にお目にかからせて頂く前、昭和四九年九月の何日かに大阪でご講演

をされておられるのですが、これは皆さんお調べになられたらお分かり

になることですが、そのご講演会が終わった後に、富山、福井、石川の

三県、即ち北陸地方から、四、五○人の方が聞きに行っておられたのを

高橋信次先生には、集められて、「北陸地方にも法を広めてください」

とお話をなされた時に、福井の方が、「先生、私たち福井の者は北陸で

も一番最初にこの大阪に来ました。是非とも福井に一番先にご講演に来

てください」とお願いされたそうです。そうしたら横におられた富山の

方が、「いやいや私らの方が先です」と申し上げると、先生には、「い

や私は、福井も富山にも行きません。金沢へ行くことになっています。

金沢に、大物が出るようになっている。その人を探しなさい」と言われ

たのです。 

 私の家内の兄さんが、その金沢からの中に一人加わっていたものです

から、次の日からそこへ福井からも富山からも時々集まっては、金沢の

縁故を頼りに、「どこの社長かな、その人はどこにおられるのかな」と

いうことで探し始めたのです。その都度帰りには、私の会社の事務所に

寄って、義兄のところに集まって、「いやあの人に話したけれども、あ

の人ではなかった、この人でなかった」等と話をしておられるんです。 

 そんな事がだんだん続いているものですから、私はどうも気持ちが悪

いな、新興宗教って嫌やな、もしや私のところにも来るんじゃないかな

ってそんな予感がしたんです。もしやもしやって歌がありますけれども。

案の定しばらくしたら、もしやと、義兄が来られたんです。私は、もし

やの、「も」を言われただけで、「私はもしやではありませんよ」と申

し上げました。 

 それが遂に、昭和五○年三月八日に、義兄に勧められ初めて大阪のご

講演会に参加いたしました。ＧＬＡ関西本部で一泊させて頂き、翌日午

後、初めて高橋信次先生のご講演を拝聴させて頂いて帰ろうとしたら、

本部の方が見えて、「是非、高橋信次先生にお目にかかられては如何で

すか」というご案内を頂いたのです。そこで、「いや私はまだ十分に心

が出来ておりませんし、ご遠慮させて頂きます」と何度断っても、「是

非是非」とおっしゃるので、ご本も拝読していませんしと思いながら応

接室へ行きましたら、そうですね、この真ん中の列くらいの幅の廊下が

先生のおられる応接室まで続いておりまして、そこにですね、もう本当

に人の頭の上を通らなくてはならないほど多数の人が一杯溢れ、先生に

会わせてほしいという人が詰めかけておられるのです。 

 私は、このように多数の方がおられるにも拘らず何故、何で私が、嫌
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だと申し上げているのに、この人達を優先させてあげればよいのに、何

故どうして私なんだろう、と先生の大いなるお導きにも気付くことなく

愚かにも、ここでまた疑問に思ったのです。あんまりおっしゃるから、

また私の一緒におりました義兄が、喉から手が出るように行きたくてし

ょうがないのが分かるものですから、それでお目にかからせて頂くこと

にいたしました。 

 先生には、開口一番、『あなたは厳しいね』『あなたの奥さんは私の

本を読んでいるけれど、あなたはあまり読んでいませんね』 

 私はそれまでは、本当にこれほど優しい人間はいないと思っていたの

です。自分の仲間にはいつも昼飯をご馳走しているしと、そういう優し

さを優しいと思っていたのです。そういうことを愛だと思っていたので

す。 

 そういう訳で、高橋信次先生にお目にかかって、何か不思議なことだ

らけで、もうなにか私に鞭打ってもだめだ、それとも何か違った方法で

いかなくてはダメだと思われたのか、その後、広い運動場のようなとこ

ろにある会場で、研修会がありまして、私がその運動場のようなところ

のすみから会場の方に歩き出したら、『丸山さーん』って声がするので

す。遠くの方から小さく声が聞こえるんです。誰かな、私を、ここで知

っている人はおられないはずなのに、と、もっと歩いて行くと、何と、

高橋信次先生だったのです、『丸山さーん、キリンビールは大丈夫です

よ』 

 キリンビールは大丈夫といったら、先生しか知っておいでません。私

の倉庫に当時キリンビールが初めて入ってきまして、まあ倉庫業をやっ

ていたものですから、先生にご報告申し上げましたら、先生には、「あ

あ良かったね、そのキリンビールはもう大丈夫、これからどんどん入っ

てくるよ」という励ましのおことばではなかったかと思うんですが、こ

のようなことで本当にどうしようもない愚か者の手を引っ張ってくだ

さいまして、そして今から一○年前、初めて金沢、富山から大阪に行き、

初めて大阪で学修会が始まりました。 

 そこが私が、高橋信次先生からご下命頂いた、地球全域に法を広めな

さいという第一歩だったのです。それで、今年の三月八日でちょうど一

○年でした。それから、ちょうど今年の一二月で私がある日から法があ

る、法がないということを七年間やってきた結果、初めて、法とは何ぞ

やということが心に落ちた、ちょうどその二○周年を迎えます。 

 そこで、「いよいよ来年からは、と言わず、もう明日から本当に世界

に向けて一歩も二歩も、地球の全域に向けて法を広めるため走り出した



1189 

 

い」、今このように思っております。来る、七月の一二日に、ロサンゼ

ルス在住の日系の方ですけれど、正法を聞きたいといって来られること

になっております。それで一三日には、金沢でお話をして、一四日の大

阪の学修会にご案内しようかと思っております。 

 皆さんにはご存知だと思いますが、五月号の「ひかり」誌あたりから、

『永遠の生命を知るならば、自分の心が開き智慧が涌き発明、発見が出

るようになり、ここを縁として地球が一段と繁栄するようになる』とい

う偉大な主・高橋信次先生のお導きを頂いた掲載が始まりました。 

 それは、自分の本当の永遠の生命、それは肉体ではなく魂のことです

ね。この永遠の生命の実在というものを私達が知らなかったら、この肉

体にとらわれた儘この世を去っていくのです。この肉体が全てであると

思ってあの世へ帰る、その前の関門は、あの火葬場です。火葬場へ魂が

肉体にしがみついていったら、燃やされるのです。でも『引導文』を聞

いている人は、火葬場へ行かないでください。貴方は家に帰って反省し

なさい。お供えの饅頭でも頂きながら反省することです。「饅頭を食べ

て反省しなさい」とは、高橋信次先生がご講演で申されたことです。 

 そこに名誉、地位、県知事、大臣とか町長さんとか、名誉、地位のあ

る人はですね、お話によれば、葬式が待ち遠しくて、死んだら誰がどれ

だけ香典を持ってくるか、誰がどのような感謝の弔辞を読んで褒め称え

てくれるか、といって花輪の陰から顔を出して聞いているそうです。 

 私達は、有り難くも、そういうことをお導き頂いておりますから、あ

あお気の毒だなと思いますが、かつて生前にそれとなしにそういう話を

した方もおりましたけれど、本当にこの世に執着を持った、執着本位の

葬式というのは、そういうことですね。 

 「ご香典をどれだけ持ってきたかな」とか、あるいは、弔辞の中で「貴

方は総理大臣をされました」、或いは、「衆議院議員を何期されました」

等という言葉が最高の褒め言葉であり、それを聞いた魂は、心の面では

地獄行きの特急に飛び乗られるような思いがします。 

 私達は幸せにも、如何に精進努力したか、「この世でのご修業、大変

ご苦労様でございました。貴方様は今から光りの道へ、天上界へ帰るん

ですよ。大威張りで胸を張ってお帰りください。そして、偉大な主のみ

もとへ行けるかどうか知りませんけれども、この自分自身が精進した成

果はご報告してください」と法友に対して、私達は心の中で弔辞を送っ

てまいりました。また、『引導文』もそういう中身になっています。 

 そういう有り難い、この世を卒業して、最後の最後まで帰る光の道を

お示しくださっている、この地球上に二つとない、偉大な高橋信次先生
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の法に触れることが出来たことを、皆さんは最も大きな悦びとして頂き

たいと思います。自分を褒めて頂きたいと思います。 

 肉体にとらわれるなかれ、物にとらわれるなかれ、常に日々その精進

努力をしない限り、死は、今晩の一二時か明日の午前三時か何時か分か

りません、何人にも予告がないというすべて平等の世界に生かされてい

るのです。この今という一時、一時を、物にとらわれるなかれ、常に、

自分の善なる心に相談して生きること、頭の脳に相談するのではなく、

自分にウソの付けない良心に相談し心の耳で聞き、心で話をする。それ

を正しく聞く、正しく思う、正しく語るとお教え頂いています。 

 「ああまた貴方はウソついているね、頭で考えているね」と言い合い

っこし乍ら実践していった時に、その正道は全う出来るものと思います。

私は、皆様からいっぱいの愛を頂いてまいりましたが、本当に皆さんの

愛で、どうにか今日を頂いている、ごらんのように愚かな愚かな者です。

偉大な主・高橋信次先生から、全世界に法を広めるようお導きを頂いて

まいりましたが、日々精進の浅い人間です。本当に皆様に対して、日々

お詫びをしている毎日ですが、何とぞ皆様方には、ご著書の拝読という、

偉大な高橋信次先生から直接お習い出来る、そういう道が開かれており

ます。 

 また、カセットテープやビデオによりご講演を拝聴させて頂くという

機会がしっかりありますので、どうか愚かで未熟な私如き者の話だけで

なく、偉大な主・高橋信次先生のご著書を本当に手放すことなく常に拝

読して頂きたいと思います。ご著書を拝読することが、正法帰依者の最

も根本です。そして毎日手放さないようにお読み頂きたいのです。そう

した時に、皆様の悩み、苦しみが飛んで行き、心が安らぎに包まれるよ

うになります。どうか皆様には、ぜひとも、ご著書を拝読され、偉大な

主・高橋信次先生の尊いお声をお聞きになられてご精進をして頂きたい

と思います。 

 本日は、私のような者にお話しをする場をお与え頂きまして誠に有り

難うございました。 
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【2003 年分】 

 

【偉大な主・高橋信次先生をお偲び申し上げて】2003-6 月 

 

 一九七五年七月六日金沢では早朝より豪雨が降りました。それは偉大

な偉大な主をお迎えするに当り、総ての汚れを洗い清める天のお慈悲で

はなかろうかと思われる程、それは凄い雨でした。 

 雨を予想していなかったため、早速ご講演会場に急遽傘立ての準備を

お願いして、少し早めに二台の車で小松飛行場へと急ぎました。 

 先頭車は、私が運転し、横に家内が乗車いたしました。 

 航空機が小松に着陸する頃には、どうやら晴れ上がってくるような空

になって来ました。 

 待ちに待っていた航空機が無事着陸し、先生の歩いて来られるお姿を

拝見し、感激と感動と緊張で胸が込み上げて来ました。 

 先生には、空を見上げられながら『もう雨は大丈夫ですよ』と、私に

聞こえるようにと大声でお叫びになられながら、歩いて来られました。 

 三月九日に初めてお目にかからせて頂いてから、何回かお目にかから

せて頂いていましたので、初対面ではありませんでしたが、家内は、初

めてお目にかからせて頂きました。 

 金沢までの間、北陸地方の政治、経済について種々ご下問を頂きまし

た。 

 私は、ご下問に対してお答え申し上げなければならず、一方では、絶

対に事故を起こしてはならない、という二つの大切なことに対して意識

を向けなければならず、時として緊張のあまり、ご下問に対して、即お

答え申し上げることが出来ず、ほんの少し時間がずれると、横に乗って

いる家内が『先生のご下問にお答え申し上げて……』と、小声で言われ、

大分混乱いたしました。 

 その後大分経ってから、ある方から次のようなお話をお聞きいたしま

した。 

 ある日のこと、先生のご自宅から先生をお乗せして上野に向かってい

たところ、混雑のため残された時間が少なくなり、ご案内していた方が、

『予定の時間までに着くことは困難のようです』と申し上げたところ

『アーそうですか、では仕方がないか』と申された次の瞬間、車が上野

に着いていたため、大変驚きました。こんなに驚いたことはありません

でした。と話されたそうです。 

 この妙なるお話をお聞きした私は、過ぎし日の小松から金沢までの車
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内における当時のことを思い返し、車の運転は、守護・指導霊の方々に

お願いして、自分は後ろ座席にお座りになられている先生に向きを変え

て、一つ一つのご下問に対して、もっともっと丁重にお答え申し上げる

べきであったと、悔やまれてなりませんでした。 

 もう一つ、今以て申しわけなくて申しわけなくて残念でならないこと

があります。それは、当日の天候は、先生には申された通り、雨はすっ

かり晴れ上がり、ご講演が始まる頃には、既に猛暑となり、北陸放送会

館三階の会場は、クーラーが効かないようなまるで蒸し風呂のような暑

さとなり、先生には、全身汗まみれの状態で、畏れ多くもまるで川から

上がられたような勿体ないお姿になられていました。 

 ご講演が終わって、次の現象までのわずかな時間、演台の脇の狭い囲

いの空間で、氷の入った洗面器に新しいタオルを入れ、固く絞って先生

のお体を何度も拭かせて頂き、取り寄せた下着と半袖のカッターシャツ

に着替えて頂き、次の現象に移って頂いたのですが、私は今以て熱い夏

日になるごとにあの日の先生に対する私の思いやりのなかったことが

悔やまれてならないのです。 

 何故タオル蒸し器を用意して万全を期さなかったのか、二度と再び来

ないあの大切な日のこと、あの大切な時のことが悔やまれ、さらには、

畏れ多いお体を、もっともっとお大切にお世話させて頂くべきであった、

と心から熱いものが込み上げ、悔やまれて悔やまれてならないのです。 

 宿舎でお昼食をお召し上がりになられた後、また私の車で．裁判所前

を通り会場前へと向かわれたのですが、途中の裁判所正門前に、講演会

場の方向を示す大きな木製の表示板を掲げておられる七十歳過ぎのご

老人を、先生には、逸早く発見され、涙声で『アー、あそこにも立って

おられる……』と、申されたお声をお聞きして、先生の熱いお心が、こ

のご老人の方の熱きお心にも伝わったであろうと思いましたとき、市内

の何処からでも迷うことなく講演会場に行けるようにと、多数の老若男

女の案内人が誇らしげに立っておられるお姿を思いました。 

 勿体なくも先生には涙ぐまれたご老人の方も、まさに堂々と誇らしげ

にお立ちになっておられたお姿は、今も私の心から消えることなく、何

時もそこを通るごとに当日のことが心に浮かびます。三十年近く経た今

もなお、当日のことが心に生き生きとして鮮明に生きております。 

 当日ご講演されました、偉大な偉大な主・高橋信次先生のお姿を撮ら

せて頂きました白黒のお写真が、私の居間に掲げてありますが、畏れ多

くも今もなお、白黒にも拘らず全身から妙なる金色の光が輝いているお

姿が拝見されます。そして、その妙なる後光に重なるようにして、偉大
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な光の大天使と思われるお方が、当日の儘動いておられるお姿も拝して

おります。 

 特に今朝は、何故か、当家のお座敷に、妙なる金色の光の棒のような

光が降り注ぎ、大感激いたしました。 
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【ある方への手紙】2003-8 月 

 

◎返信 

拝啓 去る○月○日付けのお手紙を頂き拝見いたしました。 

直ちにご返事を差し上げねばならなかったのですが、年に一回、全国

から心在る方々が参集して開催しております「第二八回高橋信次先生に

捧げる感謝と誓いの会」がありましたので、つい遅れましたことをお詫

び申し上げます。 

ご質問につきましては、次のようにご回答申し上げます。 

まず、ご著書の英訳につきましては、私には何一つその資格がありま

せんので、お答えすることは出来ません。 

「引導文」とその実践の方法につきましては、当会では会員に限り指

導しております。 

「新復活」についての英訳は、先生ご在世当時、スタンフォード大学

の先生に委任されたようにお聞きいたしました． 

以上何一つお役に立てませんがご理解くださいますようお願いいた

します。 

貴方様の平安をお祈りいたします。                        

敬具 

 

