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偉大な主・高橋信次先生 お導きによる 
 

 

『正法に基づく、出産・子育て』 
 

 

（『出産・子育て』は神の範疇） 

（今日、現代医学を通してや、またはいろいろな

体験を通して、または知識的に、想像的に・・・育

児についての意見が発表されておりますが、狭い体

験や、小さな人間の知識の世界で議論することはな

かなか難しいことだと思います。 

 それは何故かといいますと、その世界は神の範疇

にあるからであります。神のみ心を知らないでその

世界に入ることは許されないことであります） 

 ・・・『丸山弘先生のご文章からの抜粋』の一部 

 

 

 

 

（本書は、同名のホームページからの転載です。一部、手

を加えております） 
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１．【はじめに】 

【１．はじめに】 

ありがとうございます。 

貴方様がこのホームページにおいで下さったことを、心か

らお悦び申し上げます。 

天上界筆頭の大指導霊であり、『偉大な主・高橋信次先生』

とお呼び申し上げている方は、昭和二年（1927 年）、長野県

佐久市にお生まれになり、神の御心である『正法』、大宇宙の

普遍的法則（神理）であります『正法』、我々人類が歩むべき

道『正法』をお説き下さいました。 

そしてその正法を、十数冊に及ぶ書籍に、そしてご講演会

の内容をビデオ（後に DVD 等に変換）に、法が曲げられるこ

との無いようにと、残して下さいました。 

そしてその直接の愛弟子であられた丸山弘先生と仰る方

が、その正法をどのように実践すべきかということを、日本

全国で実践指導をされ、「ひかり」誌という月刊誌に詳細に書

き残して下さいました。 

冒頭に書きましたように正法は、神の御心であり、大宇宙

の法則でありますので、その内容は人生万般、宇宙万般、あ

の世とこの世万般に亘っているため、非常に広範な内容であ

ります。 

このホームページは、その広範な中から、『出産・子育て』

に限って掲載し、『出産・子育て』に向かってこれから進まれ

る方、また、『出産・子育て』にいま現に悩み、苦しんでおら

れる方、更には成長されたお子様達との良好な関係を保つこ
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とが出来ずに、自分の子育ては間違っていたのであろうかと

迷われておられる方々の道しるべになるようにと、計画させ

ていただきました。 

偉大な主のお言葉『光の器を』というご文章には、次のよ

うに書かれています（全文は、資料集に掲載しております）。 

『我は天上界にあっても、決して、沈黙はしない。我を信

じ、法を行ずる者には、常に、その者の中にあって、光と安

らぎと、生きる喜びを与えるであろう・・・』 

我ら人類の筆頭の方が、法を信じ、行ずる者をお救い下さ

ると言って下さっています。このホームページを読まれ、偉

大な主のご著書を紐解かれ、心に響かれたことを実践するこ

とにより、間違いなく偉大な主のみ光をいただくことが出来

るものと思わせていただいております。 

このホームページは、単に「為になることが書いてある」

というような思いで見ていただくことを目的としているので

はありません。お一人でもお二人でも、ここにお導きいただ

いていることを実践され、実際にお救いを頂かれる方が出て

こられるように、そして偉大な主の説かれた正法に結ばれて

行かれるように、という目的のために開かせていただきまし

た。 

心を正して読み進められ、実践に繋げて行かれますよう、

お祈り申し上げます。 
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【２．偉大な主・高橋信次先生のご紹介】 

 偉大な主・高橋信次

先生とお呼び申し上げ

ている方は、昭和二年

(1927 年）長野県佐

久市にお生まれになり

ました。 

そして昭和 51 年 6

月 25 日、48 歳の若

さで、天上界に戻られ

ました。 

以下は、『主のご降

臨』と題して、丸山弘

先生がご紹介下さって

いる文章です。 

『・・・九月二十一

日は偉大な主・高橋信

次先生がご生誕された日であります。 

はじめて、この地球上に生を受けられたのが、今から三億

六千五百年前、現在のエジプト・ナイル渓谷のエル・カンタ

ラという地であり、また、今生はイエス様のご生母であられ

たマリヤ様を母として、またお釈迦様のご尊父であられたシ

ュット・ダーナー様を父として、カビラバーストと環境が似

通っている長野県佐久市をお選びになられてお生まれにな

り、肉体をもたれたのが二度目だとお聞きしました。 

今生は、主は特に神のみ心である神理を人の知と意で変わ

ることがないように、文証・理証・現証として書に著し、ビ

デオテープやカセットテープに声魂を吹き込まれ、再び間違
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いのないようにと残されていかれました。このことは、人類

の歴史上大変意義深いものであります。なぜなら、かつて神

の命により、モーゼやブッダ、イエス・キリストといわれる

大天使もやはり法を説かれましたが、直接記録として残され

ていないからです。 

今生、私たちは神理に触れることのできたことを悦び感謝

し、自らを反省し、愛の心を豊かにし、天上界と地獄界の接

点にあるこの地上に、ますます神の光が満たされ、神の王国

を造ることを願って、神のみ心を一人でも多くの人に伝道し

ていかなければならないと思います』 

次は、天上界の方（編者注：『我が正法への道』を参照し

て下さい）が、私達に伝えて下さいました偉大な主の人柄で

す。ご参考にしていただけたら幸いです。 

『・・・イエス様、お釈迦様、モーゼ様の説かれなかった

ことも、主は一つにしていかれました。長い間、朽ち果てる

ことのない聖典を残されていかれました。それに気づけたあ

なた方はとても幸いでございます。 

主のこれまでの生い立ち、人間としての生の 48 年間を思う

とき、いつも涙が溢れてきます。例え主が悟りを開いておら

れないときでも、主は本当に人のために心を尽くされ、数々

と電気商品等、色々なものを開発されました。 

人類の生活が豊かになるようにと、一つ一つの困難を乗り

越えられて、そして悟りを得られたときに、主は、自らに誓

われました。「私の人生はもう、この先は、自分のものに使

ってはならない。一秒、一秒、人類のために使わなければな

らない」と。でなければ、全国各地にご自分のご自費で行け

るはずがありません。 
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主の、八起電気で持っていたお金も、ご自分のために使う

ことなく、ご自分は皆さまと変わりない給料をお家に入れ

て、後のものは伝道や困っている人々のために直接、施され

ました。 

テープや CD をいま聞かれて、主が言っておられることは

全て実践済みなのでございます。何百万、何千万儲けても、

ご自分が着られているものは、皆さまとお変わりございませ

んでした。 

食べられるものもそうでございます。ただ主は、もったい

ないと言って、たくさん食べ過ぎたり、人の行為を無にして

はならないと飲み過ぎたり、その様なことはあったようでご

ざいますが、それもいずれ、回避されていかれることになり

ました。 

その様な一つ一つの主のお心を思う度に、私たちは今でも

思い返すと、矢張り我らの主であったと、涙が溢れるような

想いになるのでございます。 

それは皆さま一人一人の、今生、生まれられる家も、緻密

に考えられて、自分の悟りを得られる最高の場を皆さん、築

かれてこられたことでございましょう。しかし主の歩まれた

人生とは、比較にはなりません。 

そんな中でも主は、大きな愛を持って常に生きてこられま

した。父や母を尊敬し、兄弟にも愛を施してきました。大き

な大きなお方であったと思います。これを理解されて通るの

と、理解されないで通るのとでは、矢張り見方が違ってくる

ことでしょう。 

ですからこれをご理解された方は、ご自分も、主が今生、

命を懸けてお悟りになられたものを、自分が手を抜いたり、
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軽々しく扱ってはいけないという想いで、ご自分は更に精進

をされて進まなければと思われていかれるようでございま

す。 

・・・もしあなたが天上に帰られても、主の姿を仰ぐこと

は出来ません。光が大きすぎて、私たちの目には何も映りま

せん。それぐらい主の光は素晴らしい、偉大な偉大な偉大な

ものです。 

丸山さんがいつも言います。「偉大な」と 100 回申し上げ

ても足りません。その通りでございます。皆さん、軽く見す

ぎておられます。私たち天上に住むものでも、主の姿は光で

しか見えません。形は見えません。皆さんが太陽を見て眩し

いな、それ以上のものです。 

それ位の方が地上に降りられて、法を説かれたのですよ。

それを皆さん、心に落として下さったら、どんなに有り難

い、千載一遇のチャンスをいただいているか、よく分かられ

るのではないでしょうか』 
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【３．丸山弘先生のご紹介】 

 丸山弘先生は、大正 13 年（1924 年）5 月 18 日にご生

誕され、偉大な主が天上の世界に戻られてから、金沢の地に

於いて偉大な主の御心の儘に

正法の実践方法を説かれ、平

成 25 年（2013 年）8 月

29 日に天上に戻られまし

た。 

その実践の記録ともいえる

「ひかり」誌の中で、『昭和

五○年三月八日、大阪で初め

て偉大な主・高橋信次先生に

お目にかからせて頂きまし

た』と書いておられ、そし

て、次のように言っておられ

ます。 

『偉大な主・高橋信次先生

は昭和二年九月二十一日にご

生誕なされて以来、昭和四十

三年七月にお悟りになられるまで、その殆どを「人間の苦

悩・その原因と結果」の探究にかけられました。 

そして、お悟りになられて昭和五十一年六月二十五日予言

されたとおりにご昇天されるまで、命懸けで法を説かれ、ま

た書物に著されたのでありました。 

先生はご自分がご計画してこられたとおり神のみ心のまま

に、永遠に法がこの地上界に正しく伝えられるようにと、ご

自分の命を削るようにして私たち迷える衆生に供養してゆか

れました。 
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私たちが目指さねばならない道は、先生が説かれた道のと

おり歩むことであります。 

先ず、先生のご著書 心の発見「神理・科学・現証篇」と

人間釈迦「１～４部」を教科書として、毎日毎日計画的に心

読することから始めて下さい。 

読むときに注意しなければならないことは、自分の頭で理

解しようとしないことです。 

そうではなく、心を開いて読むようにすることが大切であ

ります。学ばしていただこう、教えていただきますという謙

虚な素直な心で態度で、学修することが大切であります』 

ここでも、天上界の方からのお言葉を引用させていただき

ます。 

『私たちは、皆さん本物の正法に出会ったのですから、そ

の本物の正法を伝道していただきたいと思います。伝道して

いただけるような、心の確立を図っていただきたいと思いま

す。 

だけれども、本物を今のところ、一生懸命広げておられる

のは、唯一、丸山さんしかおりません。今のところ、丸山さ

んしかいません。 

そんな丸山さんを、あなた方、どう思われますか？ 一人

でもその様に立っていかれる方、本当に私たち、望みたいで

す。大きな希望に燃えて、そうやってされておられる方もい

れば、先生先生と崇められ、そこにあぐらをかいておられる

方もいます。 
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別に責めて言っているわけではありませんが、皆さんも、

どちらの方にもなれるのです。あぐらをかかれる方のように

もなれますし、どこまでもどこまでも神に、主についていき

ますと言われる丸山さんのようにもなれます。まあ又、その

様なお心だからこそ、主は丸山さんを労り、丸山さんを任命

されるのだと思います。 

私たちは丸山さんを贔屓して言っているのではありませ

ん。今まで皆さんに丸山さんのことを言っても、きっと、何

をそんなことを言ってるんだ、あの人は一寸自分に厳しすぎ

る、こっちの道でもいいじゃないかと思われて、返って皆さ

んに法を後ろに退けさせるようなことになる、そう思って、

私たち、遠慮しました。 

しかし皆さん、もう、少し（ご著書を）読まれたら分から

れる、その様に変わってきたから、遠慮なく今度は言わせて

貰えるようになったのです。その様に自分を作ることも可

能、又あぐらをかくことも可能。どちらの道も可能です。

又、別の道を行くことも可能です。 

・・・丸山さんは、常に心に神仏を思い、いつもご自分の

心を、一瞬一瞬、大事にされ、更に反省、反省して、突き詰

めて行かれます。ですから、心眼、開いているどころではあ

りません。 

しかし、それでも偉大な主を心に思っているがために、自

惚れることはありません。そして常に皆さまと同じ所におい

て、ご自分も主を愛する一人、皆さまも主を愛し慕う一人、

その中の一人として、ご自分も精進努力されておられる方で

ございます』 
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２．【偉大な主のご著書からの抜粋】 

【１．はじめに】 

偉大な主・高橋信次先生は、十数冊に及ぶご著書の中で、

人生万般、人間の在り方、宇宙と人間、あの世とこの世

等々、大宇宙の神理を正法として解き明かして下さっていま

す。 

このホームページでは、その中から、『出産・子育て』に関

する内容だけを取り上げております。 

正法は、神の御心であり、大宇宙の神理であり、我々人類

が歩むべき道であります。 

出産・子育てはまさしく、神の範疇の事柄であります。 

心して、お読みいただければ、幸いでございます。 
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【2．ご著書からの抜粋】 

【心と肉体の法則】1976-1/10 関西新年講演会 

 皆さんが、天上の世界、光明に満たされた世界から出て来

ている人もいます。或いはまた、神界や幽界から出てきてい

る人もあります。人それぞれです。ただし、如何に人間の肉

体が欠陥車であろうとも、地獄からは絶対に生まれてこない

のです。もし、欠陥車が生まれたとしたならば、それは両親

の肉体的条件、心の条件が左右しているのです。 

子供の肉体細胞が出来る間における胎教の中で、母親の心

の状態が作り出しているということを知らなくてはいけない

のです。それは細胞分裂の時に核酸反応が起こります。その

核酸が正しく細胞分裂に協力するときは、心が美しいときで

す。心が混乱をしておったならば、その核酸は即座に、核分

裂を起こすときの不調和な地獄霊を呼び、その地獄の細胞が

分裂を阻害していくのです。 

現代医学では分かっていません。次元の違った世界から観

れば、その事実が分かるのです。不思議でも何でもないので

す。 

皆さんの肉体の中におけるところの、外因性によるところ

のウイルスも同じ現象として現れてくるものなのです。 

 

【心の発見 神理篇】Ｐ214 

 小さな子供の場合は両親の心の調和度が反映されているか

ら、子供に事故が起きる現象というのは、両親の心の在り

方、生活の在り方について反省を求めていることを予告して

いる。子供の自己保存本能は、自我我欲というにはあまりに

も純粋であるからである。 
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【心の発見 科学篇】Ｐ178 

 いろいろな奇形児が生まれる原因は、肉体的な遺伝や、不

調和な薬、あるいは父母の不調和、または怨念のある家族に

起きる現象である。 

このような現象は、生きている人々に対する警告であり、

家族一同は反省して、その原因を追及することが必要であ

る。現象は、原因があったために起こったことを知らなくて

はならない。原因を見極めて反省し、心の浄化を計る正しい

生活によって、心の安らぎは生まれてくるのである。 

 

【心の発見 科学篇】Ｐ184 

 一般にノイローゼといわれている人々の多くは、感情の領

域がむらで、本来の自分の心の状態を失っている。この原因

は、人間としての愛や慈悲の欠乏にある。 

 またこうした人々は、心が狭く、孤独で、常に不安定であ

り、安らぎがなく情緒に乏しい。 

 それは灰色の人生といわざるを得ない淋しい人達だ。心の

中は、閉鎖的で、健全な精神とはいい難い状態にある。この

ような人々の多くは、不調和な世界の霊に憑依されている。

自分の暗い想念が、神仏の光をさえぎり、苦しみの意識界に

通じているということだ。当然肉体的にも不調和になって行

く。 

 子供達との関連においてそのことを考えてみよう。人々は

良く自分達にできなかったことを子供に託して、その希望を

果たそうとする教育や、虚栄心による子供への束縛を原因と

して不調和になる場合がある。 
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 肉体舟は確かに与えたものだろう。しかしそうした場合、

その魂まで両親の独占物だと考えていることに誤りがあると

いうことを知らなくてはいけない。 

 全くの親子であっても、魂は個の生命であって、自ら相違

があるのだ。 

 なぜなら、魂も親が与えたものであり、親の分霊だと思う

なら、その思考性や行為のすべては同じでなくてはならない

だろう。 

 残念なことに、親のいうことを利かない子供が多い事実を

考えなくてはならないのが現実なのである。 

 従って、親達の、子供の環境や教育についての育成は、溺

愛でなく、家柄や自己保存的な考えを捨てた純粋な心からの

愛でなくてはならないということだ。 

 子供が自分の思った通りの道を歩くと、世間の両親の中に

は「あんなに可愛がって育てたのに、親の恩を忘れて、親不

幸をしている」などと嘆く者達がいる。しかしこれも親のエ

ゴイズムであろう。報いのみを求める、そんな心だから子供

達は自分達の真実の道を求めて去って行くのだ。 

 親子相互の対話の不足を考え、子供の人格を認めてやるこ

とも親の愛というものだ。対話のない家庭の中には孤独な子

供達が育ってしまう、これが現実だ。 

 だから両親は、子供の魂の乗り船は、互いに約束して与え

たのだということを忘れてはならない。与えた、と思う心が

あるから、親の尺度ですべてを計り、子供に注意などをす

る。 
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 親の意志に反したことをすれば、きびしく叱り、肉体はお

ろかその心まで束縛してしまう。 

 私達は、こうしたことを良く考えて、子供達を指導するこ

とが必要であろう。 

 最も自由自在の中で、良く心の在り方を教え人間としての

道を教え、感謝と報恩の意味をさとし、両親が実践模範を示

した生活環境を造り出すことが先決なのである。 

 純真な子供心を、素直に育ててやることが、より良い豊か

な心を大きく育てる道、これが本当の愛情というものだ。 

 きびしく叱ることも、正しい中道の判断によれば、その真

実が子供心にひびくことなのである。子供と親の対話、日々

の行動が、心の交渉が、愛の心をより豊かに育てて行く。子

供の心もそこで広く人々のなかに調和され、自分自身の魂を

磨いて行き、円満な人格を作って行くのである。 

 親が子を放任し、正しい道をその愛情によって示さない生

活の中で育てられた子供達は、気の毒といわざるを得ない。 

 たとえば学校の成績ばかりを気にしている親達の心は、自

己慢心にしかすぎないということだ。 

 心の中の智性の領域だけが発達しても心にゆとりがなく情

緒のない人間は人生での正しい判断すら決定することはでき

ない。 

 智性は、人生をいかに正しく生きるかという、調和した生

活をするための早道であって、自己保存、自我我欲の道具で

はない。 
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 試験、試験の人生は、自己保存的な、かたよった人格を造

り出し、人間本然の心を失ってしまう結果にもなってしま

う。 

 また本能的な領域だけが発達しても、不調和な人格を造っ

てしまうものである。 

 いずれにしても心の不調和が、想念に曇りを造り出し、神

仏の慈悲と愛の光をさえぎり、ノイローゼの原因を造り出し

てしまうというわけである。 

 その暗い想念意識は、不調和な霊によって憑依され、人生

を灰色と化してしまう。不調和な満ち足りぬ心の病いは、神

理を悟った生活以外、修正することは不可能である。 

 

【心の発見 現証編】Ｐ117 

 学校の教育は、語学や自然科学、人工科学のオートメ式教

育で、点数さえとれば良いという規格人間の製造所になり果

てている。 

 筆記試験が、その人の価値を決めてしまう。 

 豊かな心などどうでも良いという、試験さえ通れば式の社

会に問題があろう。 

 心の在り方や生活の在り方など、全く日常生活に関係がな

いといった方法、人間の基本を忘れた教育が、社会の混乱を

造り出しているのだ。 

 そこには、自己保存と自我我欲の塊りしかないのではなか

ろうか。自分の地位や権力を、金や財産、家柄でつかもうと

する点に問題があるのだ。 
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 学問という知識でメッキされた人間であってはならないの

である。 

 正しい基準を失ってしまった人々の集まりは、混乱と自滅

への道を辿るよりほかないだろう。 

 何のための学問であるか。 

 人間は根本を失っているのである。 

 学問は、より豊かな知性を磨き、品性と教養を高め、すべ

ての諸現象を通して片よりのない判断をするとともに、人類

社会の大調和を目的としたものでなくてはならないのだ。 

 それを目的としたとき、文明は人類の幸福を第一義と考え

られるようになるし、公害も人類の智慧と協同的な行動によ

って、なくすことができるようになるのである。 

 人は今、金さえ貰えればという考え方を捨てるときがきて

いる、ということに気がつかなくてはならない。 

 あまりにも、人間が文明経済の奴隷になり下がっている。 

 物質文明によって、人間の生きる道を閉ざしてはならな

い。 

 

【心の発見 現証編】Ｐ169 

 学校の教育は、人間の教養を高め、正しい人間らしい立派

な人格を造るためにあるのではないだろうか。 
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 そして、より良い社会人として、社会人類の豊かな心と繁

栄のために尽くさなくてはならないのだ。そのときに、自ら

の心も磨かれてゆくのである。 

 学問によって広い知識を持つとともに、豊かな心を持つこ

とだ。虚栄心やエリート意識は、人生において良い結果をも

たらすものではない。 

 「実るほど頭の下がる稲穂かな」である。 

 謙虚な心で、自分の欠点を修正するためには、己にきびし

く、人々に対しては寛容な心を持つことが大事だろう。 

 人生においては、たとえ社会的地位が高くとも、他人を軽

蔑し、自己保存の心の強い者達は人間の屑といえる。 

 人間は、人間の造り出した地位や名誉にうつつを抜かして

はならないのだ。 

 正しい自らの心が、それに値するだけの価値を認めたなら

ば、地位や名誉も良いだろう。それが、自己満足の虚栄心で

あるとしたら、受けるべきではないだろう。 

 現代社会のように、人間の価値判断が経済力や学歴、家柄

などといったものであってはならないのである。両極端の考

え方を捨て、常に自らの心と行為を反省し、包容力があり、

そして智慧があり、勇気があり実行力のある人々、こうした

人々こそ、本当に立派な人格者といえるのである。 

 

【人間釈迦 ③】Ｐ060 

 男女の数は、あの世もこの世も一対一であり、男が少な

く、女が多いということはない。 
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 地上における男女の比は、戦争や、その時々の思想、行為

によって多少のアン・バランスをみることはあるが、男女

は、もともと平等に出来ており、一夫一婦は神の計らいなの

である。 

 女性が男性と対等の立場に立つにはまず経済的基盤が必要

と考える人もいるが、それは、経済優先の今日の社会思潮が

生んだ思想であり、この考えには、もともと無理がある。家

庭や子の養育を誰がするかである。 

 人間にとって、情緒教育は欠かせないものだし、情緒教育

には家庭が一番である。 

 親子のつながりは約束ごとであるし、その約束ごとは家庭

を通して果たされていく。 

 生まれ出た子どもは、国や社会施設で面倒を見ることにな

れば、こうした約束事が果たされないばかりか、員数教育に

流れ、片寄った思想が育ち、混乱に輪をかけることになろ

う。 

 女性の役割は家庭にあって、次代の子弟を正しく養育する

ことであって、それは男とはちがった役割を持つものなので

ある。 

 つまり、女性が子を生み、子を養い、子を育てることによ

って、私たち人類は絶えることなく、連綿とそのきずなを保

つことができる。 

 もし、女性のこうした役割がなく、子を生むことがないと

すれば、私たちは過去と現在にしか生きることがないし、地

上での生活の場を失うことになるであろう。そこには、魂の

進歩も、転生もないことになる。 
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 私たちに転生があり、リンネという法に生命が宿るのも、

そして、過去、現在、未来という連続された生命が成り立つ

ことも、いってみれば女性のこうした役割があるからであ

る。 

 女性のこうした法を生かす特性は、天が与えた義務であ

り、責任であるといえよう。 

 こうした意味において男は現実社会に、女は未来社会にそ

の義務と責任を有する、ということになろう。 

 