◎次の返信 

前略 昨夜ＦＡＸを送信いたしました（上記）後、貴方様が今後の伝道

について述べておられましたことが心に引っかかり、大変ご無礼とは存

じましたが、偉大な主・高橋信次先生の法を学ぶ同志として、是非とも

お知らせ申し上げねばならないと思い、こうしてこのような手紙をした

ためさせて頂きました。 

それは、きっと貴方様も、ご著書や偉大な主のおことば『光の器を』

の中にもお導き頂いていますことにお気付きのこととは思いますが、法

を学ぼうと志す者は、必ず偉大な主より『私の説いた法を国内を始め全

世界に伝えるように』とのご下命を頂かれた方のもとに入門し、その中

で法を学修精進することが大事とお導き頂いています。かつて先生ご在

世のとき、それぞれ責任者をご指名されましたが、先生ご昇天後、次第

に、お説きになられた法から外れ、その方の考え（思想）を指導するよ

うになられた方々は、次々、病に倒れられ、或いは既に亡くなられまし

た。 

このように、偉大な主・高橋信次先生には、難行苦行の末、お悟りに
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なられ、無所得（無償）で全国各地を歩かれ、お説きになられた法は、

永遠に曲げることなく、消すことなく、永遠に正しく伝えていくよう、

ご昇天される間際に心在る方をご指名され、国内はもとより世界の隅々

にまで正しく伝えるようご下命されたのでございます。このご下命され

たことも、法であります。 

偉大な主がお話しされた一言一句の総てが法であります。 

実在界にいませる偉大な主のご意志のもと、永遠に常にお導き頂く中

で、法は永遠に正しく守られ、正しく伝えられて行くものと思います。

そこには永遠に人知の入る隙のない法という次元の在ることを知らね

ばならないと思います。 

そこは、頭脳で考える知識の次元ではなく、高次元の意識の世界から

守られて在ることを知って頂きたいと思います。 

貴方様の平安をお祈りいたします。                        

敬具 
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【2004 年分】 なし 

 

 

【2005 年分】 

 

【各地区世話人 各位】2005-3 月 

 

地球的な伝道に際し、魔は一斉にそれを封じようと反撃に出てきた。

各世話人様には、ここ半年ほどを振り返ってみて、怒り、愚痴、ねたみ、

そしり（中傷）、悪口、情欲、むさぼりなど、自分の心を傷つけ、法友

を傷つけるような思い、行いをしてこなかったか。 

もし在るとすれば、それは既に魔の手に乗っている状態である。すな

わち魔にやられている証拠である。 

ただちにご著書の中のみ教えを、何よりも一番に拝読して頂きたい。

さらに『心行・祈願文』、『健康祈願文』、『心行』三回を、したりし

なかったりしていないか、そこに原因がある。そこから反省すること。

毎月丸山宛のレポートなどの提出を励行していないことも、既に魔にや

られている証拠です。今から徹底的に反省してください。 

自分自身を反省し、その上でレポートを提出してください。（反省の

第一報を早急に提出してください） 

かつて、日露戦争開戦に際し、連合艦隊東郷平八郎長官は、各艦隊の

艦長に対して、次のように打電した。 

「敵艦見ゆ。皇国の興廃この一戦に在り。各員一層奮励努力せよ」 

敵艦とは、魔、皇国とは、正法・神の王国建設、この一戦とは、今回

のアメリカ伝道、各員とは、各艦長であり、すなわち各地区世話人の意

です。 

偉大な主に対しまして、全世話人様に対し、以上のように通達したこ

とを、車中よりご報告申し上げました。車中で祈りを捧げる中、暗い曇

の中から太陽がお姿を現され、祈りが終わるまで強く輝かれました。                        

（富山県小矢部市石動より、入善間付近通過中） 

各地区世話人責任者様から各世話人様にこのことをお伝えください。

改めて各世話人様の奮起をお願いいたします。一人も、イエス様を裏切

ったかつてのユダとならないよう徹底してください。 

平成一七年二月五日八時一五七分 

                  「はくたか号」車中より 
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【2006 年分】 なし 

 

 

【2007 年分】 

 

【文部科学省に提出した「いじめ、ひきこもり等青少年問題の解決につ

いての提言」について】2007-1 月 

 

 最近、テレビニュースや新聞において、いじめに関する報道を見ない

日はありません。八正道によっていじめ問題を見ると、いじめる子供、

いじめられる子供、そしてそれぞれの両親などすべての人が、三歳まで

にお母さんの豊かな『愛』を貰えず、心が満たされないままに育ったこ

とが「いじめ」の原因であることが分かります。 

 母親の愛情が不足すると、子供の心はしぼんだ風船のようになり、心

が満たされることなく、それを満たそうと思い、次第に年とともに心が

強く自分中心の思い、行いに向かうようになります。そして、次第に「い

じめ」という思い、行いにより、心の不満を解消しようとします。また

一方では、愛を貰えないまま成長したがために、自分に自信が持てずお

どおどして、いじめられてしまうのです。 

 しかし、学校をはじめとする関係者の方々は、正法を知らないがため

に、対症療法的な対応しかとれないのが実状であります。当会では、す

べての方が、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださった「正法」を学

修して頂き、いじめ問題を始めとする青少年問題、教育問題の解決につ

なげて頂きたいと考え、まずは学校教育を所轄する文部科学省に対して、

「いじめ、ひきこもり等青少年問題の解決についての提言」を送付させ

て頂きました。今回は、紙面の都合上、提言本文ではなく、添状を掲載

させて頂きます。 

 

 『拝啓時下益々ご清祥のこととお悦び申し上げます。 

 貴省におかれましては、日頃より教育行政の分野から、我々国民生活

の安寧のために心を砕いてくださり、心より感謝申し上げます。 

 さて、「いじめ」「いじめによる自殺」等の問題が連日報道されてお

りますが、それはもっぱら「いじめが起こるのは学校が悪い、学校教育

の責任だ」という批判が中心であるように見受けられます。そして、無

礼であることを承知で申し上げますが、この問題に対する学校および貴

省の対応は、いじめの原因は何かということが分からないまま、対症療
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法に終始しておられるように思います。 

 当会は、偉大な主・高橋信次先生という方がお説きになった「正法」

を日々勉強し、実践している会であります。そして、その「正法」の中

に、いじめ問題の原因と解決の道が示されていることを、広く皆様に知

って頂き、平和な社会が実現することを願い、標記提言をまとめたもの

であります。 

 偉大な主・高橋信次先生とは、世界で唯一、心と肉体との関係を科学

的に説き明かされた御方であられます。一九六八年、四一歳の時神理を

悟られ、コンピューター機器製作会社を経営されながら、無所得で全国

各地を講演されるなど、一九七六年六月、この世を去られるまで、人間

の心の偉大性をお説きくださいました。 

 偉大な主・高橋信次先生には、「慈悲」「愛」ということをお説きに

なっておられます。「慈悲」を一言でいえば、なさけ、いつくしむ、思

いやりということ。人の苦労を見て、なんとか助けてやりたい、苦労を

とり除いてやりたい、楽にしてやりたいという心です。また、「愛」と

は、人間同士が互いに、生かし合い、助け合い、補い合い、許し合うと

いうことです。 

 そして、偉大な主・高橋信次先生には、人間は誰もが「慈悲」と「愛」

の心を持っている、「慈悲」と「愛」が人間の本性であるとおっしゃっ

ておられます。したがって、すべての方が「正法」を学び実践し、自ら

の心の中にある「慈悲」と「愛」を呼び覚ますことができれば、人をい

じめたり傷つけたりするはずがありません。これは、「いじめ問題」だ

けでなく、ひきこもりや家庭内暴力を始めとするすべての青少年問題に

も当てはまることであり、「正法」こそが全ての青少年問題を解決する

処方箋であります。 

 全ての基本は家庭にあります。いじめる子供、いじめられる子供、そ

の他問題を起こす子供、そしてそれぞれの両親が、三歳までにお母さん

の豊かな『愛』を頂くことができず、心が満たされないままに育ったこ

とが原因であります。 

 何卒、貴省におかれましては、別添させて頂きました偉大な主・高橋

信次先生のご著書「心の発見」（神理・科学・現証篇）および本提言を

お読み頂き、これを始まりとして、「正法」を教育行政の基本に取り入

れてくださることを、強くお願い申し上げます。そして、家庭教育から

始まり、学校教育、社会教育、広く様々な場において、すべての人々が、

正法を学修し、実践されれば、青少年問題にとどまらず、すべての社会

問題が解決することと信じてやみません。 
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 最後になりましたが、当会のホームページ「高橋信次先生の法を学ぶ

会」も何卒ご高覧くださいますよう併せてお願い申し上げます。さらに、

偉大な主・高橋信次先生のご著書、ご講演カセットならびに資料の提供、

または講師派遣等についてご要望がございましたら、ご下命くださいま

すようお待ち申し上げております。 

 全ての方々の心の平安をお祈り申し上げます。 

                          敬具 

 平成一八年一一月二七日 

 

  文部科学省 初等中等教育局 

    局長  銭 谷 眞 美 殿 

                  高橋信次先生の法を学ぶ会 

                      代 表  丸山 弘 
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【引導文】2007-1 月 P063 

 

【引導文作成の心得】 

 まず、今後、毎日この引導文をお捧げし、お別れをされることと思い

ますが、ひたすらあの世・光明の世界に必死になって帰ろうとなさる魂

の足を引っ張ることのないよう、ご遺族様には、毎日ご著書を拝読され、

法により、日々思うこと、行うことを反省され、一段と調和されますよ

う、お願い致します。 

 

 その第一は、悲しみの余り、泣き崩れることがないよう、むしろ明る

い光明に満たされた心でお送りすることが大事です。あの世、光の世界

に旅立つ人の心が乱れることのないよう、ご注意ください。光明の世界

に帰られるまでは、故人の思い出話をしても足を引っ張ることになりま

す。思い出すだけでも同じです。思い出した時には、「大宇宙大神霊・

仏様、○○様の魂に光をお与えください。安らぎをお与えください」と

唱えてください。 

 

 第二には、ご著書の中で、自分自身の心づくりや、故人に対する反省

について、お導き頂いていることを、日々正しく学修・実践し、夫々自

分の心が神仏の光に満たされるよう、精進努力することが大事です。そ

うして、自分の頭上から神仏の光が出た分、亡くなられた方の供養が立

派に出来るのです。 

 このことについては、ご著書の中で、次のようにお導き頂いています。 

 『引導を渡すとは、死者の霊を迷わずにあの世に往生させることであ

り、またこの世との関係を断つことにあるが、往生させずに葬れば、死

者はまだ俺は生きているといって家族や縁者に寄ってこよう。 

 迷いの霊が憑けばどういうことになるか。拙著『悪霊』を読んでもら

えばすぐにも理解できると思う。 

 そこで迷いの霊が寄って来ても生きた人間が法を知りそれにそった

生活をしていれば寄って来ても憑くことはできないし、また、彼らはあ

の世からその人の生活行為を見て、自己の迷いがどこにあるかを知るこ

とができ、往生することができよう。このことは生きた人間が意識する

しないにかかわらず、可能なのである。 

 また四次元から三次元はすべて見通しであり、自縛霊としていつまで

も暗い生活を送らなくても済むのである 

 このように、生きた人間の法の理解こそ先決であろう。 
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 現象界が調和されれば、あの世の地獄も調和されよう。 

 ことに、これら迷える霊のエネルギーは、地上の人間のエネルギーを

吸収して成り立っている。 

 彼らの世界には光は届かない。地上生命のエネルギー源は太陽である

が、あの世では霊太陽であり、神の光だ。 

 しかし、彼らの世界は暗黒なので、地上の人間を媒体としなければ、

地獄界を形成し得るエネルギーが確保できない。地獄界のエネルギーは

人間の心から発する悪の思いである。自己保存のエゴのエネルギーが彼

らの生命源である。 

 このようにして、地上に悪がはびこれば地獄界はいよいよ賑やかとな

り、地上はますます悪くなるのである。 

 こうした意味からも、死者の霊をさとすことより地上の人間の悟りが

大事となろう』 

（「人間釈迦 Ⅳ」二一九頁～二二○頁より抜粋させて頂きました） 

 

 第三には．正法に触れておられなかった方にも分かって頂くように、

まず、自分が十分に学修し、心に落とし、自分の言葉で、噛み砕いてお

伝えすることが大事です。自分が心から理解出来たことしか、相手に伝

わらないからです。 

 このことについては、ご著書の中で、次のようにお導き頂いています。 

 『亡くなった直後の肉体祖先の前に、感謝の心を捧げて花や食物の供

養をする、それは良いことだ。 

 なぜなら、死亡したばかりの者達の多くは、この地上界での生活の延

長を意識している者達が多いからである。 

 そのため食事という問題については彼らも希望している場合がある

からだ。 

 しかし、内臓疾患などによって、この世を去るとき、食事もほとんど

のどにとおらなかったような者達に、供養しても無駄である。 

 彼ら自らが、なぜ死ななければならなかったか、ということが理解で

きない場合、そのほとんどが地獄界に堕ちてしまう場合が多いからであ

る。 

 そういう者には、死に対する原因と、人生における行為と心の在り方

を、正しいという心の規準で、その誤りを教えてやることが大事なので

ある。 

 それに、いかにむずかしい経文を唱えても、生前に解らなかった人々

が、死んですぐ解るわけはないのだ。 
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 彼らに解りやすい言葉で、一切の執着から離れる方法を教えてやるこ

とが先決なのである。 

 病気で亡くなった人々に対しては、 

 「もはやあなたは病気ではないのだ。今までの肉体は亡びても、新し

い肉体の舟を持っているではないか、今のあなたは病気から解放された

のだ。 

 古い肉体は焼失しても、腐敗しても、すでにあなたはこの地上界の者

ではないということを自覚して、自分自身に嘘のつけない、善なる心で、

人生におけるあなたの思ったこと、行なったことを一つ一つ反省して、

もし誤りがみつかったならば、心から神にお詫びすることだ。そのとき、

あなたの心の曇りは晴れ、神の光によって満たされ、あなたは救われる

のだ」 

 と噛んでふくめるように教えてやることが大事であるということだ。 

 そして、供物を上げてやることも良いだろう。 

 しかし、ほとんどの者達は、あわてふためいて、死にたくないといっ

て、執着から離れない者達が多いのである。 

 そのため、死体が硬直してしまう場合もあろう。 

 執着から離れている者達の多くは、死顔に安らぎの表情がうかがえる

ものだ。 

 事故死でも、執着心の強い者達は、死んだ場所に地獄界を造り出して、

自ら苦しんでいる。自縛霊（地縛霊）となって、同じような心の人々に

憑依し、事故死に巻き込むことがある、ということだ。 

 それは、この地上界に執着があるため、離れることができないでいる

のである。 

 そういう者達には、死んだ理由を、よく教えてやるべきだろう』 

（「心の原点」二一三頁～二一五頁より抜粋させて頂きました） 

 

 また、執着を持って地縛霊になっている霊については次のようにお導

き頂いています。 

 『人間は、死の恐ろしさから肉体という魂の乗り舟に未練と執着を持

つ。そうした現象界への執念が、地縛霊浮遊霊などになって人間に不調

和な現象を起こすのである。地縛霊は交通事故現場、不慮の死を遂げた

場所、自殺現場、戦死箇所、先祖伝来の執念、不調和なものを祀ってあ

る場所、動物の執念、神理を悟ることなくこの現象界に思いを残す執念

の強い場所、などに生活していることがある。その中には、死を自覚し

ている者いない者が、生きている人間と同じように、俺の地所だ、俺の
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物だ、と執着を持ってそこにいる。 