【心の原点】Ｐ069 

 肉体舟は、本来一人の船頭（意識・魂）が支配しているの

だが、その人間の心が不調和だと、地獄霊に支配されて、船

頭は二人にも三人にもなってしまうのである。 

 地獄霊達が、耳もとでささやいたり、心のなかで話しかけ

るために、自分であって自分ではないというような状態にな

ってしまう。つまり精神分裂症のようになってしまうという

ことである。 

 躁鬱といった、中道の心を失った両極端な心の状態にな

り、自らの人格を失ってしまうものなのである（下図を参

照）。 

 躁病の場合は、開放的になって、完全に地獄霊に支配され

て、自分を失っている。 

 もはや霊囲気は乱れて、不眠の状態が続き、幻覚をおこし

たり、支離滅裂の言動をとるようになっていく。日頃の鬱憤

を晴らすように、心のなかにあるものを見境いなく語ってし

まう。 
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 このような人々の日常は、鬱々とした生活で、心のなかに

恨みや妬み、そしりの心が強い。 

 表面はおとなしいように見えても、虚栄心と自尊心は人並

以上に強い者達なのである。そして、また、自分自身を失っ

ており、感情の起伏がはなはだ極端になり、心の安定を欠い

ているのである。 

 鬱病の場合も、本人を支配している地獄霊の性格がそうさ

せる。 

 これは、過保護の教育、放任教育と、両親の心の不調和が

原因となっている。 

 親子の対話が、ほとんどない環境に、このような心の者達

が育てられて行くということだ。 

 暗い想念におおわれて、すでに神の光を受けることができ

ない、自らの心を地獄霊に売ってしまった者達なのである。 

 

【心の原点】Ｐ196 

 ・・・小さな子供達は、なかなか理性も意志も利かないも

のだ。 

私達の心のなかのそれぞれの領域は、成長するに従って、

自分なりに智性を通して悟って行くものである。 

 生まれたばかりの乳児は、母乳やミルクを自然のうちに飲

むようになる。 

 これも、前世で食生活をしていたから、教えられなくとも

食べるようになるのである。 
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 そして、月日を重ねるに従って、五官が働くようになり、

欲望が出てくるのだ。 

 自我の芽生えともいえよう。 

 欲望と本能の領域の目覚めだ。しかし、まだ理性が良く働

かないから、やたらに自我をとおそうとする。 

 この頃から、良い環境や、両親による、偏りのない中道の

教育が必要になってくるのである。 

 人生の体験がないから、智性は五官から受けたものや、教

育によって豊かになって行く。 

 幼稚園に通う頃には、善悪の判断が少しはつくようにな

る。そして、友達やその家庭の習慣などを見聞することによ

って、自らの智性を磨いて行くようになる。 

 親の、子供に対する躾（しつけ）のもっとも重要な時期で

ある。溺愛は良くないし、きびしすぎても子供の心を閉じさ

せることになる。 

 このように、いろいろな現象をとおして、理性の領域が磨

かれ、私達の表面に出てくる意識が、次第に上昇して行くの

である。 

 しかし、表面意識は、一○％くらいしか出てこない。 

 ちょうど氷山の一角といわれている水中の氷のように、意

識のほとんどは潜在され、九○％が内在されているのであ

る。 
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 この一○％の表面意識も、五官をとおして、あらゆる現象

を、見たり聞いたりするが、なかなか正しい判断ができず、

自我が表面に出て自己本位になり、その心のなかに暗い想念

を造り出してしまうのである。 

 正しい中道の道は、この一○％の表面意識の物差しにもな

るのだが、なかなかその道を守れないのだ。 

 自ら、欠点の修正に、勇気と決断を持つこと、それが大事

になるのは、こうした過程による。 

 私達は、このため、心と行ないを正さなければならないの

である。 

 欠点を修正して、丸く豊かな心を造り出して行けば、心の

なかは常に円満であり、生きている喜びでも自然にわかるよ

うになるのだ。 

 

【心の指針】Ｐ083 

 親と子の断絶・・・現代社会のゆがみは、家庭生活の中に

も現れて来ました。 

 私の事務所を訪れて来る人びとの多くは夫婦の不調和、親

子の断絶による相克に悩まされています。 

 特にノイローゼの場合、夫婦の不調和により、子供の教育

に無関心で夫婦げんかのうさを子供に向け、小さい頃から子

供の心に傷をつけてしまい、子供は広い豊かな心を忘れて内

向性になり、十五才から二十代の間に自閉症になってしまい

ます。 



26 

 

 自閉症からウツ病に変わってしまうのも、心の中の、怒り

の度合によって異なって来ることがわかります。 

 子供の心が不安定になってから、親が子供の気嫌をとるよ

うになっても、もはや遅いのです。 

 逆に両親の夢を子供にたくして、勉強、勉強の詰め込み教

育で、情緒不安定になって、自閉症になったり、ウツ病にな

る子供も非常に多いのです。 

 いずれも両親のエゴによって、子供の気持を理解すること

なく、愛情不足や、愛情過多に、その原因があるのです。 

 むしろ、心因性ノイローゼとでもいえるでしょう。 

 また、心の中の不調和な曇りを、正しい反省によって除く

ことなく瞑想をしている間に、心不在になり、地獄霊に忍び

込まれ、彼らに支配されてしまう場合もソウウツ病の原因に

なっています。 

 しかし、ノイローゼの場合、ほとんど百パーセント、地獄

の霊たちに支配されているといえます。 

 彼らのほとんどが両親をうらみ、他人をうらみ、決して自

分のせいだということを認めません。 

 思っていること行っていることに自信がなく、いうことや

ることが、コロコロと変ってしまいます。 

 しかも夜中になると元気になり、地獄霊たちに支配されて

ほとんど眠れなくなってしまいます。 



27 

 

 地獄霊のいうことを信ずるようになると、両親や身内の

者、友人などのいうことをまったく信じなくなってしまうも

のです。 

 なぜならば、地獄霊たちは、俺は神だとか、稲荷大明神だ

とか、その人の心の中にある神仏に関係ある名前をいって信

用させ、ほかの人びとのいうことを信じさせないようにして

しまうからです。 

 「あそこへ行くな、ここへ行け」と地獄霊たちにいわれる

と、その通りの行動をしてしまうために、普通、ノーマルな

人びとが見ていると、常軌をいっした言葉や、行動を、平気

でやるのです。 

 さらに進むと、人格がすっかり変わってしまいます。 

 肉体舟は変わらないが、それを支配するのは本人でなくて

地獄霊だからです。 

 彼らに支配されてしまうと、体もがたがたになってゆきま

す。 

 しかし人間はいっとき、自分に戻っている時間もあるので

す。 

 そのときに、正しい心のあり方を教え、地獄霊との交渉を

しゃ断するほかにないのです。 

 地獄霊はいつも憑きっぱなしにはなれないからです。 

 彼らも苦しいのです。 
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 これを救う道は、家庭にいる、残された者たちが、正道を

実践して家の中を光明に満たし、心から平和な環境をつくり

出す以外にはないでしょう。 

 精神病の患者の心の中に自己を取り戻すためには、明るい

環境が必要だということです。 

 

【心眼を開く】Ｐ093 

 病気の原因は前世のカルマというより、今世における我執

や、無理な体力の消耗がそうさせるもので、後天的なもので

す。先天的な不具者や、子供の病気は、両親の不調和から起

きるといえます。 

 

【悪霊Ⅰ】Ｐ221 

 ・・・ノイローゼ、精神病は被害者意識が強く働き、人を

憎む思いが非常に強い。原因をたどると家庭の環境にある。 

 子どもの心は、良い悪いにかかわらず、それに染まりやす

く、成人後の性格を形作ってしまう。 

 十五歳ぐらいまでは、人は、精神的、肉体的に自立できな

い。 

 したがって、それまでは両親や兄弟たちの影響をうけて育

っていく。 

 家庭が揺れ動き、夫婦ゲンカが絶えなかったり、躾が厳し

いと、子どもの心はだんだん小さくなり、伸び伸びと育たな

くなってくる。 
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 両親を憎む思いが強くなり、内向的反抗心が高まり、早い

者は精神的、肉体的に自立できる十五、六歳から、遅い人で

は四十すぎになって表面に出る。つまり発病する。 

 ・・・病気の期間が長くなるほど、治療はむずかしくな

る。これは前にも触れたが、一度、憑依され、心が空白にな

る習慣をつくると、憑依の道筋ができてしまい、常人と同じ

ように人を憎み、怒りをいだいても、自分を失ってしまう。

つまり、心を悪魔に占領されてしまう。 

 常人でも心の針（思うことの方向）いかんによって、すぐ

憑依されるが、常人の場合は心の転換、つまり、気分転換が

早く行なわれるから、憑依時間が少なくて済む。 

 ところが、精神病は、この気分転換が容易にできない。一

つの事柄をいつまでも思い続けてしまう。そのために、憑依

時間が長くなり、やがて、自分の心を悪魔に占領され、人格

が変わっていくのである。 

 

【悪霊Ⅰ】Ｐ254 

 ・・・里子の病気は、両親との心からの対話不足が大きな

原因になっている。 

 子どもの心の中を知ることなく、親の意志で子どもを押さ

えつけてしまう。愛情不足なのである。 

 子どもは両親に自分の考えを言いたいが、叱られると思

い、自分の心の中に内向させ、不完全燃焼を起こさせる。 

 ウツ病は、大部分、こうした過程をふんでいる。逆にま

た、子どもかわいさに、子どもの犯した間違いに、善悪の区

別すらも教えることなくしておくと、成人してから精神病に
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発展してゆく。教育も両極端に走ると、人間を狂わしてしま

う。戦後の子弟教育は愛情過多になりすぎている。 

 一流校を出れば、社会的地位が約束されると両親は思い込

み、本人の能力も考えず、子どもに期待をかける。 

 知のみの学問が主体であるから、心の面、情緒は不安定に

なってくる。成人してから、子どものときの情緒不安が心を

支配し、明るいはずの人生が暗いものとなってくる。 

 学問の目的は、人間社会をより豊かにすることにあるが、

今日のそれは、個人の出世に目的があって、本来の目的から

は遠く離れてしまっている。 

 学問は年々進んではいるが、社会の混乱は、学問が進む度

合いに比例して、学問の目的とは矛盾したものになってい

る。 

 学生運動によるさまざまな暴力行為をみれば、戦後教育の

矛盾がはっきりしよう。 

 人の心は、本来、良心に裏打ちされた愛の心で埋まってい

る。その愛の心が、成長するにしたがって、自己保存という

欲望の心に変わっていくところに問題があるのだ。 

 ・・・じめじめした暗い家庭から、明るく調和された環境

をつくり出すには、家族全員の協力が何より必要であり、そ

れには、それぞれが、努力と勇気を持って、正しい生活をす

るしか道はないのだ。 

 精神病の追放には、まったく、これしか方法がない。幸せ

な家庭をつくるにも、これしか方法はないのである。 
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【心の対話】Ｐ126 

〔問〕水子供養はどうしたらよいでしょうか、水子があれ

ば、あとに生まれた子どもにいろいろ影響するものでしょう

か。（編者注：水子とは、魂が未だ宿らないで死亡した胎児

の意味で使用しているようです。次の「問」も参照してくだ

さい） 

 母親の胎教、その他の理由で水子になるわけですが、水子

自体はなにも悪いことをしているわけではないから、水子の

魂はそのまま天上界に行ってしまいます。ですから水子によ

るさわりなどあろうはずがありません。あとあとの影響は母

親の身心の状態にかかっており、霊的なものもありますが、

それにしても現実的な面で注意することが大事です。 

 だいたい、子どもの魂は、受胎して三カ月ないし四ヵ月ご

ろ肉体に入ります。それゆえ、魂が入ってから経済的その他

の理由でおろすことは、殺人にひとしいことになります。子

どもの供養のため、このような場合は、人びとにより多くの

愛を施し、二度と再び同じ過失を犯さないよう心がけるべき

です。あの世にトンボ返りした魂は、あの世の魂の兄弟たち

がそれを育て、あの世で成人させます。 

 いったん肉体に入った魂というものは、この世が子どもか

ら大人に成長するように、あの世でもその過程を経るように

なります。ですから、トンボ返りの魂はみな幼児であり、成

人するまで育てるのです。幼児の魂はこの場合でも地獄にお

ちません。みな天上界に帰ります。なぜなら、地上での波風

をうけていないからです。 

 