 「さわらぬ神に崇りなし」土地を使用するときには、たとえ眼に見え

なくとも、その土地の地縛霊に神理を教え、使用のことを伝えることが

必要である。 

 現象界の私達から「この地所は私の地所だ」といったところで彼らに

は通用しない。彼らは彼らなりに自分の物だと主張するからである。 

 そこで、彼らの住む正しい場所、あの世の教え、神理を説いてやるこ

とが必要になるというわけである』 

（「心の発見 神理篇」二一二頁～二一三頁より抜粋させて頂きました） 

 

 このように、引導文をただ拝読するだけで亡くなられた霊がご昇天さ

れるのではないことを、十分ご理解ください。その上で、次の、引導文

の作成手順をご参考にされ、心の込もった引導文を作成されますようお

願い申し上げます。 

 皆様の平安を、心よりお祈り致します。 

 

                     平成一八年一二月 

 

 

【○○○○様への引導文】 

 昭和（平成）○○年○月○日に亡くなられた、○○○○様の霊よ、あ

なた様は今生○○年間の（短い）年月の間、この現象界（地上界）でご

修行され、ご苦労様でございました。 

 また、○人のお子様達には肉体舟を与えられ、非常に豊かな環境の中

で育ててくださいまして、有り難うございました。残りました者達は（具

体的に、母も兄も私も……と書かれても良いです）、今生有り難い法縁

を頂き、偉大な偉大な主・高橋信次先生のみ教えを頂き、お陰様で帰依

させて頂き、毎日昼も夜も大宇宙大神霊様（神様）と、仏様（偉大な主・

高橋信次先生、今生この日本に自ら肉体を持たれてお出ましになられま

した）のみ教え（神理）を学ばせて頂き、神仏の子としての使命を学び、

日々感動感激・悦び一杯で感謝の生活を実践し、家族全員が常に、○○

様のご冥福を心からお祈り申し上げております。 

 私たちは毎日毎日、何時も何時も○○様を偲び、心からご冥福をお祈

りするとともに、今日まで、お世話になりましたこと（お世話になられ

たことを具体的に書かれてもいいです）に対し、改めて心から厚く御礼

と感謝をお捧げ申し上げます。 
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 ○○様は、○○年間、子として親として、また夫として妻としてこの

世の修行をされた訳でございますが、その間、厳しかった事や、悲しか

った事、苦しかった事、また楽しく嬉しい感激の日々もあったことと思

います。 

 《亡くなられた方が自分の事をよく思い出せるように、この部分に具

体的に、故人の体験等をいろいろ入れられてもいいでしょう。 

 （例）・学生時代は科学が得意でしたね。 

    ・就職した職場での空気になじめず、苦労されましたね。》 

 

 永年の修行、誠に誠にご苦労様でございました。 

 ○○様には、この度の突然のお別れに際し、家族を始め、家や土地や

財産お金など、この地上界の物に対して、何か執着を持っておられませ

んでしょうか。また残りました者達に対して、いろいろと言い残したい

ことや執着もございましょうが、もう既に○○様は、この世の人ではな

いのです。 

 今こそ自分の肉体を始め、この世の名誉、地位、財産、お金などの「も

の」に対しての執着を反省のうえ、総て捨ててください。その様なもの

は総て無常なものであって、この世限りのものですから、それにとらわ

れていてはこの世からあの世に帰ることが出来ないのです。 

 まず、自分の肉体から静かに離れなさい。怖いことや不安なことは少

しもありません。勇気を以て肉体から離れなさい。肉体という乗り舟は、

この世を生きる為の乗り物にしか過ぎません。実在界に帰るためには、

光子体という乗り物に乗り換えねばならないのです。 

 ○○様の今生○○年間という修行は、一切終わったのです。何も心配

したり、苦しんだり、悩んだりすることはないのです。それは一切終わ

ったのです。病気による苦しみや痛みも（具体的な病名や、苦しみの内

容などをお話しされると、亡くなられた方が分かりやすいと思います）、

○○様が、自分が永年お世話になった肉体舟に対して、感謝し静かに降

りたときに、解放されるのです。 

 いつまでも肉体舟にとらわれていてはいけません。 

 また、告別式の際には、お棺と一緒に火葬場についていってはいけま

せん。静かに家に残って、この世の○○年間の人生の中で思ったこと、

行ったことに対して心からの反省をすることです（以前に亡くなられて

いる方に対しては「静かにこの世の○○年間の人生の中で思ったこと、

行ったことに対して心からの反省をすることです」とだけお話しされる

といいと思います）。 
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 《反省について、ご著書「心の発見 神理篇」一三六頁、一六四頁 「心

の発見 現証篇」二八六頁～二九四頁 「人間釈迦 Ⅰ」一二二頁を拝

読され、亡くなられた方が良くお解りになられる様な説明文を作成して

下さい》 

 

 こうして反省することによって、盲目の人生航路において犯した罪を

取り除く事が出来るのです。 

 この世には、この世を去った日から最大限二一日間だけしか自分の家

にとどまることが許されていないのです。 

 また不安のために残された家族に対して憑依してはなりません。 

 《「憑依」について、ご著書「心の発見 神理篇」二二○頁～二二一

頁、二二四頁～二二七頁 「心の発見 現証篇」二○三頁～二一二頁を

拝読され、説明文を作成してください》 

 

 不安から周囲にいる人に憑依することは絶対に許されないことです。

如何に苦しくとも、自分のこの世における生き方、思ったことや行った

ことの間違いに対し、反省を正しくしっかりとしてください。 

 ○○様も神の子、仏の子であります。故に、人にはウソをつけても、

自分にはウソのつけない良心に問い、神性・仏性の自分に目覚めてくだ

さい。 

 その良心に問い、貴方がこの世に生きていた○○年間の事をよく思い

出してください。人間として安らいだ心で生活をしておられましたでし

ょうか。 

 《思い出して頂くために、具体的にお話しをされると、より分かって

頂けるのではないでしょうか。 

 （例）会社の上司や同僚の言葉や態度に対し、自分の心を省みること

なく、一方的に憎んだり、妬んだり、そしったりして自分だけのことし

か考えないようなことはなかったでしょうか。》 

 

 もし、そのような事がありましたならば、その一人一人の人に対して、

自分の思いや行いの中で間違いがあったら心から幾重にもお詫びをし

てください。 

 《もし、間違った信仰等をされていたら、それは正しくないものであ

るということをお伝えしてあげてください。》 

 

 それらを信じてきたことを心から反省され、神仏様に対し、深くお詫
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び申し上げてください。 

 人間は誰もが、神様にお許しを頂き、この地上界で魂を磨くために、

両親を縁として生まれてきたのでございます。この地上界は善と悪の混

ざり合った心の波動の荒い世界であるために、悩みや苦しみを持つので、

魂修行には最高の環境であるわけです。 

 太陽様は、地球上のどのような環境の人に対しても、国や地位、名誉、

財力等に関係なく、常に平等に、しかも無所得に熱と光のエネルギーを

与え続けてくださっています。この姿こそ、神のみ心の現れといえまし

ょう。 

 私たち人間は、実在界、あの世からこの地上界に出させて頂くときに、

神仏様に対して、あの太陽様のような丸く豊かな心になるよう、正法と

いう神仏様のみ心を基準とした物差しで己の魂を磨き、日々の生活の中

で、精進をすることを誓ったはずでございます。 

 ○○○○様、貴方様は、今生○○年間という神様から頂いた地上界の

修行の間、人々に対してあの太陽様の様な慈悲と愛を与え、また大自然

と周りの人々によって日々活かされていたことに対して、報恩感謝の行

いをされましたでしょうか。自分の過ごしてきた人生の一秒一秒の生活

を思い出してみてください。改めて、十分に心を尽くして反省をしてく

ださい。 

 反省の進む中で、やがて貴方様のあの世の魂の兄弟が貴方を迎えに来

られますから、その方に導かれて実在界（光明の世界）へ帰るのです。

神の光に満たされた魂の兄弟をしっかりと確かめて導かれて行ってく

ださい。 

 怖れも何の不安も持つことなく、ただただ素直に、素直に正直な心に

返ることです。そして次のようにひたすら神仏様にお祈りを捧げてくだ

さい。 

 『大宇宙大神霊・仏よ。魂に神の光をお与えください。私は神様のお

許しを頂き、この現象界で肉体という舟に乗り、己の魂を磨き、安らぎ

と調和のあるユートピアを建設せんがため、この地上界に出させて頂い

たのでありますが、眼・耳・鼻・舌・身・意の五官六根による煩悩に支

配され、今日までの永年の間、多くの罪を犯して参りました。神様、私

の愚かな愚かな罪を何卒何卒お許しください。心からお詫びいたします』 

 

 このように何回、何十回も、心から深くお詫びするのです。 

 そして、これまでにも何回も申し上げてきましたが、肉体に対する執

着を取ってください。今直ちに肉体から離れるのです。もう○○様の肉
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体はないのです。よく見回してください。何の不安や怖れも持つことは

ないのです。総て神仏様がお見守りくださっておられるのですから、た

だただ素直に、勇気を出して肉体から離れてください。 

 ○○○○様、貴方様は、もう既にこの世を去られたのです。死んだの

です。肉体から離れ、この世に対する執着から一切離れないと、あの世、

自分の故郷である実在界へは帰ることが出来ないのです。 

 ○○○○様の肉体細胞の意識よ、貴方方はこの○○年間、この方の魂

修行のためによくぞご協力くださいまして、有り難うございました。既

に貴方方の永年の修行は終わったのです。大変ご苦労様でございました。

ここに謹んで感謝申し上げます。 

 

【神様への祈り】 

 大宇宙大神霊・仏よ。私達は神様との約束により、天上界より両親を

縁として、この地上界に生まれて来ました。慈悲と愛の心を持って調和

を目的とし、人々とたがいに手を取り合って生きて行くことを誓い合い

ました。しかるに、地上界に生まれ出た私達は、天上界での神様との約

束を忘れ、周囲の環境、教育、思想、習慣、そして五官に翻弄され、あ

るときには人を恨み、憎み、ねたみ、そしり、怒り、愚痴をこぼし、情

欲に溺れ、足ることを知らぬ欲望に翻弄され、数多くの罪を犯して参り

ました。 

 神様、私達の罪をお許しください。今私達の父（または○○）である、

○○○○年○月○○日生まれの○○○○という者が、この世の修行を終

えて実在界に帰ろうとしております。 

 いまこの者は、神様のみ心を心として十分に心を尽くして反省し、素

直な心に立ち返ろうとしているものでございます。何卒何卒この者の永

年間に亘る愚かな愚かな過ちをお許しください。何卒何卒この者の犯し

た罪をお許しください。何卒何卒、光明の世界へとお救いください。お

願い致します。 

 大宇宙大神霊・仏よ。この魂に光をお与えください。安らぎをお与え

ください。実在界の諸如来諸菩薩・光の天使よ。この魂に光をお与えく

ださい。安らぎをお与えください。実在界の諸天善神よ。この魂をお救

いください。一切の魔よりお守りください。守護・指導霊よ、この霊が

一日も早く光明の世界に帰ることが出来ますようお導きください＆お

救いください。 

 （最後に再び、『心行・祈願文』を唱えてください） 
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 後、反省道場において二八日間の反省修行があります。よって合わせ

てこの世を清算するための四九日の修行の機会が与えられているので

あります。この慈悲の時を経て、それぞれ天国と地獄とに別れていくの

であります。 
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【四国地方の心在る方々に】2007-10 月 

 

 一九九九年多数の心在る方々のご厚情を頂き、同年三月から七月まで

三回にわたり高知地区学修会に出させて頂き誠に有り難うございまし

た。心より厚く御礼申し上げます。 

 同年七月二五日、当会世話人約一○名が土佐山田町にお伺いし、高知

学修会のお世話人の方々と今後の学修会について協議させて頂きまし

たところ、お世話人の方から「丸山は八正道の『正しく語る』ことをし

ていない。人を傷つけ悲しませることをしているがそれは愛ではない。

これでは師ではない」等とお叱りを頂き、最後の結論として大方の方か

ら「来るなら来ても良い」と、心から来て欲しいとは言われなかったの

で、同年八月八日開催予定の学修会を急遽中止することにいたしました。 

 一部の方には、折角法を求めて毎回ご参加くださり、『ひかり』誌も

ご購読くださったにもかかわらず、長く続かなかったことは、偏にこの

私自身に愛が足りなかったことによるものと深くお詫び申し上げます。 

 私は今日まで約三二年間、御地を始め各地において、法について自分

自身の体験をお話し申し上げて来ましたことは「法とは何か、法と思想

との違いとは何か、愛とは何か、正しいとは何か、調和とは何か、今一

番大切なことは形ではなく、法のもと、この今という一瞬を生かして頂

く、次の一瞬には、この世を去ることになるかも知れない大切なこの一

瞬を、何はさておいても真剣に法を聞き、法を学び、法を実践し、愛豊

かな魂となるように精進努力すべきである、常に正しい目的を持って生

きているか」等でありました。 

 皆様には、偉大な主・高橋信次先生のご著書『心の発見』と『人間釈

迦』を拝読して頂き、さらには『ほくりく』誌と『ひかり』誌の創刊号

からを是非ともお読みくださいますようお願いいたします。 

 

 まず、「己自身を生かすも殺すも、他人ではなく、己自身である」こ

とを知ってください。皆様の心は、常に神仏に直結しており、そこから

毎日心にエネルギーを頂き、生かして頂いているのです。神仏につなが

っている良心に正直に、勇気を出して思ったことを堂々と実践して行く

ことが大切であります。 

 「己を生かす」には、勇気を持って神仏から見られても恥ずかしくな

い、思い、行いを実践することにより、心に安らぎと悦びが頂けるので

す。救われて行くのです。神仏を裏切るような思いや行いをしないでく

ださい。神仏を裏切り、神仏を冒涜しないでください。法を曲げて理解
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しないで欲しいのです。それは恐ろしいことです。男気を持って永遠に

救われる光の道へと歩き出してください。 

 四国の地を神仏の光に満たされるように伝道してください。再び大自

然と調和された四国になるにはどうしたら良いか、心在る方々で考えて

見てください。それには、偉大な主・高橋信次先生がお悟りになられて

お説きくださいました正法を、正しく学修実践するしか道はないのです。

思想では救われないのです。思想とは、人の考えであり、話すことが常

にくるくる変わるものです。 

 偉大な主・高橋信次先生には 

 『「正見」とは、まず事象の一切の原因は人の想念（心・意）にあっ

て、現れの世界は結果であることをまず理解する。既成概念を白紙に戻

し、事物の真実を知るようにする。正見の反対は邪見であり、邪見は邪

心によって生ずるので、まず心のわだかまりを除き、常に善意な第三者

の立場でモノを見ることが正見の秘訣である。 

 「正思」とは、思うことは物の始まり、あらゆる現象は思うことから

始まるので、他を生かす愛の思いが正思の根底である。正思は八正道の

中でも特に重要である。 

 「正語」とは、思うことは言葉となる。愛の思いは愛の言葉となる。

正語とは愛の言葉であり、心に愛があれば、言葉以前の言葉が伝わり、

相手に正しく伝わるものである』 

 

 正しく語るとは、如何なる人に対しても、希望と勇気と悦びを捧げる

言葉をいう、とお教えくださっています。 

 かつて私は、イエス様から、愛について次のようにお導き頂きました。 

 「貴力は、イスラエルの時の生命です。この道は只の道ではないので

す。 

 己に打ち克つ強い心を持って行きなさい。さまざまなものが競い、挑

戦して来るでしょう。しかし、愛の光は総てに打ち克つのです。自信を

持ってください。 

 貴方様を祝福します。 

 一、人には常に愛の心を忘れてはいけない。 

 一、人を裁く心を持ってはいけない。 

 一、人には平等にせよ。 

 一、人の上に自分を置いてはいけない。 

 一、人の足を洗う心を持って行け。 

 総てのものに、あまねく照らしている太陽のように生きなさい。 
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 貴方が法を伝えて行く中で 

 谷を埋めなければならない時は、谷も埋めましょう。 

 海に舟を浮かべなければならない時は、舟もつくりましょう。 

 山を崩さねばならない時は、山も崩しましょう。 

 私達はあらゆる協力をして貴方を守って行きます。不安な心を持たな

いでください」 

 

 つぎに、八正道を要約したお言葉に「己を生かし、他を生かす」とお

教え頂いていますが、その「己を生かす」とは、まず自分が相手に対し

て思った思いを、その儘言葉にして出す前に、その思いの中身を、一寸

点検（止観という）し、その思いが法による正しいものでなかった時は、

直ちに正しい思いに修正して、正しい言葉、愛の言葉として話すことで

あります。 

 神仏には常に、貴方様ご自身が正しく生きるように導かれ、貴方様ご

自身と同じ心の神の子を何時も目の前にお与え下さり、常に他人の姿を

通して、只今現在の自分自身の思い、行いが分かるようにと、お導き下

さっているのです。 

 他人の言行が醜いものであれば、只今の自分自身にも法から外れた醜

い言行があることをお教え下さっているのです。 

 また、自分自身にはない、愛豊かな心在る他人の姿は、貴方も、今目

の前におられる方のように、愛の心を育てて行きなさい、とお導きくだ

さっているのです。 

 正しいとは、その字の構成の如く、一書いて止まれ、であります。即

ち、一寸止まって己自身が只今心に思っていること、行っていることを、

法により点検（止観）して修正することをお教え頂いています。 

 自分自身の心で思っていることを、常に法により点検して正すことが

大切であります。その精進努力が、自ずと他人の心をも正すこととなる

のです。 

 肉親であろうと、他人であろうと、相手の心の中に手を入れてかき回

すこと、即ち、あれこれ思ったことをその儘口に出して言うことではな

いのです。 

 自分自身の調和した姿を、周りの方に供養することなのです。 

 それには常に、自分自身を自分の目の高さの位置に置き、相手の言行

を眺め、自分はどうかな、自分にもあのような欠点がある、これでは何

も言えない、他の姿は己の姿なりと、相手の姿を自分の心に生かすこと

が大切です。 
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 常に、自分自身を自分の目の高さに置いていない人は、直接相手の姿

を見ますから、見たこと思ったことを修正しないで、相手が傷つくこと

も平気で、あれこれ言う、つまり裁くこととなり、結果として、相手は

勿論のこと、自分自身も傷つき倒れることになります。特に心臓が悪く

なります。その思い、行いが神仏のみ心から外れているからです。 

 そこに愛がないから結果として、己自身も苦しみ、また相手も苦しむ

ことになり、やがて恨まれるようになり不調和な人間関係となります。

これは法に生きる者の姿ではありません。 

 一九九九年の一月始め頃まで、私の思いは一日も早く関東、束北、北

海道地方に行き、それぞれ学修会を開き、残された命の灯が消えないう

ちにアメリカのハーバード大学医学部に行き、偉大な主・高橋信次先生

からお教え頂いた、意識について学んだことと臓器移殖について、これ

まで体験してきたことについてお話しさせて頂き、続いて国連に行き、

太陽のもと人間はみな平等であるように、神のもと、すべてが平等であ

り、兄弟である神の子同士が戦争により殺し合いをしてはならない、争

いのない、飢えのない、病苦のない平和な調和された地球に戻す道は唯

一、偉大な主・高橋信次先生の法（御教え）を地球全域に広め、学修実

践することである、とお話し申し上げねばならないと思って来ました。 

 ところがある日私の心に畏れ多くも、偉大な主・高橋信次先生より「直

ちに高知に行きなさい。そこには法から外れ、道に迷っている魂が大勢

いる。田に植えた苗を一本一本起こすように、一人一人を抱き起こし光

の道へと導くように」とのお導きを頂き、そのご下命のもと私は高知に

行かせて頂きました。 

 偉大な主・高橋信次先生には、正にその前途を、御祝福くださるよう

に、天空には大光輪が輝き、瀬戸大橋から見る海上は、金色に輝き、沈

み行く光り輝く夕日は、私達に語りかけるようにずうっと光を投げかけ

てくださいました。偉大な偉大な主の尊い大慈悲が心に染み入るように

伝わり、涙が溢れました。三回が三回ともそこを往復するたびに、この

ような人智では到底不可能な現証を次々お与え頂き、あの厳しい道程を

往復させて頂く私達に、常に『我ここに在り』と天上よりお見守りお導

きくださっているように思わせて頂き、全員、感涙にむせび乍ら、『心

行・祈願文』をお捧げ申し上げました。 

 四国地方に住む迷える衆生に法をお伝えするため、何処の学修会より

も長時間にわたって学修出来ないか。昼食時間も何とか学習の時間に当

てることができないか等話しながら、我が命を捧げての高知行きであり

ました。 
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 それは、偉大な主・高橋信次先生より頂きましたご下命であることが

一番の理由ですが、それ以外にも、私には高知に対する深い思いがあり

ました。私が四国に行くことになる四年前の一九九五年に、遠くアメリ

カの地から、レイモンド・ヨシテル・大谷先生（過去世は高知にお生ま

れになられ、明治維新の勤皇の志士としてご活躍された坂本龍馬様であ

られた方。また、インド時代は、お釈迦様の十大弟子のお一人、マハー・

モンガラナー様）には、毎年六月二五日、『偉大な主・高橋信次先生に

捧げる感謝と誓いの会』が開催されるごとに、遥々金沢の地に何回もご

来訪くださり、カメラにおさまって頂いたことが、今なお懐かしく思い

出されます。 

 さらに、偉大な主・高橋信次先生から、ニューョークにおられる大谷

先生にお会いになられるために、度々意識で太平洋の波しぶきを受け乍

ら往復されたことをお伺いいたしました。後に、偉大な主・高橋信次先

生より大谷先生にご郵送されたお手紙の一節が、感涙とともに私の心に

今も思い出されてまいります。（『ひかり』誌一九九八年四月号九二頁

をご参照ください） 

 『懐かしき友よ、勇気と智慧と努力に依って実践せられよ 

 光明は近し 光明は近し 

 苦悩はやがて、やすらぎの境地に達しよう。自己の完成、家庭の調和、

親子の対話。 

 友よ、一歩一歩、あせることなく、生きて行こう。 

 そして、核をつくり、法灯を人々の心の中に灯して行こう。（伝道の

意） 

 法灯は種族を超越し、国境もなく、人々の心に調和をつくり出して行

くでしょう。 

 やがて、人類は、物質文明の奴隷から自らを解放し、人生の目的と使

命を悟って行くでしょう。 

 友よ、私達はその日のために、いしずえとなろう。人類を救済するた

めに。 

 一切の地位も名誉も、欲望も捨てて、人々のために生きて行こう。 

 それ以外に人類は救済出来ないからだ。 

 イエスの愛に生きよう。 

 ブッダの慈悲に生きよう。 

 道は只々一つ、法に帰依しましょう』 

 

 一日も早く、心在る方々により、四国の地に再び法灯が灯される日が
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来ますことを、心よりお祈り申し上げます。 

                  （平成一九年九月一四日） 
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【2008 年分】 

 

【『第三三回 偉大な主・高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの会』にお

けるごあいさつ（要旨）】2008-8 月 

 

 皆様、本日はようこそお集まり下さいまして、有り難うございます。

大変高いところからご無礼いたします。 

 先程から、偉大な主・高橋信次先生の尊いお話が幾つもありましたが、

私が先生とお別れをしましたのは、正法に触れて約一年と四力月ぐらい

でしたが、その間、中国にもお供をさせて頂きました。それは空を飛ん

でいきましたから、一銭も要りませんでした。 

 その頃、正法は、日本列島の中で北陸が一番遅くお導き願いたようで

した。大阪とか九州はすでに出来ておりまして、初めて北陸支部という

称号をお与え頂いたのですが、偉大な主・高橋信次先生には、私に対し

て、最後に、「誰の真似もしてはいけない。貴方は自分の思う通りにや

って行きなさい。それでいいから」とお導きくださいました。 

 偉大な主・高橋信次先生が申された通り、私の周辺では、誰も私の妨

害をする人はいませんでしたし、「貴方は、高橋先生のお話とは違うね」

等と言う人もいませんでした。そのような有り難く勿体ない環境をお与

えくださったのでした。かと言って決して私が偉いとか、そういう事で

はございません。それぞれ役割があるのではないかと思っております。 

 先生から『法』についてお教え頂きまして、短い一年足らずの間に、

研修会を始め、金沢にもご講演にお出でくださるなど、あるいは種々お

導きくださるため、勿体なくも常にお呼びくださり、いつも身近でお導

きを拝聴することが出来ました。その中で、常に、「法がある、法がな

い」について「あそこに法がないんだよ。ここには法が在るんだよ」等

とお導き下さいました。 

 私は、「法が在るとは、そして法がないとはどんな事だろう」と疑問

に思い、ご著書の『心の発見』『人間・釈迦』を、長年夜も寝ないよう

にして拝読してまいりました。人の前に出るには「さあ、それは自分に

は分かりません。本を読んでください」等と申し上げるわけにはいきま

せん。先生に「後を頼むよ」とご下命頂いた以上、自分自身は先生のよ

うな、そういう立派な存在にはなれませんけれども、自分の頂いた魂の

次元で最大限の努力をしなければならないということで、夜も寝ないで、

昼は二つの会社を見ながらやってまいりました。その時分はまだ会員の

方が少ない頃でしたが、私の家の二階に会場を作り、そこで四～五○人
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集まって勉強会を開きました。 

 「法が在る、法がない」ということを何度も申し上げますが、初めは

それが分からなくて、会社でも、万年筆を自分の前へ出して「ある」後

ろへ隠してみて「ない」と、夜も昼もこんな事をやっていましたから、

家内からは「あなた気が狂ったんじゃないの」等と言われながら何年も

やって来ました。でもそんな事をしていても何一つ法は解りませんでし

た。 

 ある時、東京に住んでおられた私の親しい法友の方が、私がそういう

事でもがいているということが、どうして分かられたか知りませんけれ

ど、偉大な主・高橋信次先生の大事なテープを三～四本、速達で送って

くださいました。私は、その夜から毎日拝聴いたしました。それは、中

野の観音寺のお坊さんの所で、偉大な主・高橋信次先生がご講演された

ときのテープでした。 

 その中で、「広島に原爆が落ちたけれど、金沢には原爆は落とされな

かった、金沢は守られていた」というお話をされていました。私の親友

は、先生の申される事と、私の心というものの食い違いというか、私が

何故苦しんでいるかということを、少しでも分かるように、つまり、「貴

方は非常に違う立場を与えられているのだ、天から守られているのだ」

ということを早く悟りなさいと言ってくださったのではないかと、その

時気付きました。それから勇気が出ました。でも毎日毎日、「法が在る、

法がない」ということを追究しておりましたが、人様の前で、正法につ

いて話すことは出来ませんでした。自分の心に落としていないのですか

ら。 

 でも、「守られるべきところは守られている」ということを考えてみ

ましたら、私が軍隊にいた頃、やがて沖縄に行き、爆弾を担いでアメリ

カ軍の戦車の下に入る訓練をずっとしていましたが、急に転属を受けて、

内地に留まるように言われました。他の方々はみんな中国に行かれ、私

一人が残ったのです。終戦の前の年の、暮れの雪の降る日でした。 

 そういう事をじっと振り返ってみました時に、偉大な主・高橋信次先

生には、「貴方の思う通りにやりなさい。後は頼んだよ」と申されたこ

とも、私は当時はその他大勢の中の一人のつもりでいましたが、そうで

はなかったのだと思いました。 

 その後、いろいろな人のお話を聞いていた時に、「ああこれか、法が

ないというのは」と思いました。偉大な主・高橋信次先生の御教えの通

りの、正法の話をされていないのです。新興宗教や、いろいろな所を遍

歴してこられた経験も交えた正法の話をされていました。そのとき、「あ
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あ、こういうことか」と、それまで何年かかりましたでしょうか、よう

やく心に落ちたのです。 

 それから如何なる人から質問を受けようが、私は答えられるようにな

りました。これも私の力ではありません。偉大な偉大な主・高橋信次先

生のお導きだと思います。それ以外にあるはずがありません。偉大な

主・高橋信次先生というお方は、自由自在です。人の心を見るのも自由

自在です。 

 要は、法か在るか法がないか。自分自身が法を心の中に活かしている

か。法の下に生きているか、精進努力をしているかということが皆さん

に問われていることなのです。ご著書『心の発見』『人間釈迦』をいく

ら拝読しても、それだけでは分かりません。万年筆をいくら後へやって

前に出してみたって、ある、ない、これしか分かりません。それでは自

分の心に落とすにはどうしたらいいか。そのためには、自分自身の心と

向き合わなければいけません。自分自身の心の、愚かな事を断ち切らな

ければいけません。 

 私は、私の次元なりにそういう事を自分でつかむことが出来ました。

それからどんな方から質問されようが、偉大な主・高橋信次先生のお説

きになられた正法については、私はお答えすることが出来ます。そして

即、その人が法が分かっている人か、これまでにどんな宗教をやってこ

られた人かも分かります。 

 世の中には「高橋先生の教え」ということを言う人は沢山おられます。

しかし本当に正法がそこに在るか、その人が正法の実践をされているか

ということを、私も含めて見て頂きたいと思います。そして本当に法の

ある、光に満ちた人のお教えをいただかれることが一番大事だと思いま

す。 

 ですからこの会へ毎月毎回ご出席されるにしても、本当に法があるか

なということを皆様が見られることによって、自分自身を確かめられま

す。皆さまは毎朝鏡を見られますが、その時に、ご自分の体から後光が

出ているかどうかを見ることが出来なかったら、皆さまはまだ正法をご

存じではありません。人のことを本当かなあ、と見る資格はないと思い

ます。まず、自分自身を皆さまはしっかりと見て頂きたいと思います。 

 しかし今日お集まりの大方の方は、ほとんど光が出ておられます。た

だし、その方の精進の度合いによって光の大きさが小さかったり、大き

かったりします。偉大な主・高橋信次先生には、その偉大な後光は、こ

の会場の屋根を破ってはるか天まで届くように出ておられます。 

 （ステージに飾られている、偉大な主・高橋信次先生のお写真の前に
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行かれて） 

 ここにこういうお写真があります。これは、偉大な主・高橋信次先生

が金沢で、初めてご講演をされた時のお写真です。ここに光の大天使が

三人おられます。こういう風に。しかも、しょっちゅう動いておられま

す。それが見える方がおられたら、その方は合格です。このお写真は、

私の家の居間に大事に掲げてあります。 

 この事を最後に、私の話を終わらせて頂きます。取り止めのない話を

いたしましたけれど、何かお役に立てればと思います。どうか今後とも、

一人でも多くの人に伝道をしてください。それが皆様があの世に還る、

偉大な主・高橋信次先生の下へ還られる唯一の道です。 

以上で終わります。 
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【誤りのない正法の実践を】2008-11 月 

 