【心の対話】Ｐ127 

〔問〕世間一般に、子どもが亡くなって次の子がみごもり生
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まれると、あれは亡くなった子の生まれかわりといいます

が、これは間違いですか。また天上界に帰った魂は最も早く

て何年くらいで現象界に出てくるのでしょう。 

 世間でよくいう水子の問題と、魂が入って受胎しているの

におろすこととが混同されて受けとられたようです。あなた

もご承知のように、水子の場合は魂の乗り舟である肉体が不

完全なためにおこる現象であり、魂がまだ肉体に宿らないわ

けです。ですからこの場合は、子どもとしてあの世に帰るの

ではなく、大人ですから、次の下生の機会を待つことになり

ます。 

 何年か後に再び母親がみごもり、受胎すると、その時に、

生まれてきます。ですから、亡くなって生まれかわるという

よりも、下生の時期が最初は水子だったために遅れたという

ことになりましょう。 

 水子とちがって、実際に魂が入り、お腹の中で肉体の生成

が順調にいっているにもかかわらず、経済的、家庭的問題な

どから人為的（こちらの意志で）におろすようになると、そ

の魂と光子体は小さくなっていますので、あの世に戻る場合

は赤子として帰ることになります。こうした魂の生まれ変わ

りは、いろいろな状況によるので、いちがいにはいい切れま

せん。 

 堕胎はもともと殺人を犯したことになるのですから、子ど

もの供養のため、過失を二度と犯さないようにすると同時

に、人びとにより多くの愛をほどこすよう努めることが大事

です。 

 

【心の対話】P130 

 子どもは両親の感化を非常に受けやすく、そのため、子ど
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もを見れば両親の生活行為がすぐわかるでしょう。したがっ

て、両親の徳、不徳が子どもに影響を与え、その子どもの将

来をなかば決定づけてゆきます。つまり、子どもの運命をつ

くり上げてゆきます。 

 俗に「親の光は七光」といいます。親の徳が子供や子孫の

生活に影響を与えることはたしかですが、子どもに徳がない

と、親の徳は長続きしません。基本的に、親と子の魂はそれ

ぞれ異なっており、同一ではないので、その運命のあり方

も、当然、違ってくるからです。すなわち、親の修行と子の

修行とは、おのずと別であり、子どもには、子どもとしての

人生の目的なり、使命があるからです。 

 子に対する親の役目は、子どもが成人し、社会人となっ

て、人間としての道をはずさない立派な一員になるよう導く

ことであり、それ以上のものでも、以下のものでもないので

す。 

 子どもに期待を寄せ。煩悩的に子どもの安全のみを願う

と、かえってそれが災いし、子どもを不幸にすることになる

でしょう。よくよく気をつけねばなりません。 

 

【心の対話】P132 

 先天性の（身体障害の）場合は、ひとつには母親の胎内に

あるときに、その母親の心が非常に不安定であり、姑との間

とか、あるいは夫との関係がうまくゆかず、絶えず心が動揺

するために起こるわけです。また、肉体的な隔世遺伝の場合

などもあります。 

 肉体と心は本来は別のもので、肉体の欠陥は心の欠陥によ

るのではないのです。ことに先天性の場合はそうなのです。

また、仮に、二、三歳で事故に会い、身体障害者になる場合
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も、その子どもに原因があるというより、むしろ家庭の不調

和に原因がある場合が多いというべきでしょう。 

 

【心に法ありて】P010 

 病気の原因は本人にある。が、しかし、その遠因は、まず

十人が十人、子どものときに、すでに病気の芽を宿してい

る。つまり、家庭環境なり、周囲の状況にあったといえる。

本人をはじめ、その周囲が、ものを正しく見る、中道にそっ

た生活をしていれば、不調和な病気にならなかったはずだ

し、子供の性格に暗さをしのびこませることもなかったであ

ろう。 

 子どもに毒を食うなといっても、いう方が無理であり、毒

を与えない家庭生活がなにより大事なわけである。成人し、

自らをかえりみるようになって、はじめて、ものの道理が理

解でき、人の運命がなにによって運ばれ、また執着の苦悩、

心の重要さがわかってくるといえよう。 

 病気の原因は本人にあるのであるが、しかし、ノイロー

ゼ、精神病の場合は、子どものときに病気の芽を宿し、知ら

ず知らずのうちにそれがふくらみ、長い間のうちに、暗い性

格をつくり上げてきているので、まず、その内向的性格を修

正しなければならない。それには、本人の自覚も大事だが、

周囲の環境、家庭生活がなによりも大事になってくる。 

 患者が出た家庭は、本人だけにそれを望まず、一家全員で

その原因を究明する心構えが必要であろう。そうして、家族

全員が患者の治療に当ると同時に、家族成員一人一人が明る

い生活になり得るよう努力する必要がある。 

 患者によって、家と病院の間を往復するというのも、患者

の家庭が旧態依然の生活であり、患者が帰っても患者を受け
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入れる体制ができておらず、いわば、厄介者扱いになってい

るからである。 

 この際、はっきりいいたいことは、こうした家庭にあって

は、一人一人が明るい生活になり得るよう正道の生活に切り

かえ、患者を正常に戻す努力をしてもらいたいということで

ある。 

 

【心に法ありて】P015 

 子どもの心は白紙であり、赤にも青にも染まってゆく。染

めてゆく者は、ほかならぬ両親の生き方であり、大人たちの

考えや行動にある。日和見の親には日和見の子ができよう

し、愚痴の家庭は不満分子を育てよう。子が親に似るのは、

子が親の生き方を真似るからだ。 

 

【心行の言霊】Ｐ120 

 ・・・ここで親子の関係について、ふれてみましょう。 

 親子の関係はどのようにして結ばれるかといいますと、あ

の世において、あるいは過去世おいて、非常に親しく交わり

を持った魂同士が、あの世で約束をかわし、こんどは私があ

なたの親に、私は子供に、といって結ばれるものです。 

 このために、親子を選ぶ範囲というものはおのずと限定さ

れてきます。その限定の範囲は、 

一．魂同士が非常にあいにかよっている場合。 

一．過去世で親子の約束を強く望む。たとえばある人に非常

に世話に 

  なり、その恩返しをしたいという場合。 
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一．過去世において親子兄弟、友人同士であった場合。 

一．あの世で生活を共にし、親子の約束をする場合。 

 などであります。 

 そうして、まず、親となる人が先に現世に生まれ、あの世

で約束をした魂を待ちます。やがて、さきに生まれた人が成

人し、結婚し、精子と卵子が結合した瞬間に、約束を交わし

た魂が、その胎児の中にはいるわけです。 

 ふつう一般に、妊娠したことが受胎といわれていますが、

受胎とは、厳格には、その胎児に、魂が宿したことをいいま

す。 

 精子と卵子が結合する時期は、さきに現世に生まれ出た人

の想念行為に多分に左右されます。また、約束を交わした人

が受胎しても、さきに生まれ出た人がそんなことを忘れてし

まって、今流行の堕胎や、肉体的無理がたたって流産してし

まう場合があります。 

 このような場合は、あの世の魂の兄弟達があの世に戻った

嬰児を養います。 

 現在我が国では、こうした人為的な人口調整を行っている

例が多いために、あの世の生活に多くの支障を与えていま

す。といいますのは、親子の約束をし、共に魂を磨くその目

的が果たせぬために、あの世に舞い戻った魂は、ある一定の

時間を経なければ現世に出られぬからです。つまり、それだ

け時間をムダにし、魂の進化を遅らせることになります。 

 ・・・ここで現象界に出ている者にとって大事なことは、

己の想念行為は、これから生まれ出る子供の精神と肉体にた

いして、非常な影響を与えるということです。昔から、夫婦
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の交わりには美しい花を見て精神を安定にしてからとか、よ

い音楽を聴くとかいろいろいわれ、プラトニックな愛の心が

望まれてきましたが、こうしたことはよりよい子供を生み、

育てるという意味でも重要なことなのです。 
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３．【丸山先生のご文章からの抜粋】 

 

【１．はじめに】 

 この項には、偉大な主・高橋信次先生から直接指導を受け

られ、偉大な主の説かれた正法を、如何に実践すべきかとい

う実践方法につき、「ひかり」誌に三十余年に亘り掲載してこ

られた丸山弘先生のご文章の中から、『出産・子育て』に関す

る部分を抜粋して、掲載させていただきました。 

 このご文章を読まれましたならば、貴方様の人生観が変わ

るほどの衝撃、感動を覚えられるかも知れません。 

 しかし、感動を覚えられるだけでは、実生活には何の影響

も及ぼしません。感動された思い、その結果変わられた思い

を実生活に実践することにより、如実に変化が現れると存じ

ます。 

 これから出産、子育てをされる方は、素晴らしき愛深きお

子様に育たれることでしょう。いま子育てにお悩みの方は、

その実践を通して、目を見張る変化を目の当たりにされるこ

とと存じます。 

 一度、二度の拝読では、心に響かないかも知れません。 

 愛するお子様のことを本当にお考えでありますならば、心

の奥に響きが感じられるまで、お読みになられますことを、

そして心に響かれたことを実践に繋げて行かれることを、心

からお祈りいたします。 
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【２．丸山弘先生のご文章からの抜粋】 

 

【自分を生かすとは】 

「ひかり」誌：1988-4 月 P005 

 ・・・さて、自分を生かすとは、まず第一に常識豊かな人

間になる。常識は小さいときからの両親との対話のなかから

身につけるものであります。礼儀、感謝にしても、同じよう

に親から学びとるものであります。 

 もし、親子の対話がなければ、常識や礼儀、感謝もない人

間に育ってゆきます。両親の経験したことや学んだことを聞

いて、それぞれ自分なりに取捨選択して身につけ、それを基

礎にして豊かに育ててゆくものです。 

 夫婦の対話、親子の対話のない人、また言葉が思う通りに

出にくい人は、小さいときからの親子の対話がなかったこと

が原因しているケースが非常に多いようであります。人間と

して最低身につけておかなければならないこれらのことを、

先ず身につけることが大切なことであります。 

 

【法を学んで日々思うこと】 

「ひかり」誌：1988-9 月 P007 

 この頃、ペンを握っているときや、園芸をしているとき、

ふと思うことはこの両手がなかったら何も出来ないのに有り

難いなあと、しみじみ自分の節くれだった両手を眺めて感謝

するときがあります。この両手がなかったらあれもしたいこ

れもしたいと思っても何一つ出来ないんだ………と思うと、

こんなことを考えないときは当たり前、そんなこと当然と思

っていたことがどんなに恐ろしいことかと思います。 

 大切なのは両手ばかりではありません。二つの目がなかっ

たらこれこそ何も出来ません。一歩も動くことも出来ませ
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ん。また、両足がなかったらこれも大変なことです。口がき

けなかったら、何一つ自分の意思を他に伝えることが出来ま

せん。例え口が動いても、声が出なければしゃべることは出

来ません。耳も二つ揃っていても、聞こえなかったら、非常

に困ります。先ず喋ることに自信がなくなってゆくだろうと

思います。聞くことによって喋ることが出来るからです。鼻

も大変重要な役割を果たしています。臭いがかげなかったら

深くものを理解することが出来ません。その他肉体のどれを

一つとって見ても不必要なものはありません。神は私たち神

の子に対して、何一つ不自由することのないようにと考えら

れて生きてゆく上に必要なものは総てお与え下さっていま

す。 

 しかしながら、神が総てお与え下さっているにもかかわら

ず、その内の何処かの機能がうまく作動してない場合が非常

に多く見受けられます。神のご意志と違ってしまっていると

いうことは、そこに何らかの原因がなければならないはずで

あります。この世における自分の修行の都合のための場合も

あるかもしれません。 

 私の短い修行の過程で申すことは非常に危険なことかもし

れませんが、一つの参考として知っていただければ幸いと思

います。 

 その多くは親との関係に原因があるように思われます。お

母さんのお腹に宿ったときからその影響が始まります。それ

は、そのときからお父さんとお母さんの一秒刻みの思いと行

いが総てその子供に影響しているということであります。ま

た、生まれてから三歳までの親の愛情と親子の対話が非常に

重大な原因をしてきます。 

 今日現代医学を通してや、またはいろいろな体験を通し

て、または知識的に、想像的にその原因や、治療について、
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また育児についての意見が発表されておりますが、狭い体験

や、小さな人間の知識の世界で議論することはなかなか難し

いことだと思います。それは何故かといいますと、その世界

は神のはんちゅう（範疇）にあるからであります。神のみ心

を知らないでその世界に入ることは許されないことでありま

す。そして考えたときに、このようなことは勿論、人間神の

子の運命や生命に関したことは総て神のみ心を学び、しか

も、神からその使命をいただいた方でなければその指導が出

来ないということであります。 

 指導的な役割をもった魂であってもその人自身、神のみ心

を知ることがなければその使命を果たすことは出来ません。

また、その使命をもった人で神のみ心を学ぶことが出来たと

しても、法を中心とした精進努力がない、つまり法＝神のみ

心に沿った生活実践がなければその魂を通しての実在界から

の協力はありません。いくら正法を口で叫んでいても、その

実践がないと人に対して指導することが出来ません。言い換

えますと、その役割を頂いている魂であろうとも、自分が自

覚し、あらゆる困難と苦悩にぶつかりそれを乗り越える精進

努力がない限り、その心的使命に目覚めることは不可能であ

ります。自分が自覚し自分を大切に生き得た分だけしか、人

を大切に生かすことは出来ないのであります。 

 その実践が法に適った正しいものであるかどうかは総て自

分の心が判定するのです。その一つの結果の姿としてその人

の魂から出る後光（オーラ）があります。その後光だけでも

その人の心の遍歴や状態が簡単に証明されるのであります。 

 この地上界での私たちの生活は何一つ分かることのない暗

中模索の毎日であります。自分自身に頼ることだけが総てで

あります。ですから直ぐ脱線してしまいます。どうしてよい

やらわからないために、悩み苦しみます。そのときが自分自

身、本当の自分との出会いが始まります。自分の善なる心と
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の対話を始め深めてゆき、やがて法に辿り着いたとき人は救

われ真実の自分を知ることが出来るのであります。 

 初めの肉体の機能の不調和なことにもどりますが、肉体は

小宇宙だと先生は教えておられますが、神がお作り下さった

ものですから、神のみ心に沿うように一生懸命に法を学び生

活に生かし感謝と愛の実践をしていったときに、必ずや神が

お与えたもうた姿に帰していただくことが出来るのでありま

す。 

 如何なる難病であろうとも、父なる神のみ心を学び生かし

てゆけば必ずやこの地上での修行の機会をもう一度与えてい

ただけるのであります。それには感謝の心と素直な心とが大

切であると先生はお教え下さっています。どんなことでも心

から有り難いと感謝して頂ける心こそ自分を救い生かして行

けるのであります。小さな小さな自分の能力なり判断力で何

が分かるというのでしょうか。清らかな美しい素直な心は、

感謝と共にあり善なる心が神のみ心へと導いて頂けるのであ

ります。 

 いまどんなに名誉、地位、財産、お金があろうとも決して

そこには真の幸福はありません。この世の中は、お金がある

人は幸せだ、お金を儲けることのうまい人ほど立派だとして

いるし、また、学校では勉強が上手な人ほど素晴らしいと言

っております。果たして、お金のない人やお金を儲けること

の下手な人、勉強の出来の悪い子は駄目な人間なのでしょう

か。これらの人たちも神の子として、総て太陽の熱、光を平

等に頂いているのであります。それにもかかわらず人間が勝

手に作った偏った物差しで神の子を推し量ったとしたら、ど

んなになることでしょうか。 

 お金がなくとも勉強ができなくとも駄目なことはありませ

ん。人それぞれの使命のもとにいま在るということでありま
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す。自分が何者で何をなしに来ているのかも分からないくせ

に他人のことなど分かる筈もありません。「他を語ることな

かれ、他は己の姿である。己を語れ、正直に己を語ることに

よって己の心は開かれん」、正にこの通りだと思います。 

 神のみ心をいくら自分の頭で考えようとしても分かる筈が

ありません。無駄なことであります。いままでやってきた頭

で考えるという癖を止めましょう。いつも心を開いて聞くよ

うにし、心にあることをそのまま語るように、また心で判断

するように努力をしてゆくことが大切であります。 

 私たちの善なる心はいつも何かを決意しております。その

決意を自分の心に素直に実践してゆくことが出来るかどうか

によってその人の幸せや苦しみがあるのではないかと思いま

す。 

 その決意を実践するためにはあらゆる障害を乗り越え創意

工夫をして努力をしたときに心が満たされます。幸せといい

ます。しかし、その実践する勇気のない人は何時までたって

も同じところをぐるぐる回っており、その心はどんどん苦し

み悩み、やがては精神的に肉体的に病んでゆきます。重い心

の足を勇気を出して一歩前へ出しましょう。そうすれば案ず

るよりも易しといいますか、次の足も自然に前へと出てくる

のです。 

 自分に素直になりましょう。そうしてゆく中で心は晴れ晴

れとして明るくなり、身も心も健全となってゆくのです。心

をいやし肉体をいやしてゆくことによって更に心は豊かに明

るく暖かく高まってゆくことでありましょう。 

 いま貴方の周辺に困難と苦悩が渦巻いていようとも不幸で

はないのです。いまやっと貴方が神のみもとに救われるチャ
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ンスを頂いているのです。その苦難こそ貴方を救ってくれる

神の慈悲なのであります。 

 いますぐ高橋信次先生の『心の発見』をお読み下さい。

『人間釈迦』を読んで下さい。そこに貴方の救われる道が説

かれてあります。今生だけでなく永遠に神のみもとに救われ

てゆけるのです。 

この地上での生活は今日限りで明日はないかも知れませ

ん。そういった中で私たちはいまテストを受けながら生かさ

れているのであります。一秒一秒が二度と帰り来ない真剣に

生きなければならない時であります。 

己を生かし他を生かす『愛』一杯の心で今日も生きましょ

う。感謝と喜び一杯の心で生きましょう。誇り高く勇気をも

って生きましょう。一人でも多くの人にこの喜びを捧げまし

ょう。そして神と主に対して限り無い慈悲を頂いていること

を感謝いたしましょう。 

 神と高橋信次先生に対してこの溢れる法悦を捧げます。 

 

【己を生かす】 

「ひかり」誌：1989-11 月 P007 

 人間は誰でも心で理解することも、ものを見ることも皆一

緒と思っていましたが、正法を学んでいくうちに、顔が違い

性格が違うように、それぞれ皆違うのだということが初めて

分かりました。同じ言葉を聞いても、理解の仕方が皆違うこ

とを知って大変驚きました。 

 また、大方の人が理解しているのに、一部の人は聞いてい

ない部分があったり、また、全く聞いていなかったりしてい

ました。意識は、同時に二つ以上の方向に向けることが出来
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ないわけですから、聞いていなかった人は、いっときの間話

してくださっている人の話しを聞かないで、他のことを心の

中で思っていたのです。ですから、そこだけが抜けたわけな

のです。 

 一生懸命に聞いていたけれども、その話された意味が理解

出来ない人もいます。また、自分の思っていることを充分に

話すことが出来ない人もいます。重症の人になると、見るこ

とが出来にくかったり、聞くことが出来にくい、或いは、話

したくても、言葉が口から出にくい人もいます。これまで法

を学んできた中で、このような方に沢山お目にかからせてい

ただき、初めて人間の心の実態にふれたように思いました。 

 神がおぼしめされて、この大宇宙をお造りになられ、いま

のこの一瞬も神のみ心の通りに、精妙に生き続けています。

私たち神の子もまた、神のご意志によってこの地上に出させ

ていただきました。私たちは神のご意志の通りに、この地上

を生きていかなければならない、生きることをお誓いしてこ

こにいま出させていただいた訳でございます。生まれた環境

の違いも、また自分自身が考えに考えて計画し、お願いして

出させていただいたとお教えいただきました。 

 私たちがこの地上に出るには、父、母という両親のご縁を

いただかないでは生まれることは出来ません。生まれる前、

お母さんのお腹にいるときから、ご両親の思いと行いの影響

を受けてくることも教えていただきました。 

 現実にこうした方々にお目にかかって、どんなときも心の

調和が大切なことを知りました。 

 特に夫婦は、深い愛によって結ばれていないと、その影響

が子供に伝わっていき苦しむことになることを知りました。

先生は愛する子供の死や病気、怪我などは殆どがその親に対
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する警告だと教えてくださっています。如何に夫婦が円満に

生きなければならないか、その責任は重大であることを知り

ました。 

 両親が子供に対してお互いに心からの愛を与えておれば、

皆心身共に健全な子供に育っていくことを知りました。それ

が、お父さんなり、お母さんが自分勝手な都合により、子供

に対する愛の手抜きをすれば、必ずその付けは、何時の日か

必ず初めに述べましたような形となって、巡ってくるのであ

ります。世の父や母は、このような事態に立ち至っても、ま

だ自分達の愚かな諸行の故と気付かないのであります。挙げ

句の果てには、お前が悪い、貴方が悪いからなったんだと言

って喧嘩になります。 

 結婚は、名誉のためにするものではありません。地位を得

たいためにするものではありません。お金や財産を中心に考

えてするものではありません。また、親が結婚するのではあ

りません。子供が結婚するわけですから、子供の意志が充分

に尊重されたものでなくてはなりません。結婚する者同志が

愛を根底にしたものでなければ、必ず破綻するでしょう。何

故かと言いますと、名誉、地位、財産、お金、学歴というも

のは、この世だけの無常なものでありますから、それらの

「もの」を中心とした場合は、神のみ心に反するからであり

ます。 

 夫婦、親子は、限り無く愛しあい、この世で出合えたこと

を神に感謝しなければなりません。父ということも、母とい

うことも、子供が生まれた時から呼称しますが、真の父と母

は、これからの長い子育ての課程で、徐々に父となり、母と

なっていくのであります。それが、いきなり父や母になった

ようでも心は未熟なので、ついつい自分の思いや行いを優先

し、子供に対して深い愛の手を差し伸べることを手抜きして

しまいます。つまり、夫婦がそれぞれ自分の我欲を中心とし
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た、サイクルで子供を育てていきがちであります。それで

は、心豊かな、明るくて暖かい子供は出来上がりません。 

 子供を深く深く愛して育てたぶんだけ、その子は愛の豊か

な人間として成長していくことは、間違いありません。母の

お腹にいるときから、父と母、二人の調和された愛情という

エネルギーによって、子供の肉体細胞の分裂が出来成長する

のだということを、教えていただきました。夫婦が不調和で

あれば、既にお腹にいるときから、子供の心身の不調和も始

まっているということになります。 

 先生は、三歳までにその人の人生の三分の二までが出来上

がってしまうのだと、教えてくださいました。夫婦は寝ても

覚めても常に話し合うことが大切であります。心を裸にした

話し合いを積み重ねることによって、より信頼が増し、愛情

もまた大きく育っていくのであります。親子の場合も、調和

された両親がいつも子供を褒めたたえながら、明るく楽しく

話し合い、子供を中心とした家庭生活をつくるように努力し

ておれば、必ずや心豊かな子供に成長するのであります。 

 両親からの愛情が不足して育ちますと、心が歪んできます

から、性格的にも円満な子供でなくなり、その心の状態は年

老いても何時までもそのまま持ち続けていきます。子供に対

する愛情は両親以外の人は与えることが出来ないと思いま

す。 

一組の夫婦が調和した生活を営むということが、如何に重

大であるかということがお分かり頂けると思います。心美し

く清らかな子供の心を傷つけるのは、最も愛する筈の両親や

家族であり、心ない教育者ではないかと思います。 

 今日の教育は学問が優先で、最も大切な心が失われてしま

っているからであります。殆どの教育者には神のみ心があり
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ません。したがいまして、自分を愛し人を愛するということ