 偉大な主・高橘信次先生には、表題について次のようにお導きくださ

っています。 

 『誤りのない正法を実践することにより、私達の心が調和されれば、

体から出ている後光、すなわちオーラーが金色のように覆う。家庭がそ

うなればそこに金色のオーラーが現れ、人類の心の調和は地球全体がそ

うした金色の光に覆われ、平和な安らぎのユートピアを作る使命目的を

私達は神より与えられているのである。 

 しかし逆に、心が不調和な場合は、暗いオーラーに覆われている場所

に天変地変が生じる。 

 神仏を冒涜している指導者には、心の平和、安らぎは与えられないの

が実在界の掟である、ということを悟るべきである。 

 神理は、人間が変えることはできないのだ』 

 

 毎月各地で開催されている『高橋信次先生の法を学ぶ会』では、会員

の殆どの方には後光が見られます。その後光も、それぞれその人のご精

進により、その光の美しさと光の強さや大きさに違いがあるのを拝見い

たします。さらに、一段と心が調和された人の周囲には、黄金色の光の

粒子が降りそそいでいるのが拝見されます。それも、やはりその人ご自

身の不断のご精進とご努力に相応した光の粒子が、ちょうど雨のように

降りそそいでいます。その粒の大きさと降りそそぐその量がそれぞれ異

なっています。座っておられる机の上も床も、すべてが金色の光に満た

されています。 

 学修会が進むに従い、参加者の心が感激感動されるにつれて、益々そ

の会場全体が光に満たされるようになり、皆様のお顔が一段と輝き、ま

さに天上界そのもののような光景が見られるようになるのです。 

 厳しいお顔の方も次第に優しい菩薩様のようなお顔に変わってゆか

れる様を拝見し、自然に私は心の中で、 

 『大宇宙大神霊・仏よ、お蔭様でこのような偉大な現象をお与え頂き

誠に有り難うございます。有り難うございます。心から感謝申し上げま

す』と、感謝申し上げています。 

 

 『光について』は、ご著書『心の発見・神理篇』の中で次のようにお

導きくださっています。 

 『光とは私達の心が調和されることによって、体から発する後光（オ
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ーラー）のことである。肉眼で見ることの出来る人もいるし、心眼で見

ることが可能の人もいる。つまり、仏像やイエス様に射している、あの

後光である。 

 この光は、その人の心の調和度によって段階がある。神理を悟って、

正しい心で生活している人は、心に安らぎがあるから調和され、その肉

体は金色の光で覆われている。心に安らぎがなく、常に人を恨み、ある

いは妬み、怒りの心を持って生活しているような人は、薄暗い光に覆わ

れている。紫色のオーラーは、金色の光に次いで調和された心の状態を

示す。桃色のオーラー、灰色のオーラー、白色のオーラーというように、

心の調和度によって光の色にも段階が生じてくる。 

 黒い想念に包まれている人々は、不調和な世界の霊に支配されやすい

のである。その光は、粒子となって人間の体に入って行く。不調和な霊

に憑依されていても、光によってそれは離れて去る。そうした力も、光

を与える人の想念が調和されていれば、相手の人をより強い光によって

覆うことが出来る』 

 

 また、『心の発見・科学篇』の中で、 

 『私達の肉体に吸収されている光と、細胞より造り出されているもう

一つの反宇宙的身体こそ、光子体というのである。 

 光子体は、私達の肉体と一体になっており、良く仏像や光の天使にあ

る後光と同様に、肉体の影のように見える。肉体を支配している意識の

調和度によってこの光子体の色が異なっている。金色から紫色、桃色、

青色、薄鼠色、黒色などと、その人の意識の調和度によって、多くの段

階があり、色の変化はまたそれと光子体の光子量が比例している。 

 この光子体は肉体を去るときに分離される。私達のあの世での生活の

乗り船である。非物質的なエネルギーの集中によって構成されている光

子体は、潜在意識を包含している無限大な智慧の宝庫である。そこには

私達の輪廻転生の一切も記憶装置の中に記録されている。それは私達の

肉体と連結されており、丁度空気を入れた風船玉を一○％と九○％に区

分し、正しい目的に対して努力することにより、一○％の区分に九○％

の区分の空気が入りこむように、表面意識に潜在意識の宝庫が開かれる。

このときは、必ず指導霊や守護霊が協力して区分のひもをゆるめてくれ

るのである。しかし不調和な心を持っている人々には、自分の心に抵抗

が出来、潜在意識にまで影響を自ら与え、苦悩の原因を作ってしまうと

いう結果になる。 

 こうして非物質ともいうべきエネルギーの集中されたものが意識と
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いうものであり、万生万物の根元になる。そしてこのエネルギーの支配

者こそが、神仏なのである。この地球も万物の霊長である人類の修行場

であり、そうした意識、心の調和度によって、地球自体の霊域が調和さ

れ、仏国土ユートピアが建設されて行く、ということなのだ』 

 

 さらに、『光の量』については『心の発見・神理篇』の中で、 

 『妻は今生では、特別に社寺へ行くこともなく、仏教はおろか神仏に

ついては学んだこともなかったのである。このとき妻の肉体は小さく見

え、もう一人の光り輝いている体は、驚くほど大きく見えた。丁度、真

珠が貝の中にポツリ置かれてあるような感じである。このように、守護

霊が支配しているときの私達の体は、小さく前に出、後ろに雲つくよう

な「もう一人の自分」がいるのである。肉体と、光子体ともいうべきも

う一人の自分は、常に一体となっているのが特徴である。 

 こうしたときの光子量は、その人の心が神理に到達して生活している

か、いないかによって光の明るさが異なっている。そして、その人の心

の調和度、神理に適応した想念行為に比例して、光の量が多いことを発

見した。 

 この世を去るときの、魂の乗り舟が、もう一人の光子体である。守護

霊は光子体のそばにいる場合が多い。そして意識を支配して、私達の脳

内に信号を送り、声帯を通して語っている。私達の多くは、自分の想念

行為が調和されている場合に、相手の「もう一人の自分」の姿を見るこ

とが出来る。もちろん、憑依霊もはっきり見える。ほとんどの人々は、

その中の不調和なものが憑依されているところが病気になっている、と

いうことも発見した。 

 動物霊、浮遊霊、地縛霊、魔王がほとんどで、その人の暗い光子体に

ついている。このような人々の後光は暗く、心が調和されていないこと

をはっきりと物語っている。 

 ノイローゼの九九％は、頭の回りに憑依霊がついている。彼らに意識

を支配されているために、自分自身を失ってしまう。このように、私達

が見ることが出来るのも、神理に適った心を持って生活しているためで

ある。潜在意識の九○％と表面意識の一○％が調和され、意識の中間に

ある想念フィルムに不調和がないから、心の眼が開けているということ

である。 

 心の調和ということは、望遠鏡のレンズの焦点を合わせることに似て

いる。潜在意識と表面意識の調和も、神理というルールに従った生活の

行為と想念の調和によって定まる。そのときに守護霊や指導霊が教えて
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くれる場合と、自分自身の意識が光子体を支配してどんな遠距離でも見

える場合、とがある。私達の現世の肉体と光子体は、霊子線ともいわれ

るような線によって結ばれているのである。この霊子線が切れると、肉

体との決別になる。すなわち肉体の滅亡である』 

 

 このような学びを頂くことにより、初めて私達のいるこの環境は常に

神仏の光に満たされた環境であり、また周りにおられる人間は、すべて

が神の子であり、それぞれが偉大な神の光に満たされた天使であり、そ

れぞれに偉大な守護霊や指導霊が付いておられ、この私達を見ておられ

ることを思うとき、怒り、愚痴、妬み、そしり、悪口、情欲、ウソ等を

言うことは大変恐ろしいことに気付きます。 

 かつて私は伝道の旅行中、四国のある町で宿泊させて頂いたことがあ

りました。 

 事前にお聞きしていたお話では、当日は満員のため、かつて偉大な

主・高橋信次先生が、この町においてご講演をされた時ご宿泊されたお

部屋しか空いていないのでそのお部屋を用意したとのことでしたが、私

は内心大変畏れ多いことになり困ったなとは思っていましたが、学修会

が終わってそのお部屋のドアを開けたとたん、光の雨が部屋一杯に降り

注いでいる光景が目に飛び込み、このようなことは生まれて初めてのこ

となので大変驚き飛び下がり、ただただ畏れ多く、勿体なくて入る事が

出来ない儘、お部屋の入口で暫くの間茫然として眺めていました。 

 その光の粒子が降り注ぐ様は、丁度、偉大な主・高橋信次先生のお写

真に、どこかの運動会場で子供さんにバナナをお配りされている先生の

お体と、その周りの人達に光の粒子が降りそそいでいるのを拝見いたし

ましたが、そのお写真そっくりの現象だったのです。 

 そのお部屋は、かつて偉大な主・高橋信次先生が御宿泊されたとのこ

とですが、それには、大変大変お粗末なお部屋で、一人の人間が休むの

に精一杯の狭いお部屋で、控えの間もなく、驚いたことには洗面する所

やトイレも付いていないお部屋なので、これまた大変驚いてしまいまし

た。 

 お顔を洗面された時のことやお手洗いをお使いになられた時のこと

等を想像し、大変大変申しわけのない恐れ多いことに大変恐縮してしま

い、勿体なさにおののきながら、既に敷いてあったお布団を片隅に寄せ

るようにしたうえ、『心行・祈願文』を拝読させて頂き、お許しをお願

い申し上げたうえ、体を小さくして休ませて頂いたけれどなかなか寝つ

かれない儘ウトウトしていると、夜半に何か気配を感じ目を開けると、
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床の間を背に大きな光の方が立って私を見下ろされておられるの気付

き、飛び起きて今日ここに出させて頂きました御計らいと御導きに対し

て心からの感謝を申し上げました。 

 この年の始めに、 

 『かの地に迷える衆生が多数いる。間違った思想を正法と信じて次々

あの世に還っている。一時も早く行き、倒れた稲の苗を一本一本起こす

ように、一人一人抱き起こし光の道へと導くように』との御下命を拝し、

それから間もなくこの地の心在る方と連絡が取れるようになり、二カ月

余りの間にとんとん拍子で事が運び、その偉大なるお計らいとお導きに

私を始め関係者一同が大変大感動、感激し一段と心を調和したうえ、溢

れんばかりの悦びと勇気を心に秘めながら未だ見ぬ地、高知へと出かけ

たのでした。 

 初めて渡る瀬戸の海はなぎ、折から西に傾く落日の光は、この世のも

のとは思えない神々しさにただ畏れと胸に込み上げる感激とが入り混

ざり、同行の方々全員溢れる涙を拭おうともされない儘、海上に輝く金

波銀波に見惚れ、このまま天上の実在界に誘われて行くような大慈悲を

拝受させて頂きました。このような光景は、往復させて頂いた計六回と

も二度と再び拝見させて頂くことがないであろう光栄に浴することが

出来たのでした。その時誰言うとはなしに全員が期せずして、あまりに

も畏れ多い勿体なさに『心行・祈願文』を唱えさせて頂いたのでした。 

 今振り返って見るとき、偏に私自身の愚かで未熟なため、ご下命の通

り一人一人の方々を抱き起こすことが出来ず儘、天より幕が下ろされる

結果となり、今もなお日々暗涙に咽びながら偉大な主に対して、その不

明を心からお詫びをさせて頂いている次第でございます。 

 

 かつて偉大な主・高橋信次先生には、私たちに対して、現代仏教の誤

りについて、かつてお釈迦様にはお悟りになられて説かれた仏教は、既

に今日では、お悟りになられて説かれたお釈迦様を崇敬するのではなく

後の僧侶を尊敬し、しかもお釈迦様が説かれた御教えをお経として毎日

偶像に向かって読み上げているだけで、その教えられていることを一つ

も実行することなく、お経を毎朝あげることを修行と勘違いしているこ

とに一つも疑問を持つことなく過ごしていることをお嘆きになられま

した。 

 ところが、今生この日本の地にご計画の通り、偉大な主には、高橋信

次先生という御名のもと、肉体を持たれてお出ましになられ、難行苦行

の末偉大なお悟りを開かれ、我々迷える多数の衆生に対して昼夜の別な
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くすべてをお捨てになられて道をお説きくださいました。 

 その説かれた法が、何時の間にかその弟子たちの思想に変えられ、偉

大な主・高橋信次先生よりもその弟子たちを崇敬するようになってしま

いました。そして日を重ねるごとに、我こそはとばかりに人を集め、雨

後の竹の子のように数多くの思想による正法が出来上がってしまいま

した。 

 その間違って行った速度は、俺か二○数年という短時日のうちに曲げ

られ変えられてしまいました。そのためそれらの地域は、天変地異の現

象に見舞われるようになりました。しかも、偉大な主・高橋信次先生よ

りもその弟子たちを崇敬するあまり、それぞれの信者相互がこちらこそ

本家であるといったような反目といいますか、裁き合うようなまさに現

代の仏教やキリスト教のようになってしまいました。 

 それらの人達の大方は、法が在る、ないの判断は法を心に落としてい

る中心の人がいないため、どうしても過去世や現代の地位や名誉等によ

る、言わば『人を中心とした正法という思想屋』になり下がってしまい、

それにも気付かないで右往左往している様は、哀れというほかはありま

せん。誠に誠に悲しいことであり、また大変恐ろしいことであります。 

 偉大な主・高橋信次先生には、今生肉体を持たれてこの日本にお出ま

しになられた真意は、間違った仏教やキリスト教を始め、あらゆる間違

った宗教を正すためであることをお教え頂いておりますが、このように

短い年月でこのようになってしまったことは、私たち弟子たちの大きな

過ちによるものと思うとき、何とお詫び申し上げて良いかそのすべを知

りません。 

 もしこの稿をお読みくださいました中に、会員以外の方で一つのグル

ープの責任者の方がおられましたら、是非とも、あらためてご著書『人

間釈迦第二部七七頁の三宝の意義』をお読みくださり、その中心という

か、責任者という地位、名誉にとらわれていることにお気付きになられ、

善我なる心、即ち良心に対して問いかけてくださり、自分たちがいま行

っている法の学修が果たして法に適った正しいものかどうか、法から外

れた、人を中心としたものではないか、またその中に参加しておられる

方は、その中心的存在の方は、かつて偉大な主・高橋信次先生からご下

命頂かれた方かどうか、さらにご下命頂いた方であるならば、当会『ひ

かり』誌に掲栽されているような『文証（慈悲）、理証（愛）、現証（悪

霊の浄霊難病の癒し、大自然を通した祝福の現証など）』等の三証を、

偉大なる主・高橋信次先生より常に頂いておられるか、（参照・心の発

見・現証篇一五六頁、科学篇一七二頁、人間釈迦第一部二○五頁）どう
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かについて、真剣に仲間と裸になられて討論し判断して頂きたいと思い

ます。 

 これ以上の罪を重ねることのないよう、勇気を出されて周りの人達を

正しい法の学修会へとお導きくださいますよう伏してお願い申し上げ

ます。 

 どうしたら、どのように生きたら、偉大なる大宇宙大神霊・仏様には、

お悦びになられるだろうか、それとも悲しまれるだろうか、心を澄まし

て良心に問いかけ、問いかけて生きて頂きたいと思います。 

 

 大宇宙大神霊・仏に対して、 

 

    愚かな愚かな我らの罪をお許しください、迷える衆生をお導 

    きください。 

    私たちは同志相調和し、お導き頂いていますように、今年こ 

    そ一大飛躍の年となるよう海外に向けて大きく前進すること 

    をお誓い申し上げます。 

    何とぞお見守りお導きくださいますようお願い申し上げま 

    す。 
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【法の学修例題】2008-11 月 

 

 当会のある会員の方より、次のようなレポートを頂きました。この方

は、息子様の不登校という悩みを抱えながら、法の学修に精進努力され、

一歩一歩解決の方向へと階段を上がっていらっしゃるところですが、今

後どうしていったら、更に良い方向に迎えるかということについて、皆

様に是非、法に基づいてお考え頂きたいと思います。そして、ご回答を

レポートにして、丸山までお寄せください。 

 