が理解されていません。教育の根本は「愛」であります。愛

は父と母から頂き、それを土台にしてより豊かに自分自身が

培っていくために、いまこの世に生を頂いているのでありま

す。若しその課程がうまく出来上がってきていない人が教育

者としてあるとすれば、神の子をお預かりすることで自らの

魂を磨いてくることを願ってきたとしたら、誠に恐ろしいこ

とだと思います。 

 先生は、学問は知識であり知恵の呼び水であるとお教えく

ださいました。また、病気は真の人間である心が病んでいる

から、乗り物である肉体もまた病む姿であります。その魂の

歪んだ心を修正しなくて、いくら薬を飲ませたり注射をして

も、いたずらに自動車の板金修理をしているのと変わらない

ことで、その車に乗っている人を治療していない、つまり、

その根元を治療していないのであります。 

 このように、教育を見ても、医学を見ても形にとらわれて

しまい、真実が分からなくなってしまいました。私たちは、

心正しく生きる学習のために、いまこの地上に出させて頂い

たのであります。心正しくとは、如何に神のみ心に沿って生

きるかということであります。心こそ総てであります。 

 仕事も自分の心を磨き豊かにする一つの手段にしか過ぎま

せん。仕事を通して、己を生かし他を生かすという、愛の学

習をさせて頂いているのであります。経済は足ることを知っ

て相互に生かし合うものであって、相手を攻め倒すものでは

ありません。経済力、財力、政治力、法力、力のつくものは

総て神のみ心ではありません。地獄は力関係の世界でありま

すが、天上の世界は、愛の世界であるからであります。 

 お金や財産はこの世だけのもので、あの世まで持っていか

れるものではありません。前にも述べましたが、肉体を初め
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名誉、地位、財産、金というこの世限りの無常な「もの」

は、真に正しいものではありません。真に正しいものは、肉

眼では見ることは出来ません。肉の手では、触れることは出

来ません。このため人は、肉の目で見え、肉の手で触れるも

のこそ正しいものと錯覚してしまったのです。 

 肉の目に見え、肉の手で触ることのできるものを、「も

の」と言います。この「もの」には、総てにその意識が同居

しています。その意識の中心を心といいます。その意識は心

の目でしか見ることは出来ません。反省して心を浄化してい

ったとき、心の目が開かれ見ることが出来ます。先ず自分自

身の心の欠点がどんなものであるか分かっていなくては、修

正していくことは出来ません。そこで、自分の心身が健全で

あるかどうかを点検して見ましょう。 

 愛する我が子の心身が、健全であるかどうかを早急に点検

して見ましょう。若し、不健全なところが発見されたら、法

によって自分の心を修正しましょう。また、子供にたいして

は、愛を二歳三歳のときに帰って与えましょう。神は、神の

子に対してその過ちを許される慈悲として、反省ということ

をくださっています。反省については、人間釈迦または月刊

誌を読んで学習してください。 

 また、如何に厳しい環境に生まれようとも、総ての魂が歪

むということはありません。魂のバランス感覚のしっかりし

たものは、自分自身が悟ってその歪みから立ち直ることが出

来ます。過ぎ去った人生の厳しさが終わって、やれやれとい

って安楽の中に安住してはいけません。厳しかった環境や、

厳しかった父や母がくださった、善は善として自分の中で大

きく育て生かしていくためのものであります。 

 父と母にいやなことがあったとしたら、それは必ず自分自

身にもあるものであります。自分自身の中にあるものはどう
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しても気付きにくいものであります。ですから、幼いときか

ら父や母のいやな姿を見ながら、自分は大人になったらあん

なことは絶対にしないでおこうと、心に堅く誓って成長する

のです。でも、殆どの人は、大人になったら父や母と同じい

やなことをして、人から嫌がられているのであります。 

 私たちは、あの世から選んできた生まれた環境の中に、自

分を最大限に生かす「かて」を秘めて来ているものと思いま

す。ですから、何時までもその選んできた環境を、生かして

いくように精進努力すべきものと思います。昔から諺に「他

人の苦労を買ってでも苦労せよ」ということがありますが、

正にその通りだと思います。この世は精々苦労すべきだと思

います。苦労を経験していく中で、人から頂く暖かい愛が心

に染み渡り、心から感謝を捧げるにはどうしたらよいかを考

え、人の愛を通して神の慈悲を知っていく人もあることでし

ょう。過ぎ去った人生の中で、一番苦労した時が一番充実し

た幸せなときであります。そしてこのときに法に触れていく

のです。 

 また、大自然を通して神の慈悲を悟っていかれる偉大な方

もおられますでしょう。いま静かにお釈迦様、イエス様、高

橋信次先生のお選びになられた環境を思いますとき、それぞ

れが厳しい環境にお出ましになられ、苦労の末大悟していか

れたのでした。先生には、何時までも生まれ故郷にお帰りに

なられて、田植えや秋の取り入れをされていたことがご著書

に書いてありましたが、その深いお心のほどが偲ばれ胸が熱

くなります。父や母の苦労しておられたお姿を何時も思い出

し、心からの感謝を捧げながら生きることが、真の供養では

ないかと思います。 

 私は、神のお導きにより、この人生でこれまでに多くの魂

と出会い、そして別れました。今日も一人の魂と今生の悲し

い別れをいたしました。その方々の計り知れない愛の供養に
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よって、いまあることを心から感謝いたします。残された道

のりの中で、この頂いた宝を精一杯生かしていきたいと念じ

ております。お目にかかった多くの魂が平安でありますよう

にお祈りいたします。 

 神に対し、主に対し、いまこのようにお救い頂きました悦

びを捧げて感謝いたします。 

 

【愛】 

「ひかり」誌：1990-10 月 P007 

 私の家の近くに住んでいる私の大好きなＭちゃんは、幼稚

園の年中組に通園している女の子です。 

 赤ちゃんの時からいつもお母さんと公園の砂場で一緒に遊

んでいるのを見掛けました。 

 一般のお母さんや子守をしているお婆さん方は、子供を遊

ばせているか遊んであげておられるのですが、このＭちゃん

のお母さんは、自分もその子のお友達になって遊んでおられ

るのです。いつ見てもＭちゃんに対してキーッとかカーッと

なっておられる姿を見たことはありませんでした。 

 このお母さんは法を学んでおられる方なので、さすが一般

のお母さん方とは違うのですね。 

 私はお会いするごとに『感情的になって怒らないで、Ｍち

ゃんの言うままに遊んであげてください。お母さんの感情が

入って怒ることは、この世に出てきて初めて恐ろしい人に出

会うのがお母さんになるわけですから、いつもニコニコと、

やさしく暖かく愛情を差し上げて下さいね。これからあなた

は初めてお母さんにならせて頂く訳ですからね。どんな方も
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子供を産んだから、即座にお母さんにはなれないのですよ。

この世に出る前の天国で、この M ちゃんに今度地上界に出た

ときには、未熟な者ですが是非ともあなた様のお母さんとし

て修行させて下さい。お願いします。と頼んで出てこられた

のです。愛豊かな神の子になるために、夫婦、親子、兄弟姉

妹となって頂く方を選んでお願いして出させて頂いているの

です』などとお話をさせて頂き、この M ちゃん親子の成長を

陰ながら楽しみにして見てきました。 

 そのお母さんは本当に子供が好きで好きでたまらないとい

う感じで、とてもとても自分の子供を怒るどころか叱ること

も出来ない方のようです。 

 あんなお母さんこそ、我が子を目の中に入れても痛くな

い、というのでしょうね、と砂場に集まっているお母さん方

も言っておられるように聞きました。 

 子供を遊ばせている、遊んであげているお母さんやお婆ち

ゃんは、きっと非常にお疲れになられると思います。 

 なぜお疲れになるかと言いますと、大人の立場で遊んであ

げておられるからなんです。つまり心の腰を曲げて仕方なし

か、それともいやいやで遊んであげておられるからだと思い

ます。その赤ちゃんなり、幼児の次元まで降りて遊んであげ

ることを知っておられないからでしょうね。どのお母さん方

も、もう一人前のお母さんになっているつもりなんですね。

しかしどうした訳かいつも「母親役」で苦しんでおられるの

です。 

 大人の次元でしかも自己中心の思いが強いのと、子供は産

んだけれども心は成長していないものですから、初めての育

児とご主人のことでイライラと格闘しているのが大方のお母

さん方ではないでしょうか。 
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 これまでに誰しもが、良いお母さんになるために沢山の育

児のご本をお読みになられたことでしょう。また、自分のお

母さんや先輩たちの経験を沢山聞いて来られたことでしょ

う。 

 しかし子供との心の交流がなかなかうまくいかないので苦

しんではおられないでしょうか。 

 まず育児においていつもかもイライラしておられるようで

あれば、それは真の母親になる方法を知っておられないお母

さんだと思います。一番可愛いはずの我が子に鬼のような傷

を与えているとしたら、それはとんでもない悪役のお母さん

だと思います。赤ちゃんの時から子供はその受けた大きな傷

を引きずって痛い痛いと思いながら一生を生きてゆくので

す。 

 その原因はどこにあるかと言いますと、それは心の問題に

なるのです。 

 心ある人間、心ある女性、にならない限り一気に愛豊かな

妻、愛深き暖かでやさしい母にはなれるはずがないと言えま

しょう。 

 いくらどんなに立派な学者や、育児の経験豊かな専門家や

女性であろうとも、真の母親教育や指導は出来ないものと思

います。 

 なぜなら乳児または幼児に対する母としての心の在り方、

心の指針が説かれていないからであります。学問をどれだけ

深く学修されようが、どれだけ多くの赤ちゃんを取り上げよ

うとも、いかに多くの幼児を教育されようとも、それは自分

を中心とした単なる知識か体験上でのことにしか過ぎないの

です。しかも、その育児書をお書きになられた諸先生方は、
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果たして自分のお母さんから十分に正しい愛を頂いてこられ

たでしょうか。また、自分の子供に対して母なり父として正

しい愛を差し上げてこられたでしょうか。 

 そうお尋ねしますと、きっと一斉にその方達は「さあー」

とおっしゃられると思います。 

 心の正しい指導は、学識経験者とか経験豊かだからという

だけでは出来ない分野なので、それは「法」を学んでおられ

ないからです。先祖代々からの世のお母さん方もまた「法」

を聞いてきておられないから当然のことであります。人生の

意義、人生の目的と使命を知らないでは、人間としての正し

い心の在り方、女性として妻として母としての心の正しい在

り方を知らないのは当然のこと、どうして良いのか分からな

いで生きているのがほとんどの人だと言っても過言ではない

とさえ思います。 

 このようにして考えて見ますと、世の中にあるほとんどの

書物は、その著者の考え方か、体験つまり思想ではないかと

思います。 

 この世では最も正しいというものが余りにも多いために、

どれが最も正しいことなのか判断がつきかねるような有り様

であります。しかし、最も正しい物差しがあるのです。それ

は太陽を中心とした精妙な大自然の運行の姿であります。太

陽を一つ取り上げて見ても、太陽の熱、光は地球上の総ての

人に差別することなく、公平に偏ることなくしかも永遠に変

わることなく、常に自分をいかし他を生かしているのであり

ます。この神仏の大きな慈悲が最も正しい規準なのでありま

す。この規準に照らしてみればどんなことを言っておられよ

うが、それは正しいことなのか、それとも単なるその人の思

想に過ぎないかが、一目瞭然と判定されるのであります。 
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 思想とは、かつての軍国主義や資本主義、共産主義、社会

主義といった人間の一つの考え方に過ぎないものでありまし

て、永遠に不変のものではありません。 

 しかし、大自然の移り変わりに見られるこの宇宙の神理こ

そ、永遠に不変、不偏、不動であり、これこそが神仏が我々

盲目の人間にお与えくださっている心の指針であります。 

 このことは単に育児問題だけではありません。この世の中

のこと総てにおいてそう言えるのであります。 

 大宇宙の神と主のみ心を知らない限り、育児も教育も医学

も科学も政治も会社経営も経済も家庭の調和も大自然と人間

との調和も正しいものにはならないのであります。人間の考

えだけでは、必ずや苦しみが付きまとうこととなるのは当然

のことであります。 

 人間一人一人が直接神の働き掛けにより生かされているの

に、それを自覚しないで自分中心の考えだけで生きたとして

も、そこにその人の心の調和があるはずはありません。誰が

考えても至極当然のことであります。 

 大分話が脱線してしまいましたが、この辺で元の話に戻り

ましょう。 

 Ｍちゃんはいつのまにかもう幼稚園の年中組となり、幼稚

園では先生の補佐役のようにして、お友達のお世話をしてあ

げているとのことです。いかにも楽しそうに生き生きとして

活躍しているようなんです。この姿は、出しゃばりか、かま

いた好きの姿ではありません。人の世話好きタイプでもない

のです。 
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 このＭちゃんは他のお子さんと違って自信があるからなん

です。 

 その自信とは、それは神仏のみ心を知っておられるお母さ

んから愛を一杯頂いているからであります。正しい母の愛を

心に豊かに頂いているから、心が満ち足りているのです。心

にあふれるほどの愛が満ちている人は誰でも、虞（おそれ）

がありません。勇気があります。回りの人々にその愛を分か

ち与えたい、差し上げずにはおられない心になるのです。こ

の姿こそ神の子の真の姿でありましょう。自分を人に供養す

るということはこういうことを言うのです。 

 皆様は既にお気付きのように、心豊かな人は小さい時から

回りの人たちに対して、自分の愛を分かつ供養をしているの

です。 

 このようなことはいくら頭で考えても出来ないのでありま

す。心が広く豊かでそこに愛が満ちあふれていない限り、人

に差し上げることは出来ないのであります。 

 今日のように文明が進めば進むほど、愛に飢えている人が

非常に多くなっております。いくら年老いていてもいつまで

も人に甘えたい、人の愛を欲しい欲しいと心の中で訴えてい

る人が、非常に多いのであります。 

 このように考えて見ますと、世の母親の心の在り方が非常

に重大であることに気付きます。 

 この世の一人でも多くの人が神理を学び、神仏の心を心と

して生きるようになれば、その地域の家庭は調和され、地域

社会もまた調和され神仏の光に満たされいやがうえにもます

ます大調和されていくことでありましょう。その究極の姿が
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仏国土ユートピアであろうと思います。一日も早く地球国家

が誕生するよう念じてやみません。 

  主よ 本日は偉大なお計らいを頂き身に余る光栄に感激

いたしました。 

有り難うございました。心からの感謝を捧げま

す。 

そして総ては自分の心に在ることを分からせて頂

きました。 

これからは益々己に厳しく貴方様がお導きくださ

った道を精進してゆくことをお誓い申し上げま

す。 

この地にお出でくださった記念の日に感謝を捧げ

て 

て 

【しっかり生きる】 

「ひかり」誌：1990-12 月 P006 

 正法を学んでゆく過程においていろいろな方を知った。こ

れまでの一つの画一された世界では到底会うことができなか

っただろうに、主は私にいろいろな人生を見せてくださっ

た。 

 ある方は愛人といわれる方の子供としてこの世に生まれ

た。物心がつくまではなんにも感ずることはなかったが、高

校へ入学するようになったころから、自分の母は世間のお母

さんと違う、と思うようになっていった。父と一緒に生活で

きない境遇をなぜか暗く寂しいものとしていつも心の片隅で

考えるようになっていった。そして恥ずかしいことから次第

にこの人生を呪うようになっていった。そしてやがては自分
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の母を恨み、父とはいえない人を憎み苦しんでゆくようにな

っていった。 

 自分はとても普通の結婚はできない。それよりもこんな人

生なんかもういやだ、一日も早くこの世を去りたい。死にた

い。そうだ。美しい天国へゆこう。この世になんの未練もな

い。毎日毎日は暗い地獄の心で過ごした、青春とは程遠い

日々であった。 

 私はなぜこうも不幸なんだろうか。私ほど不幸な者はいな

い。 

 苦しみ悩み苦しみ抜いて、いろいろとその苦しみから抜け

出るために道を求めて歩いた。 

 しかしますますその自分を包むベェールのような影は、濃

くまとわりつき離れようとはしないのであった。普通の若者

であったならば、これからの人生、未知の世界に対する希望

とあこがれで胸がふくらみ、楽しいはずであったのに。 

 人生の裏道をとぼとぼとたどってきたこれらの人々の心労

を想像すると、ひとりでに涙があふれてくる。人にはいろい

ろな人生がある。神に許されて出させていただいているこの

人生。 

 なにかこの自分の人生に秘められている真相を知って生き

ねばならないのではなかろうか。だれの人生も神に許された

この人生修行の真実なものがある。それは我が心に記録され

ている、と教えてくださっている。その自分がこの世を生き

てきたこの人生を選んできた隠れた心の修行目的がある。 
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 ヘレンケラーに見るこの世では最も厳しい盲目ろうあとい

う環境を選び出てこられた方に見るように、厳しい肉体的な

環境を選んで出てこられている方もおられるようである。 

 経済的にも厳しい環境の方もおられると思う。 

 また、ゴーダマ・ブッダのように生まれ落ちるなり母と別

れた方や、この世の事由で母や父と生き別れというつらく厳

しい環境を選び出てこられた方もおられる。その厳しい環境

のありようは筆舌に尽くしがたく千差万別である。これも神

意のお計らいのゆえと思う。 

 この今ある環境をひもとく道は、法を学び実践する以外に

はないのである。自分という領域から外れないと、そのカギ

を開けることはできない。 

 一人の悩める母がいた。その母は何人かの自分の子供に背

かれてしまったのである。その方から母と子のこれまでの生

き方を聞いた。 

 その母は自分のお腹を痛めて産んだ我が子を愛することを

知ってはおられなかった。真実の愛、激しい真の母の愛を知

ってはいなかった。自分も弐度目の母から愛をいただいては

いなかったのである。 

 愛はその愛が深ければ深いほど、大きければ大きいほどそ

の与えかたも激しいものである。 

 抱き締めるときには、だれの前であろうがなにはばかるこ

となく、またなんの恥じらいもなくかき抱くのである。愛す

る子が、襲われようとしたときには、たとえ父親であろう

と、母は自分の身を盾として愛する我が子をかばう。我が命
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を捨てて愛する我が子を守ろうとするものこそ、真の母であ

ろう。 

 愛が深く激しければ激しいほど、母として子に対する対応

もまた厳しい節度に満ちているものである。その愛する子を

叱るときには、母もともに神からお叱りを頂くような心で、

泣きながらせつせつとして母の悲しい心情を打ち明け諭し、

我もまたその立場に立つのである。 

 その子は母の悲しい心情を心から汲み取り、愛する我が母

を悲しませた自分自身の愚かさを悟り、悔い改めてゆくので

ある。もう二度とこの愛するかけがえのない我が母を悲しま

せてはならない、と固く小さい心に誓うのである。 

 叱ることは、上から頭ごなしに怒鳴りつけることではもち

ろんない。心の同じ立場に立って考え、悩み、苦しみ、深く

深く思いやることであろうか。ともに笑い、ともに悲しみ、

ともに苦しみ、ともに泣くことである。心が一段と通じあい

心が暖かくなり、一段と愛と勇気が心身にみなぎってくるも

のである。そして愛する我が子が一段といとおしくなるので

ある。 

 また、子もまた我が母に対して母の愛の深さ激しさを心か

ら悟ってゆくのである。たがいの絆はこの日々の繰り返し揺

り返しによって深く深く激しく激しくなり、やがては大きく

大きく豊かに豊かになってゆくのであろう。母も子もともに

大きな深い神と主の慈愛を涙とともに心でかみ締め感動しな

がら生き続けるのである。 

 ここに見るような素直な母と子のつながりがやがては回り

の人への大きく深い愛へと育ってゆくのであろう。暖かく柔

らかな心をいやがうえにも、より豊かなものとして成長させ

てゆくのであろう。 
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 我々は愛に激しく激しく燃えて、人生をしっかり生きなけ

ればならない。 

 再び帰りこないこの人生を神と主のみ心のままに、悔いの

ないように大切に深く生きねばならないと思うのである。 

 深く深く生きることによって初めて人生の深遠な心の悦び

の世界を知ることができるのである。 

 主のお導きにより、この一年いろいろな方々にお目にかか

らせていただき、これまで知らなかった人生を知ることがで

きた。このお導きをこれからの私の人生に生かしてゆきたい

と考えている。 

 この一年間は、自分の足を出さないまま、心で悩み苦しみ

考えた時の連続であったような気がする。これまでにないく

らい我が周辺が混乱した年でもあった。何人もが病に倒れら

れた。これも我が身のなせるゆえと、心で悩み嘆き、その供

養への道へ入ることの決心を誓ったのである。 

 これもあれも主がこの愚かなこの私に何をしている、厳し

く慈愛深く諭された現象ではなかったろうかと思っている。

鈍重で自己中心の心の強い怠惰なこのどうしようもない心を

厳しくむち打ってくださっているのでは、とまたしても身勝

手な夢を追っている。 

 甘えのほか何ものでもない。甘えとは自己中心の弱者の姿

である。しっかりと生きねばならない。明日という新しい神

の厳かなときを迎える前に、何としても一段上がらねばなら

ないのだ。その前に今すぐ立ち上がろう。だれのためでもな

い自分の幸せのために心の目と耳を澄まそう。今宵が遠くに

去ってゆかないうちに。 
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  神と主に対し これまでにいただいた 

大きな悦びを捧げ 感謝いたします。 

 

【夫婦の調和】 

「ひかり」誌：1991-5 月 P009 1991-6 月 P008 

1991-7 月 P006  1991-8 月 P006 

 高橋信次先生は夫婦の調和についてご著書『人間釈迦』の

中で次のようにお説きくださっています。 

 『一夫多妻の底流には、男尊女卑の思想が流れており、女

は男の道具でしかなかった。 

もともとこうした思想が生じたのは、男は腕力にすぐれ、

女はそれに憧れを抱くようになったからであった。いってみ

れば力がすべてであり、力は正義であり、弱肉強食の動物界

の姿が人間社会に持ち込まれていたといえるだろう。 

力は正義とする思想は、今日でもなお人々の底に流れてお

り、この思想がいろいろな面に顔を出している。政治も、経

済も、教育も、国と国との外交にしても、昔ほど露骨さはな

くなったが、最後の切り札となるものはやはり力である。 

軍拡は無益だといっても、米ソを頂点として、どんな小国

といえども、多大の犠牲を払ってもこれに力をそそいでいる

し、経済は競争を建て前として動いている。また教育にして

も、才能教育、天才教育が幅を利かせ、科学技術が何よりも

優先している。 

腕力から頭脳に･････昔と現代では、その力のおき方が単に

このように肩代わりし、形を変えているにすぎない。 
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男のこうした世界に対して、女はそれに魅力を感じ、追随