 「あるお母様からのレポート」 

 丸山先生、いつもいつも温かい御指導を沢山頂きまして、心より心よ

り感謝申し上げます。過日の学修会では、長男が元気になったのは、私

の心が原因である事を、教えて頂きました。それから、息子を通して、

母親にならせて頂く修行をさせて頂いている事、また、息子により正法

を深く学ばせて頂いている事等を、沢山御指導頂きました。丸山先生か

ら頂きました御言葉が、心の中に温かく染み込んできて、何度も何度も

心の中で復唱しているうちに、悦び・勇気・希望が溢れ出し、涙が次々

と流れてきました。本当に本当に有り難うございました。 

 先生に御指導頂いた五月の中頃は、息子は元気一杯で、中学校を休む

ことなく登校していました。ところが、六月一○日から突然、学校に行

かなくなり、よくよく話を聞いてみたところ、小学校の六年生の頃から

遭っていた、同級生によるちょっかいのようないじめが原因でした。息

子は現在、お蔭様で一七○cm 五四 kg までに成長しました。小さいか

らではなく、今度は「大きくなりやがって！」と後に並ぶ男子生徒達か

ら、つねられたり叩かれたりするようで、小学校の頃の記憶が蘇り、再

び自分に振りかかってくるという不安や恐怖の心で一杯になったよう

です。 

 「先生に注意されても、一週間は何も無いとしても、ちょっかいは再

び始まるもので、無くなる事はない」と断言するのです。元気一杯の姿

だった息子が、突然の不登校になった事で、私自身が面食らってしまい

ました。しかし、息子のこの不安・恐怖心を抱いてしまう心は、私自身

が生まれてから今日までの思い、行い、特に、私が妊娠していた時の心

の在り方、行い方に原因があるのだと気付かせて頂きました。 

 三歳までに夫婦の円満な愛情を与える事が出来ず、不調和な波動の怒

り・恨み・不平不満・愚痴の心の影響ばかりを与えてきたために、息子

の心に沢山の毒を与えてしまい、愛情で満たされていないために、心に
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跳ね返すパワーが無く、心が萎み小さな心の中で苦しみをつくっている

のだと気付かせて頂きました。この点をこれからしっかり反省させて頂

こうと思っております。 

 それから、中学二年生の二月中旬と、最近、息子が私に訴えてきた事

があります。それは、「お父さんと再婚して！」という言葉でした。現

在、父親が再婚している事を、知っている上での思いであり、それだけ

息子は、父親と母親が揃っている家庭を強く望んでおり、父親のいない

環境が、どれほど寂しく、どれほど悲しく、どれほど苦しいものかを、

心の底から訴えてくれたのだと思います。 

 私は、そんな息子の苦しみを心から分かってあげられず、母親だから

という思いで、上から見てしまい、本当の息子の心を、理解してあげる

事が出来ませんでした。父親がいない寂しさを我慢していたのでしょう。

息子に離婚に至るまでの状況を、ありのままに話しました。そして、正

法に触れたことにより、今、私自身が反省していること、やっと気付か

せて頂いている事等についても、話をしました。 

 これまで父親の愛情が足りない為に、心が満たされず、ゲームや物に

より、欲求を満たそうとするのです。満たされない分、私に対して反抗

的になり、自己主張してくるのですが、ぶつかり合いながらも、お互い

の気持ちを伝え合うようにして、話し合う時間を持つように努力してき

ました。 

 二年間反抗的で、聞く耳を持たなかった息子が、少しずつですが、私

の立場を思い遣ってくれるようになり、優しい子供に変わってきました。

また、私自身も、子供の心を少しずつ理解出来る様になり、愛おしさが

じわーっと湧いてくるのでした。今は、親子一緒に過ごせる時間がとて

も心地良くて、お互いに心穏やかに笑って過ごせることがとてもとても

幸せです。 

 偉大な主・高橋信次先生の御教えに触れさせて頂いた御蔭様で、今日

のような安らぎの日を迎えられ、正法の偉大さ、素晴らしさに改めて感

動し、今、法の中で生活させて頂いている事に感謝、感謝の心で一杯で

す。本当に本当に素晴らしい御教えに触れられて、私は、幸せな人間で

す。 

 現在は、ご著書の三ページを、しっかり拝読させて頂き、『心行・祈

願文』（その日の反省・過去の反省）、『健康祈願文』、『心行三回』

を毎日上げられるように、努力しています。それから、これまでの他力

信仰・思想の反省をさせて頂く為に、ご著書の反省の箇所を抜き出して

いて、他力信仰に帰依した事への反省とお詫びの仕方（『ひかり』誌二
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○○二年八月号五二ページ）に沿って、反省をさせて頂いています。 

 まだ、おおまかな反省になっており、きめ細かい反省に入れないでい

ますが、自分中心だった見方から、自分の立場を離れ、善意なる第三者

の立場に、少しずつ近づいていっているように感じます。八正道という

正しい思い、行いを心で掴めるように、ご著書の拝読をしっかりさせて

頂きながら、自分の心の動きをしっかりと見つめ、ただ実践していくの

みです。 

 息子の現状は、一学期中は、腹痛・頭痛・吐き気で登校出来ずに家庭

で過ごしました。二学期からは、少年センターという、学校に行けない

子ども達が集まり、和太鼓・農園活動・自然体験活動・宿泊体験活動・

福祉体験・職場体験・スポーツ・レクレーション教室等を体験しながら、

学校復帰を目指して取り組んでいる、「ふれあい学級」に、通級してい

ます。通級することで、学校に出席した扱いになるため、高校進学の為

にも、出席日数を確保するために通っています。少年センターに通級す

ることにより、同じ悩み、苦しみを抱えている子ども達がいることを知

り、新たな友達関係を築きながら、今、置かれている環境の中で精一杯

努力し、前向きに明るく過ごしています。 

 私自身が、日々の反省をしっかり行い、自分で作ってきた苦しみの思

い、行いを心からお詫びさせて頂き、少しでも心の曇りを早く取り除き、

光一杯の器作りに、励んでいきます。そして、息子に対して、光一杯に

包まれた温かい愛情を注げるようになり、息子が健全な心と身体になれ

ます様に、これからも精進・努力に頑張っていきます。 
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【2009 年分】 

 

【オバマ様の米大統領選ご当選に寄せて】2009-01 月 

 

 新年明けましておめでとうございます。 

 昨年末の米大統領選において、黒人のオバマ様がご当選されました。

そして今年の一月より、大統領にご就任されます。今年は、神様のご意

志にむけて、世界が大きく動き出す節目の年になるように思います。会

員の皆様におかれましては、さらなるご精進をされますよう、お願いい

たします。 

 さて、皆様ご存知とは思いますが、去る一一月五日（アメリカ時間一

一月四日）に行われましたアメリカの大統領選におきまして、バラッ

ク・オバマ様がご当選され、史上初の、米国黒人大統領が誕生すること

となりました。アメリカ国民はもとより、世界中の人々が注目した大統

領選となりましたが、特に、当会会員の皆様には、大きな関心を持たれ

てテレビ中継を拝見された方が多かったように思いました。そして、特

にオバマ様がご当選されたというお知らせに心が震えられた方々から、

感激のおことばを沢山頂きました。皆様のお声を読ませて頂き、本当に

嬉しく思いました。 

 私がなぜ、今回のアメリカ大統頒選について、これほどまでに注目し、

オバマ様のご当選を悦んでいるかということについては、既にご存知の

ことと思いますが、皆様に今一度ご説明させてきたいと思います。 

 私は、一九七五年（昭和五○年）三月八日に初めて、偉大な主・高橋

信次先生に大阪のご講演会でお目にかからせて頂きましたが、その後、

先生には私をあらゆる研修会にお呼びくださり、ほとんど家に帰る暇も

ないようなスケジュールをこなしておりました。研修会というのは、出

席の申し込みをすれば参加出来るといったものではなく、偉大な主・高

橋信次先生がお選びになられた方のみが出席出来るというものでした。 

 一九七六年の春、私は大阪でありました講師採用の研修会に出席した

後、一度家に立ち寄り、妻が用意してくれていた着替えを持つとその儘

今度は、五月九日より東京の小金井道場において行われる研修会に出席

するため、東京へと向かいました。偉大な主には、畏れ多くも直接私の

ような者に対して、「必ずこの研修会に来なさい」と申されたのですが、

私はこの時、私に何かお話しくださるのだと、畏れ多くも思わせて頂き

ました。それはちょうど葉桜の季節で、小金井道場の周りには、桜の木

が沢山あったのを覚えています。 
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 研修会に集まられた方々は、全員でたったの一○人程しかおられず、

しかもほとんどの方がご入会されたばかりの若い方で、古くから会員で

いらっしゃる方は一人だけ（七○歳代の方）でした。あとは私と、私よ

り一、二歳年下の山形から来られた方でした。私はその時、北陸地方の

代表を拝命しており、研修会に集められている方々は、代表の方が多い

のだろうと思っていましたが、他地区の代表者や講師クラスの方はおら

れず、どうして私をここにお呼びになられたのか、何か場違いな所に来

てしまったような気がいたしました。しかし、それでも私は、偉大な主

には、きっとお越しになられ、お話しくださるものと、心の中で固く信

じていました。 

 五月九日に研修会が始まり、火曜、水曜、木曜と過ぎ、最終日の一三

日の金曜日のお昼頃、道場長をしておられたＨ先生が、「皆さん、あな

た達は幸運ですね。突然午後から、高橋信次先生がこの勉強会にお越し

になられるようです」と言われたのです。私はその時、「やはり、先生

にはお越しくださる」と、大変嬉しくなりました。それは、偉大な主・

高橋信次先生には、あの世にお還りになられる、わずか四○日程前のこ

とでした。 

 その時、偉大な主から頂きましたお導きによれば、イエス様の一二使

徒であられた、大ヤコブ様には、かつて天上界にお還りになられた時、

「次に地上界に出る時には、人種差別の撤廃という使命を持って、黒人

としてアメリカに生まれるように」との、神の命を受けられ、今世アメ

リカに出ておられるとのことでした。私はそのお話を、偉大な主・高橋

信次先生よりお聞きした時、なぜか、「私がこの方をお探ししなくては

ならないのでは」と思いました。 

 私は、その時から、過去世・大ヤコブ様とはどのような方であろうか、

今生何とか再会出来たらと願って、常に著名な黒人指導者に関心を持っ

てまいりました。アメリカ大使館にも種々照会したり、あるいは出版物

等を探したりしたこともありました。偉大な主・高橋信次先生には、ご

講演の中で、「正法は、やがて日本からアメリカに伝わり、アメリカで

爆発的に広まって、それが日本に逆輸入する形で入ってくることになる」

と申されていました。ですから、アメリカの地に早急に正法を伝道する

ためにも、過去世・大ヤコブ様を何としてもお探し申し上げなければな

らないと思い、今日まで約三二年間、種々アメリカ大使館に照会したり、

有名な黒人指導者の方の著書を取り寄せたりして、法友の皆様と共にお

探ししてまいりました。 

 長い間糸口を見出せずにおりましたが、二○○五年に入りましてから、
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大ヤコブ様を一生懸命にお探しくださっていた東京地区のお世話人を

されていた方より、「アメリカの元国務長官であられたコリン・パウエ

ル様こそ、過去世・大ヤコブ様ではなかろうか」ということで、私のも

とに、パウエル様の自伝「マイ・アメリカン・ジャーニー」をお送りく

ださいました。 

 この方は、フロリダの西の西インド諸島のジャマイカからの移民の子

供として、ニューヨークのハーレムに生まれ、苦学して大学に入学され、

続いて軍隊に入り、「人種差別撤廃」について努力されていることが書

かれてありました。正にイエス様の筆頭の光の天使様であられた大ヤコ

ブ様そのものの生き方、考え方をして来られた方です。このコリン・パ

ウエル様こそ、大ヤコブ様の生まれ変わりではないだろうかと、私も感

激と感動で来る日も来る日も眠れないほどでした。 

 そして、二○○五年七月、所用のため、パウエル様ご夫妻様が来日さ

れ、慶応大学の講堂でご講演をされました。当時、東京地区のお世話人

をされていた方が、高い倍率の中での抽選にご当選されてご講演会にご

出席され、私が書かせて頂きました、パウエル様宛のお手紙を、直接お

手渡しされました。 

 その後、二○○七年一二月二二日に、再度パウエル様宛に、お手紙と、

偉大な主・高橋信次先生のご著書「心の発見・神理篇」の英訳等の資料

をお送り申し上げました。そのお手紙には、「過去世・大ヤコブ様が、

神様より『人種差別の撤廃』という偉大なご使命を頂かれ、今生黒人と

してアメリカにお生まれになられているということを、偉大な主・高橋

信次先生からお導き頂きましたこと」、並びに、「私達が三二年間、大

変な思いをしてお探し申し上げてきた結果、過去世・大ヤコブ様には、

貴方様、コリン・パウエル様にちがいないと確信するに至りました」と

いう内容を書かせて頂きました。 

 そして、私の妻は過去世で、大ヤコブ様（パウエル様）とヨハネ様の

母親（聖母マリア様の妹）でありましたことをお伝えし、「妻ともども、

貴方様と是非再会したいと願っております。何卒、一刻も早く日本にお

越しくださいますようお願いいたします」ということ等を、お手紙に書

かせて頂きました。 

 パウエル様宛のお手紙を投函した次の日の一二月二三日の夜中、月に

三重のご光輪が拝見されたということをある法友の方からご連絡を頂

き、初めて金沢でもはっきりとした月のご光輪を拝見させて頂きました。

その夜から殆ど毎夜のように、お月様にご光輸が拝見されるようになり、

正に天のお励ましを頂いているように思わせて頂き、勿体なさに大感激
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いたしました。 

 お手紙は、一二月二八日にパウエル様のご自宅に配達されたという知

らせを郵便局から頂きましたが、一月に入ってすぐ、コリン・パウエル

様には、アメリカの大統領選に立候補された、民主党のバラック・オバ

マ上院議員に対して、「アフリカ系米国人（黒人）が直面すると考えら

れていた古い障害を打破した」と述べられ、党派を超えてエールを送ら

れたのです。ご自分のお立場からすると、相手方の候補者を褒めるとい

うことは、大変勇気のいることだったと思いますが、このことがきっか

けになり、その後オバマ様を支持される方が急速に増えてきたのであり

ます。 

 そして今回、二月五日（アメリカ時間二月四日）の投票日の約二週間

前になって、突如、パウエル様には、今までの沈黙を破られ、オバマ様

に投票すると、テレビのインタビューでご発表されたのでした。 

 パウエル様が尊敬されていました、マケイン様のいらっしゃる共和党

の議員の方々の間で、「オバマ氏はイスラム教徒ではないか」、「オバ

マ氏がイスラム教であれば、テロリストに関係があるかもしれない」と

いう、人種を理由にして相手をけなすような会話が聞かれるようになっ

てきたことに対し、パウエル様には「彼はイスラム教徒ではなくキリス

ト教徒である。しかし真の答えは、オバマ候補がイスラム教徒であれ、

何も悪いことはない。アメリカという国で、（国民が）イスラム教徒で

あることのどこがおかしいのか。そんな考え方をするのはアメリカ国民

の考える方向ではない」と自らのお考えをお話しになられ、「私はオバ

マ氏に投票する」とご発表されたのでした。 

 私はそのインタビューでのご発言を読ませて頂き、パウエル様には、

いよいよ人種差別撤廃という、神様から頂かれたご使命が心から湧きあ

がられたに違いないと思わせて頂き、「いよいよ立ち上がられた」と大

変嬉しく感動いたしました。 

 この記事をお読みになられた会員の皆様も、「パウエル様が、過去世・

大ヤコブ様であることを、この記事を拝読させて頂き、はっきりと確信

しました」というお声を沢山お寄せくださり、皆様が一段と正法を深く

お分かりになってこられたことが、また大変嬉しく、感動感激いたしま

した。 

 パウエル様には、今回のご発表をされるに当たり、ご自分のお立場や

しがらみを捨てる勇気を出され、本当に、素晴らしいご決断をされたと

思います。そしてパウエル様のご英断が、アメリカ国民の心を正しい方

向に導き、今回の世界初の黒人大統領誕生という、今までに考えられな
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いような歴史に残る偉業へとつながったのであります。それをテレビ中

継で目にされた世界中の全ての方の心に、「人種差別の撤廃」こそが、

私達神の子が進まなければならない真の道であることをお示しになら

れたのではないかと思わせて頂き、大感動いたしました。 

 世界が、地球が、神様のご計画通りに動き出した今、私達、偉大な主・

高橋信次先生の法を学ぶ会として、日々の精進をさらに怠ることなく、

一日も早く自己確立をし、偉大な法を一人でも多くの方にお伝えすると

いう、世界の大調和に向けて一人一人が持って出てきた大使命を果たさ

なければならない時が只今目の前に来ているように思います。 

 

 会員各位の平安をお祈り申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1234 

 

【コリン・パウエル様へのお手紙】2009-2 月 

 

 昨年一一月五日（アメリカ時間一一月四日）に行われました、アメリ

カ大統領選において、オバマ様をご支持されることをご表明されました、

元アメリカ国務長官のコリン・パウエル様宛てに、当会会員のオバマ様

ご当選に対するお悦びの声をお届け申し上げたいと思い、次のようなお

手紙を添えてお送り申し上げました。 

 

 

 コリン・パウエル様 

 謹啓 この度のアメリカ大統領選では、パウエル様の応援されました、

民主党のバラック・オバマ様がご当選され、アメリカ史上初の黒人大統

領が誕生することになりましたことを、心よりお祝い申し上げます。 

 また、偉大な貴方様に対し、私ごとき者が、何度もこのようなお手紙

を差し上げますご無礼を何卒お許しくださいますようお願い申し上げ

ます。 

 

 私は、日本国、石川県金沢市に住んでおります丸山弘と申す者でござ

います。一九二三年（大正一三年）生まれで、現在八五歳でございます。 

 以前お出ししましたお手紙にもかせて頂きましたが、一九七五年七月

六日、偉大な主・高橋信次先生と申される、偉大な偉大な聖者から、「私

が説いた正法を地球の隅々まで伝えなさい」とのご下命を直接頂き、「正

法・神理」を学修する「高橋信次先生の法を学ぶ会」を、日本国の石川

県金沢市を拠点とし、日本全国七ヶ所に開設し、さらに正法を地球の

隅々にお伝えするべく、約五○○名の同志と共に、目下日々活動してい

る次第でございます。 

 この度、オバマ様大統領選ご当選のお知らせに、私の主宰する、「高

橋信次先生の法を学ぶ会」の会員約五○○名の皆様が大変悦び、このお

悦びの声を、是非、パウエル様にお伝え申し上げたいと思い、冊子にま

とめて、お送り申し上げた次第でございます。お忙しい時期とは存じま

すが、何卒お読みくださいますよう、謹んでお願い申し上げます。 

 さて、なぜ当会の会員が、オバマ様のご当選に対して、大変悦んでい

るのかと申しますと、それは、オバマ様が大統領になられることが、神

意であるからでございます。なぜそのように申し上げられるかというこ

とについて、ご説明させて頂かなければいけないと思いますが、それに

はまず、私達が学ばせて頂いております、「正法・神理」をお説きくだ
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さいました、偉大な主・高橋信次先生についてご紹介させて頂かなけれ

ばなりません。 

 偉大な主・高橋信次先生には、一九六八年、偉大なお悟りを開かれた

方です。御自らのことは全く顧みられることなく、一九七六年に四八歳

でご昇天される直前まで、全てを人類のために捧げ尽くされた、偉大な

偉大な主、と申される偉大な偉大な光の聖者でいらっしゃいます。また、

多くの特許をお取りになられた、地球上唯一の大科学者でもあられ、コ

ンピュータ機器を製造する会社の経営をされる傍ら、日本国中を回られ、

また、海外は台湾にも行かれ、常に無所得でご講演会を開催され、一秒

一秒の思うこと、行うことをどのように正して生きて行かねばならない

かということについて、子供でも理解出来るように分かり易くお導きく

ださいました。 

 現在地球上では、行為を罰する法律はあっても、思うことについては、

それを規制する法律はありません。しかし、最も大事なことは、「正し

く思うこと」であり、「思うこと」から正さなくては、真に正しい生き

方は出来ないこと。そして、「正しく思う」とは、己の心の中にある、

神仏様に通じる、他人にはウソをつけても自分自身には絶対にウソのつ

けない善なる心に忠実に思うことである。ということをお導きください

ました。 

 偉大な主・高橋信次先生がお説きになられました、偉大な「正法・神

理」とは、宇宙の法則であり、人間が神の子として、真に正しく生きる

ための永遠不変の法則であります。 

 偉大な主・高橋信次先生には、毎夜、寝食を忘れて、天上界からご通

信を頂かれるままに、「正法・神理」をご著書にお著しくださり、多く

の衆生をお導きくださいました。ご著書は、「心の発見 神理篇・科学

篇・現証篇」「人間・釈迦 第一部～第四部」「心の原点」等、約一五

冊ございますが、三○年以上たった今も尚、人間の心の指針として地球

上多くの方に拝読されている、偉大な偉大な聖書でございます。 

 

 偉大な主・高橋信次先生には、一九七六年六月二五日に御昇天遊ばさ

れる前、天上界の偉大なご計画について、重要なことをお話しください

ました。それは、コリン・パウエル様に大変関係があることなのですが、

また、今回のオバマ様の大統領ご当選にも関係がありますことをお知ら

せ申し上げたいと、かねがね思ってまいりました。かつて、偉大な主に

は、次のようにお話しくださいました。 

 「イエス・キリスト様の当時、十二使徒であられ、ヨハネ様のお兄様
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であられた大ヤコブ様には、地上界より天上界にお帰りになられたとき、

次に肉体を持つときには、黒人として生まれ、特に地球上の人種差別を

なくすように、とのご下命を、神仏様より頂かれたのです。ご下命の通

り、今生はそのご使命を果たすべく、アメリカに黒人としてお出ましに

なられたのでございます」 

 そして、偉大な主は、私、丸山弘に対して、「責方はその方をお捜し

して、私の申したことをお伝えしなさい」とご下命くださいました。 

 過去世・大ヤコブ様と私達夫婦は、過去世において非常にご縁が深か

ったため、偉大な主・高橋信次先生には、畏れ多くもそのようにご下命

くださったのだと思います。それ以来、私と妻は、約三三年間、その大

ヤコブ様をお捜し申し上げてまいりました。大ヤコブ様に今生何とか再

会し、偉大な主・高橋信次先生の「おことば」をお伝え申し上げなけれ

ばと、常に、著名な黒人指導者様に対して、心を向けてまいりました。 

 種々アメリカ大使館にもご照会したり、あるいは出版物等を通じてお

探ししたり等しながら、長年、過去世、偉大な大ヤコブ様をお尋ね申し

上げてまいりましたところ、コリン・バウエル様の御自伝「マイ・アメ

リカン・ジャーニー」を一心に拝読させて頂き、初めて、偉大な大ヤコ

ブ様とは、正に今生のコリン・パウエル様に相違ないと思わせて頂き、

二○○五年七月、貴方様が御奥様を御同伴され、日本国・東京都にあり

ます慶応大学においてご講演をされ、お帰りになられる際、今生のご使

命をお伝えし、人種差別撤廃というご使命に目覚められることを願って

書かせて頂いた私のお手紙を、ご無礼をもわきまえることなく、当会の

会員より、お手渡し申し上げました。 

 また、昨年二○○七年一二月末には、貴方様のご使命について、さら

に詳しく書かせて頂きましたお手紙と、偉大な主・高橋信次先生のご著

書の英訳などもお送りさせて頂きました。 

 そして、お手紙が貴方様のお手元に届いた直後、二○○八年一月初旬

のテレビインタビューで、貴方様がオバマ様に対し「アフリカ系米国人

（黒人）が直面すると考えられていた古い障害を打破した」と述べられ、

党派を越えて工ールを送られました。その事をニュースで知り、私は、

貴方様には、かつて、天上界において、畏れ多くも偉大な神仏様より「ア

メリカにおける人種差別の撤廃を実現するように」とのご下命を頂かれ

ていたことを、今生改めて心深く思われ、その湧き上がる使命への熱き

思いに突き動かされて、そのようなご発言をされたのではないかと思わ

せて頂き、大感激いたしました。 

 その後オバマ様をご支持なさる方が急速に増えてこられたことを、遠
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く日本から拝見し、天のご意志である「平等」「人種差別の撤廃」に向

けて世界が進んでいることを大変嬉しく思いながら見ておりました。 

 そして投票日の約二週間前になって貴方様がオバマ様に投票される

とテレビでご表明され、そのニュースは一瞬にして世界中に配信され、

多くの人々を驚かせました。その際、貴方様には、共和党の議員の中に、

イスラム教に対する差別的な意見や、人種的な差別を思わせる発言があ

ることに対し、「ここがアメリカなら、私達はこのように考えるべきで

はない」ということを申されたとお聞きしました。 

 私はその事をお聞きして、貴方様には、かつて、ご自分が天上界でお

約束された「人種差別撤廃」というご使命を心に湧現され、神意による

地球の大調和に向けて、ご決意されておられるのではないかと、大変嬉

しく大感動いたしました。当会の会員の方々からも、貴方様のご表明に

対する感激の声が多数寄せられました。 

 神仏様には、オバマ様が大統領になられることを通し、全世界に対し

て「平等」「人種差別撤廃」こそが、これから人類が進むべき道である

ということをお示しくださったものと思います。不肖私もかねがね、「オ

バマ様が大統領になられることは神意によるもので、絶対にご当選され

ます」と、会員の皆様にお伝え申し上げておりましたので、ご当選確実

のお知らせを拝見し、日本国を始め海外の会員様から一斉にオバマ様の

ご当選を悦ぶ声が寄せられました。この度は、それらの中から主なもの

だけ、是非お伝え申し上げたいと思い、同封お送り申し上げましたので、

何卒ご高覧くださいますようお願い申し上げます。 

 

 御無礼をもかえりみませず、貴重なお時間を拝借いたしましたことを、

幾重にも謹んでお詫び申し上げます。 

 末筆ながら、パウエル様には、今後、世界の大調和に向けてご活躍さ

れますよう、謹んでお祈り申し上げますとともに、ご家族の皆様のご平

安を心よりお祈り申し上げます。                                            

                            謹白 
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【偉大なコリン・パウエル様からのお手紙（和訳）】2009-3 月  

 

 元アメリカ陸軍将軍、コリン・L・パウエル 

                      2009 年 2 月 6 日 

 

 拝啓この度は、貴方様からのお手紙、そしてとても素晴らしい漆塗り

の文箱を頂きまして、ありがとうございました。 

 

 また、オバマ氏が大統領に当選されたことに対して、あなた様や会員

の皆様が賞賛されている、そのご見解についてお聞かせくださり、感謝

申し上げます。私はオバマ大統領を支持してきたことを光栄に思ってお

ります。 

 

 皆様のご多幸をお祈り申し上げます。 

                            敬具 

 

                  コリン・パウエル（サイン） 

 日本国石川県金沢市乙丸町甲 36 

 丸山弘様 

 

注）丸山先生のお書きになられました、コリン・パウエル様宛てのお手

紙（『ひかり』誌 2009 年 2 月号掲載）を、金箔の漉き込まれた和紙

にお包みし、鶴の形の金銀の水引をつけて、オバマ様の米大統領選ご当

選に対する当会会員のお悦びのメッセージ集“Messages of Joy”と

共に、日本的な柄の風呂敷にお包みし、石川県在住の作家による輪島塗

の文箱に入れて、2009 年 1 月 28 日付けでお送りいたしました。 

 

 メッセージ集“Messages of Joy”には、コリン・パウエル様が党

派を超えてオバマ様支持をご表明なさったことに対して、神様から頂か

れたご使命である「人種差別撤回」に目覚められたのではという感激の

お声や、オバマ様が大統領にご当選されることは、神意であるからこそ

大変悦ばしいことであるという皆様のご見解が載せられました。 
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【正法を物差しとした人生・・・一九九九-七月号掲載の文章を改正】  

 2009-6 月 

 

 私は、かつて、偉大な主・高橋信次先生にお目にかからせて頂き、続

いて五カ月程経た頃、勿体なくもイエス様から直接おことばを頂き、生

まれて初めての大感動に心が震え、初めて心から法を中心とした生き方

をしなければならない、こうしてはおれない、命がけで法とは何ぞや、

ということを解らねばならないと固く固く心にお誓い申し上げました。 

 それから七年後の一九八二年一二月、長年の間求めて来た『法が在る、

法がない』ということについて解答を心に頂くことが出来ました。この

時溢れる涙の中で、心から法帰依をお誓い申し上げたのでした。それか

らは、毎日『ひかり』誌の原稿書きと、手紙と電話による個人指導と長

時間列車に揺られて各地の学修会に参加させて頂く等、日々厳しいなが

らも有り難い環境を頂いてまいりました。 

 畏れ多くも、偉大な主のお歩きになられた各地に出させて頂き、何時

も、そこに主がお立ちになっておられたお姿を偲び、胸迫る思いに涙し

ながら、その尊い御姿を汚すことのないよう、己自身の未熟を深くわき

まえ日を重ねて行くうち、金沢を離れるようになって七年、法に帰依し

て二五年（平成一三年三月で三四年）の月日が流れて行きました。 

 そして今日この頃、やっと昔に戻ったような澄み渡った五月明れの青

空を仰ぎ見、偉大な主の尊いお心に感謝を捧げる日々を頂くようになり

ました。 

 大自然の美しい光に満たされ、周りには心美しく優しい人々に護られ、

まさに天国に在るような日々を頂き、心改たに我が身の幸せを感謝せず

にはおれません。 

 これも偏に、偉大な主の大いなる御慈愛によるものと心からの報恩感

謝の真心を捧げたいと思います。また、法により尊いご縁を頂いた法友

各位の、尽きることのない深い慈愛を頂き、深く感謝いたします。 

 そこで、各地における毎月の定例学修会に参加されておられる方の中

にも、やはり私のように今生畏れ多くも、偉大な主に、直接お目にかか

られ、法に帰依された方もおられるでしょうし、また、ご著書にお出会

いされて、感激と感動に涙を流され『長年探し求めていたものは、これ

だった』と気付かれ、心の中で神仏様に対して法に帰依することを固く

誓われた方もおられるでありましょう。 

 または、人様からお教え頂いてご著書を拝読されたり、力セットテー

プによりご講演を拝聴される中で、感涙に咽びながら法に帰依すること
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を固く固く心に誓われた方もおられることと思います。 

 さらには、学修会にご参加しておられない方でも、書店や図書館等で

ご著書を発見され、これぞ真実の御教えだと思われ、今日まで黙々とご

著書を拝読され、一歩一歩実践努力して来られた方もおられることでし

ょう。 

 それぞれ辿って来られた道は異なるでしょうが、その心は一つに繋が

っており、天上界を出る時固く誓われたその通り、ようやく今、法灯の

もとに集われた魂なのです。 

 どの方も皆、ようやく法という目的にたどり着くことが出来た悦びに

震え、神の子としての希望に輝き、自信に溢れ、それぞれ善なる心に固

く誓われた決意に燃えておられるように拝見いたしました。 

 自分自身の心に法帰依を固くお誓いになられたということは、各人の

意識の中心の一点が心であり、その心の延長の深奥にいませる神仏様に

つながっていることは十分ご承知の通りですが、その神仏様に対して、

それぞれ法に帰依することを固く誓われた訳でございます。 

 偉大な主には、ご著書の『人間釈迦、第二部』八三頁の中程に、次の

ようにお導きくださっています。 

 『ブッダを信ずることは、万生万物を支配する神を信ずることと同義

語となる。 

 同時にそれは己の正しき心を信ずることにもつながることであった。 

 ブッダの悟りは、それほど偉大であり、権威があった。 

 したがって、ブッダの門下生は、まずブッダに帰依するかどうかが、

カギになってくる。 

 次のタルマー（法）とは、ブッダの説く正法（仏法）である。 

 万生万物は、すべて正法という神の心にもとづいて循環され、慈悲の

下に生かされている。 

 このことを自らが悟ることは至難である。客観的には理解できても、

これを体験として認識できる者はブッダしかいない。 

 そこで、ブッダが説かれる仏法を信ずることが、門下生としての第二

の条件になってくる。 

 第三のサンガー（僧）は、中道という八正道を日常生活の上に行じら

れるかどうかである。 

 八正道は、自戒の道である。各人が神の子としてその神性仏性にめざ

めるためには、中道という尺度（物差し）を持って、調和の心を会得し

て行かなければならない。自戒の道を怠り、形だけに走るようでは、最

早ブッダの弟子たる資格を失う。 
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 サンガーの道はそれだけに厳しい。己にきびしい。反省と自戒によっ

て、これまで積み重ねてきた業（カルマ）を超えて行かねばならない。

三つ子の魂百までもの譬（たとえ）のように、業を修正することは難事

業である。努力と勇気が必要だ。さらにまた工夫をこらさなければ、こ

れまでの習性を転換させることはむずかしかろう。しかしこうした努力

を惜しめば、悪習慣から抜け出すことは出来ない。 

 ブッダの弟子たる資格は人間としての自覚にめざめ、自らを厳しく律

して行く者でなければならなかったのである』 

 

 最後のお言葉に『ならなかったのである』とありますが『ならないの

である』と、拝読したいと思います。即ち、ここに書かれてある御教え

は、すべて今日私達が仏弟子として歩むための心得であることに間違い

ないからです。 

 また、主には、一○日余りもお食事を摂られない大変なご容体の中に

もかかわらず、ご無理をなされてのご来駕のもと、今生最後の東北研修

会において、尊いお命を削られるようにされてご講演をされました。そ

の中で、門下生に対して、今後の在るべき正しい道をお説きくださいま

した。 

 しかしその道も、それぞれの人の心によって曲げられてしまいました。 

 その日から僅か二○日余り後、偉大な地上の灯が消えるように、偉大

な偉大な主には、私達の肉の眼からお姿を消されてしまわれたのでござ

います。 

 日を重ねるうち、多くの門下生たちは、より深く道を極めんとして新

しい師を求めて行かれ、あるいはいろいろと心の動く儘にそれぞれが道

を求めて行かれたのでした。 

 主のお言葉に『してはいけない』と申されたことは、絶対に『しては

ならない』ことであります。そして、その示された『おことば』即ち『法』

に素直に、一歩も踏み外すことなく歩む者こそ、真に法に帰依した門下

生だと思います。 

 法の実践は、この世に在るような『こうなっているけれども、まあ、

少しぐらいはいいか』等というものであってはならないと思います。そ

ういった思いや行いは、既に、法から外れた自分中心の思いや行いとな

っており、既に法を物差しとしたものではなくなっております。 

 法とは『己を生かし他を生かす』ものであります。『己を生かす』と

は、我が善なる心の儘に生きる、即ち法を物差しとして、思い、行うこ

とであります。そして、『他を生かす』とは、己自身法を物差しとして、
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思うこと、行うことを実践することにより、周りの人たちをも愛するこ

とが出来る、という意味であります。言い換えますと、自分自身を法に

より大切に生きた分、周りの人たちをも法により大切に生かすことが出

来るということであります。 

 正しいとは、愛ということでもあります。また調和ということでもあ

ります。 

 人類は総て、あの天空に輝く太陽のもと皆兄弟姉妹であるように、神

のもと総てが神の子であり、皆兄弟姉妹であり、総てが平等であり、相

互に助け合い、生かし合い、許し合い、補い合い、思いやり合う愛の心

をあらゆる機会を通し豊かにするため、それぞれが今願いの儘に許され、

お与え頂いている環境の中で精進努力をさせて頂いているのでありま

す。 

 正しい生き方とは、神仏様の御心（法）に適った生き方を実践するこ

とであります。何故ならば、私達人間神の子は、総てが、ただ今、ただ

今というこの一瞬一瞬を、神仏の偉大なる御慈悲により、その生きるた

めのエネルギーを総てお与え頂き、生かされているのでございます。そ

の頂いている大慈悲を他力と申します。その偉大なる天よりの他力に対

する報恩感謝を捧げる道は、法に忠実に生きる自力を出し自分自身の心

を豊かなものとするため、出会わせて頂くお－人お－人の方々に対して、

持てる愛を精一杯捧げる心造りの機会を頂いているのです。 

 神の子ですから、神仏様の示された道を忠実に、しかも神仏様の御心

を心とした生き方を目指して精進努力するため今この世に出させて頂

いているのです。そのため、この世にある無常な名誉、地位、財産、お

金や仕事等も、心を豊かなものとする方便にしか過ぎないのです。その

うえ、道を踏み外すことのないよう、深遠なる法という大慈悲をお与え

頂き、私達の自力に相応した他力をお与え頂ける幸せな環境を頂いてい

ることに感謝を捧げねばならないものと思います。 

 『求めよ、さらば与えん』であります。求めよ、その法により精進努

力した誠心（自力）の分に相応した他力を与えるであろう、ということ

であります。当然のこと、法から外れた、自分中心の思想と行為は、天

に届くことはありません。 

 今こそ私達は、今自分自身が信じている教えは、果たして、今生、偉

大な主・高橋信次先生のお説きになられた偉大な御教えに間違いないも

のか、どうかについて、改めて真剣に点検して見て頂きたいと思います。 

 その点検する物差しは、今信じている教えを実践することは、果たし

て、偉大な主・高橋信次先生には、お悦びになられることだろうか、そ
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れとも悲しまれることか、一度じっくりと考えて見て頂きたいのです。

そしてその教えは『己を生かし、他を生かす』ことが出来る物差しか、

それとも『己を生かし、他を殺す』物差しなのか、はたまた『己を殺し、

他を生かす』物差しなのか、または、今申し上げている『己を生かし、

他を生かす』という意味がお解りにならない方は、一寸要注意ではなか

ろうかと思います。 

 また、今日まで常に座右の書として、偉大な主・高橋信次先生のご著

書『心の発見』三部と『人間釈迦』四部を何回も拝読して来られたかど

うかについても、何とぞ素直に振り返って見て頂きたいと思います。正

法の勉強をして来られたのであるならば、正法をお悟りになられて説か

れたお方は、偉大な主・高橋信次先生であり、その法を直接、門下生と

してご指導頂いた方にお教え頂いているか、どうかについても、今一度

点検して見てください。 

 ご無礼にもこのようなことを申し上げているのは、まず教えておられ

る方も、また間違ったものを法と信じ込んで勉強しておられる方も、総

てが神仏様の子であるということを自覚して頂きたいのです。この私自

身も、その神仏様の子の一人であります。とすれば、お互いは、神仏様

のもと、皆同期生なのです。その同期の者同志が、しかも法を求めてい

る者たち同志が、相憎み合い、傷つけ合うでしょうか。一つ考えて見て

ください。 

 この私自身、一人でも多くの方々に法による悦びの生き方をして頂き

たいという一念のもと、道に迷い倒れておられる方や法から外れ救いを

求めておられる方々を抱き起こして差し上げたいと思い、日々行動して

いる者です。そこには何一つ金銭は必要がないのです。 

 私たちは偉大な主・高橋信次先生より、あの太陽のように無所得、即

ち無償であれ、と厳命されているのでございます。何とぞご安心くださ

い。ご連絡を切にお待ち申し上げております。決して恥ずかしいことは

ありません。 

 やがて私たちは、何時なんどきこの世を卒業して、あの世に還らなく

てはならないかも解りません。その時は必ず、迷うことなく、偉大な主

には、温かくお待ち受けていてくださる光の世界に還らねばならないと

思います。そのための学修とご精進について、お手伝いの奉仕をさせて

頂いている者たちの集まりでございます。何とぞご安心ください。 

 当会では、入会費や毎月の会費などは一切要らないのです。ただ必要

なものは、毎月の月刊誌代二百円（現在は三○○円）だけなのです。 

 このようなこの世的な物、お金を中心に考えるならば、何一つ割に合
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わないことがご理解頂けるものと思います。しかし、当会のお世話をさ

せて頂いている私達には、この世的な物よりも、遥かに遥かに尊い法悦

という悦びを、多くの方々から頂いているのでございます。永遠のあの

世にまで持って行ける永遠の宝なのでございます。 

 かつて当会では、研修会を開催いたしましたところ、約七○名の方が

全国よりご参加くださいました。そのなかで、私は特に『法とは、思想

とは』ということについて、特に心を砕いてお話し申し上げました。 

 法とは、神仏様の御心であり、その法を実践された人は、皆この世に

生きている時から救われていることを知らねばならないと思います。ご

著書『人間釈迦 第一部』一六九頁に、次のようにお導き頂いています。 

 『人々は苦界からのがれようと、さまざまな信仰を持っている。肉体

を痛め苦行を積めば救われる。自己が発見できるとしており、また拝め

ば功徳がある、祈れば安穏の生活ができると信じている。大きな間違い

である。苦行は、肉体に心をしばり、祈ればよいとする他力は、人間の

神性を失わしめる。何れも片寄った信仰である。 

 中道の神理は、神に通じたウソのつけない己の心を信じ、八正道とい

う生活行為を為して行くところにある。真の安心は、自己満足や逃避で

はない。自分の生死を見られる自分が確立できてこそ、安心というもの

が得られる。 

 人間は神の子である。神は天地を創造された。人間もまた己の天地を

調和させ、自己のおかれた環境を創造して行くものである。神から与え

られたその肉体を痛めることでも、あなたまかせの他力に自己満足する

ものでもない。 

 世はまさに末法である。 

 正法という中道の神理を失い、人類は迷いの中に沈殿している。 

 この迷いから人々を救うには、正法という法灯を点じ、大自然の慈悲

に、めざめさせなければならない。 

 法は慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲とその力をもって、

正法を信ずる者の行く手に、光明の道をひらいてくれよう』 

 

 最後に、只今、偉大な主・高橋信次先生のお説きになられた法を学ん

でおられる方にお尋ねしたい。今貴方様は、法を悟られ、お導きくださ

った、偉大な主・高橋信次先生がお悦びになられる学修をしておられま

すか、それとも、悲しまれる学修をしてはおられないか、今一度、自分

自身の信じているものを、改めて点検して見て頂きたいと思います。 

 そこで、もしも悲しまれるようなことをしていることにお気付きの方
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は、もう一度初心に帰られて、ご著書『心の発見』と『人間釈迦』とを

一心に拝読して頂きたいと思います。 

 必ずやそこから道が開けることと思います。また、法を中心に今ご精

進の貴方様、貴方様には、今日まで法に帰依されるまでに信心された他

力信仰については、当然反省されることが大事でありますが、特に特に

注意しなければならないことは、偉大な主・高橋信次先生の法に帰依さ

れてから、その後、先生の説かれた法でない教えか、または思想に走ら

れたことはないかどうかについて、厳しく良心に問いかけ、反省される

ことをお勧め申し上げます。でないと、法に帰依することをお誓いしな

がら、その約束を破るということは、特に法という、神の御心を冒涜し

た行いを二重三重にその罪を重ねることともなりますので、何とぞ心か

ら謝罪の反省を重ねて頂きますようお願い申し上げます。 

 過日の研修会におけるレポートを拝見しても、法ではなく指導者の考

え、つまり思想に染まってしまった人たちは、過去において間違って思

想に感化し、心を汚してしまったという罪意識に欠けている人たちが大

変多いことに気付きました。 

 また、未だに、そのことにとらわれているためか、あるいはそのこと

について心を裸にして発表することは、その指導者に申しわけがない、

または当時の仲間を売ることになるというような誤った思いという、未

だに人間関係の感情にとらわれる余り、触れておられない方が多数おら

れました。 

 その人たちは、今もその法ではない、思想の世界にどっぷり浸かって

いることにもなることを気付いてはおられないようです。その答えは、

使っておられる物差しが、法ではなく、依然として自分中心の物差しだ

からです。ですから、法によるご精進も一段と己に厳しく入って行けず、

安楽の中に生きておられるように思います。誠に悲しいことと思います。

このような実態を眺めても、黙っておられても、法という神仏様から頂

いている物差しは、いくら気付かれなくても、または隠していても、総

て炭火に当てたようにあぶり出されるという、偉大な御教えであること

を知って頂きたいと思います。 

 一時信じた、法でない教えを切り捨てることが出来ないほど、その思

想という害毒が、全心身に染み込んでいるのではなかろうかと思わせて

頂きました。ちょうど、肉体臓器の中にアニサキスのような害虫が入っ

たような場合は、ピンセットでそれを摘出すれば良いのですが、思想が

心身に染みこむというようなケースは、白い布が紺色に染まったような

もので、その色抜きは大変な難行であることを知らねばならないと思い
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ます。 

 仮にその儘天上界へ還りつくようなことがあれば、飛行場の搭乗□に

設置してある金属探知器に引っかかるようなもので、この世で修正しな

ければ大変なことになるのではなかろうかと思い、老婆心ながらご注意

申し上げたいと思います。 

 偉大な主には、ご著書『心の原点』一七九頁の中程に、次のようにお

導きくださっています。 

 『正しい神理に適ったものであるならば、人々の病める心を救うこと

は出来るだろうが、人間の智恵によってでっち上げられた宗教で人を救

うことはできない。 

 また、そんな宗教に騙されるということは、私達の意識まで腐らせて

しまうことである』 

 （『心の発見・神理篇』一四七頁 宗教は阿片・参照） 

 

 そういった方は、何とぞ勇気を出され、ご遠慮なく当会の門を叩いて

頂きたいと思います。その勇気を出された時、救われるのであります。

私たちは、そのご立派な勇気に対して讃えるとともに、大歓迎させて頂

きたいと思います。 

 まことにご無礼とは存じますが、偉大なる主・高橋信次先生には、短

い月日を命を削られるような生き方に徹せられ、私達迷える衆生に対し

て法をお説きくださいました御偉業を讃え、心からの報恩感謝の真心を

捧げたいと思います。そのためにも、まず自分自身の心を浄化されると

ともに、かつてお教え、お導きくださった方をも生かすようにと、愛の

心を尽くされますようお願い申し上げます。 

 大宇宙大神霊・仏様、私達は偉大な法に帰依させて頂きましたにもか

かわらず、正しい精進努力のない儘迷い苦しみ、ついに法を冒涜すると

いう大きな過ちを犯しました。 

 何とぞ何とぞ私達の愚かな過ちをお許しください。私たちの罪を何と

ぞお許しください。心よりお詫び申し上げます。 

 偉大な主・高橋信次先生の御詠（一九七五年七月七日金沢にて） 

 

 道ひらく 

   加賀の都に 灯火が 

       心の中に光輝く 

 

 偉大な主・高橋信次先生に対し、金沢において心の原点と題され、ご
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講演くださいました二五周年記念日を迎え、心新たに命の限り、お導き

賜りました通り果たして行くことをお誓い申し上げ、このつたない稿を

捧げます。 

 

 

 

 

 

 

 

――――― 完 ――――― 