している。 

一夫一婦、男女平等とはいえ、心理的に男女にこのような

心の動きがあるかぎり、男尊女卑の弊はなかなか崩せまい。 

この弊を崩すには、まず六根という煩悩から離れることだ

が、平均的な考えは、まず男にあっては、力は正義とする本

能的思考を改めることだ。 

力は正義とする煩悩は、地位、名誉、権力欲などを生じせ

しめる自己保存が根底にあるが、現実的には、孤独感、対立

感、そして競争心、こうした煩悩に火をつけることになる。 

煩悩の執着点は常に虚しく、救いのないものである。先を

争い、地位や名誉を得れば、肩の荷は重くなっても、心の安

らぎはますます遠のいて行く。 

心の安らぎは、自分と他人との壁を外し、助け合う愛の共

同社会にしかないものである。 

 愛の共同社会は、そのまま天国の社会を映しだしている。 

一方、女性の心的地位の向上は、肉体的自己愛から脱却す

ることである。 

男が頼もしく、頼り甲斐があると見える心的発火点は、男

とはちがった自己の肉体に対する偏愛（へんあい）が病巣で

あろう。 

腹を痛めた我が子は自分の分身のように思い、我が子を養

育できるのも、こうした自己延長の偏愛が一つの支えになっ

ている。 
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男女の数はあの世もこの世も一対一であり、男が少なく、

女が多いということはない。地上における男女の比は、戦争

や、その時々の思想、行為によって多少のアンバランスをみ

ることはあるが、男女は、もともと平等に出来ており、一夫

一婦は神の計らいなのである。 

女性が男性と対等の立場に立つにはまず経済的基盤が必要

と考える人もいるが、それは、経済優先の今日の社会思潮が

生んだ思想であり、この考えには、もともと無理がある。家

庭や子の養育は誰がするかである。 

親子のつながりは約束ごとであるし、その約束ごとは家庭

を通して果たされていく。 

生まれた子どもは、国や社会施設で面倒を見ることになれ

ば、こうした約束事が果たされないばかりか、員数教育に流

れ、片寄った思想が育ち、混乱に輪をかけることになろう。 

女性の役割は家庭にあって、次代の子弟を正しく養育する

ことであって、それは男とはちがった役割を持つものなので

ある。 

つまり、女性が子を産み、子を養い、子を育てることによ

って、私たち人類は絶えることなく、連綿とそのきずなを保

つことができる。 

もし、女性のこうした役割がなく、子を生むことがないと

すれば、私たちは過去と現在にしか生きることがないし、地

上での生活の場を失うことになるであろう。そこには、魂の

進歩も、転生もないことになる。 

私たちに転生があり、リンネという法に生命が宿るのも、

そして、過去、現在、未来という連続された生命が成り立つ
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ことも、いってみれば女性のこうした役割があるからであ

る。 

女性のこうした法を生かす特性は、天が与えた義務であ

り、責任であるといえよう。 

こうした意味において男は現実社会に、女は未来社会にそ

の義務と責任を有する。ということになろう。 

ミクロ菩薩は未来社会を説いたから未来仏ともいわれてい

るが、もともと女性は未来社会を創り出す責任を有するの

で、このような見方になったといえる。 

・・・だいいち結婚とは何か、夫婦とは何だろう、という

ことであった。 

一対一の男女両性の機能は、この地上界においては欠かせ

ない組み合わせとなっている。 

この組み合わせはあらゆるものに適用され、天地一切、陰

陽の機能の調和によって、現象界は回転している。 

結婚とは陰陽の調和であった。 

男女はそれぞれの役割と特性を有しており、両者は結婚に

よって、精神的、肉体的に成長してゆくものであろう。 

もし男女おのおのが、結婚という共通の場を持たず、個々

に行動を起こすとすれば、人間社会は滅びるよりほかはない

だろう。 

仏国土ユートピアの目的は、各人の心にまずそれをつくり

出すと同時に、現象社会に現して行くものである。その具体
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的な仕方は、結婚というものがなければ、仏国士はあの世だ

けになってしまう。 

アダムとエバの両性は、人間社会を象徴的に描いたものだ

が、人間社会は、この両性の調和からすべてが出発する。 

夫婦生活とは社会生活を意味しよう。 

男女の核を中心に、子どもという分子によって、家庭は太

陽系の一員となり、回転をはじめるのだ。つまり、社会生活

の調和をめざすことになる。 

家庭がなく、夫婦生活のない社会などというものは、本来

あり得ないではないか。 

アダムとエバに対する神の意思は、それぞれ一代で終わり

になろうし、そうなれば、人類はこの地上に立つことさえで

きないといえよう。結婚が行われ、家庭を持つことによっ

て、人類は連綿とその地上に生命を受けついで行くのであ

る。 

そして、より高次元の調和をめざして、向上するのが人類

の定めであろう。 

執着の想念は、見たり、聞いたり、物に接触することによ

って生ずるが、物の道理を知るならば、苦悩は生じまい。 

私たち人間は、すでに肉体という物を背負って生活するの

で、モノに対する執着が必然的に起こってくる。しかし、色

は空に通じ、空はまた、色を形作っていることを理解すれ

ば、色のみにとらわれるおろかさが、はっきりしてこよう。 



67 

 

一切の調和は、執着という苦悩から離れることによってひ

らけてゆくものであるからだ。 

通常、愛というものは、男女両性の中から芽生える。 

ある男性に、女性に、魅力を感ずるというのは、自分にな

いものを、あるいは足りないものを相手が持ってるというこ

とから始まろう。もちろん、両者の間には、何か共通的な要

素が基盤にないと、たがいに引き合う吸引力は生じないが、

しかしこうした魅力を感じさせるファクターがないと、人生

航路における助け合うよき伴侶にはなってゆかないだろう。 

愛というものは、こうした助け合う、補い合う、他を生か

す関係から生まれ、それはやがて隣人愛、社会愛、人類愛に

発展して行くのである。 

どんなに社会が発展し、変わろうとも、また人類が増えた

としても、男女両性の基本的軸は絶対に崩れることはない

し、人類が永遠につづいてゆくのも、一対の男女が結婚し、

家庭をつくり、調和させることによってしか達成出来ないも

のである。 

したがって、愛というものは、まず男女両性から出発し、

そこから四方に拡散拡大されてゆくものである。 

それ故、愛は地上の調和にとって欠くことの出来ない神の

光であり、地上の光なのである。 

多くの女性の中には、何事にもすぐ腹を立て、気まぐれで

足ることを知らない欲深き者であっても、苦しい人々に対し

ては施すことを知っている者もある。 
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また一方で、心が丸く豊かで、怒ることもなく常に心を正

し、一切に足ることを知ってはいるが、苦しい人々に慈悲の

心を与えない者もある。 

そうかと思うと、心が豊かで広い心を持ち、心の中に怒り

もなく、欲望に足ることを悟り、そうして、他人の幸福を喜

び、苦しい人々には自らの慈悲をもって奉仕している者もあ

る。 

この三者の型の内、正法に適った生き方はどれかといえ

ば、最後の女性がそれに当たるだろう。 

法を心の糧として生活している女性は、よく自らの偽我を

支配し、一切の執着から離れ、安らぎの心の中に住んでいる

女性である。 

男女は平等であっても、その働きは剛と柔であり、両者の

調和が大事な要件となろう。 

女は家庭にあっては光明を満たす大事な役割を果たさなく

てはなるまい。 

男女は肉体的には平等とはいえないが、心は平等である。

真実は、男女の性別に関係なく、均等にあたえられているか

らだ。 

女性が他家に嫁して行けば、やがて子どもが生まれよう。

妻は家にあっては子どもを守り育ててゆく。 

良い子を育てるには、夫婦の対話と信頼がいちばんであ

る。たがいに相助け、相譲り、心の豊かな健康な子どもを育

てて行かなければならない。 
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こうした家庭が多くなればなるほど、地上の調和は促進さ

れよう。 

嫁にゆけば夫の両親がいて、孝養をつくさなければならな

いが、この間にあって、いかなる理由がそこにあろうとも、

自らの心の中に怒りや愚痴の種を蒔くことなく、忍辱の二字

を忘れず、明るく、豊かな生活を忘れないことが大事だ。 

心の中の苦悩は、自らがっくり出すということを忘れては

ならないだろう。 

言葉や行動を通して、自分の都合が悪いからといって、怒

りやねたみ、恨みの心があると、その種が心の中で発芽し、

ぐるぐるとその渦中に自分をおとし入れてしまうことにな

る。 

調和を忘れた家庭は、ついには争いとなり、破壊へとつな

がって行く。 

それゆえ、家庭に対立があってはならない。夫の仕事をよ

く理解し、それを助け、そうして自らも教養を高めるように

するのが女の道といえよう。 

家族に対しても、召し使いに対しても、慈悲深く、親切な

心と行いが大事である。 

家の外で得た夫の収入は、自分のために使うのではなく、

緊急の場合に備えて貯えることも必要であろう。決して自分

の欲望のために使ってはならない。 

夫婦は家庭という、いわば社会の中の共同生活者であっ

て、また、偶然によって一緒になったものではない。転生輪
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廻の過程における深い縁生の絆によって結ばれたものであ

る。 

夫婦は一つの家に住みながら、社会全体に調和をもたらし

ていくものだ。 

それだけに、夫婦は相和し、心から愛し、愛される関係を

持続しなければならない。また、そうした縁生のつながりで

結ばれている、といえるのだ。 

夫婦の縁生をよりよく前進させるには、法を正しく理解

し、行うことだ。それによって、ますますより価値の高い調

和へと導かれてゆくものだ。 

女は、顔が美しいとすぐうぬぼれる。本当の美しさは正し

い心を持って生活している女性である。 

美しいがゆえに、女は増上慢となり、他人を見下だし、優

越感に浸る。 

このような女性が男を誘惑しても、正しい法を学んでいる

者たちは、その誘惑に乗ることはないだろう。誘惑に心を乱

す男性は愚かな男性しかいない。 

増上慢や愚かさに支配された男女は心ない情欲のとりこと

なり、身を修めることなく、不幸な一生を終えることになろ

う。 

心ない女性は、自分をより美しく見せようと躍起になり、

虚栄心が心の中を占領し、それを満たすために苦労する。 

こうした女性は男の玩具になり易く、常に苦しみ、苦しみ

から抜けることはできない。 
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ともあれ、女性は幼少から子どもの時代にかけて、両親か

ら保護されるという立場から、その自由を妨げられ、成人し

て他家に嫁げば夫から自由を妨げられ、老いては子どもに自

由を奪われる。 

女にはこの三つのさわりがあるといえよう。 

また、女性は、男性とちがって、誕生してもあまり喜ばれ

ない。まず婚姻で両親に心配をかける一方で、常に心は他人

をおそれる。他家に嫁げば出産の苦しみが待ち、夫をおそれ

て生活をする。このため、自在の境涯はなかなか得られない

ばかりか、心は常に不安定である』 

 私もかって結婚して夫となり、二人の子供を授かって父と

して種々の体験をして参りました。決して立派な夫であり、

立派な父ではありませんでした。数々の悲しみや苦しみを妻

や子供に与えてきました。それは単に正法を知らなかったか

ら、とは言い逃れの出来ないことであります。反省しても反

省しても償い切れない大きな罪を犯してきたのでした。 

私は、法に触れてからそのことの大きな苦悩に気付かせて

頂き、今日まで反省を重ね、神と主に対し、妻と二人の娘に

対して、心からお詫びをさせて頂きました。 

人に対して、正しい道をお話する資格のないことは、重々

承知いたしておりますものの、主よりご下命頂き、その使命

にお応えするべく今日までいささか努めてきました。 

これまで多くの方々にお目にかからせて頂き、苦悩や悲し

みのご相談を受け、今日までの自分自身の体験を通したお話

しをさせて頂いてきました。 
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その中で、夫婦の調和という問題で、悩んでおられる方が

余りにも多いのに驚きました。 

結婚してから何年もたっているというのに、いまだに暴力

を振るう夫に苦しんでおられる方も多数おられました。私

は、そんなことは明治生まれの人の世界だけのことだと思っ

ていましたので、非常に驚いてしまいました。特に私が驚き

ましたことは、ご夫婦が日々お話される言葉の汚さでした。

どうしてこんな汚い言葉を出し合うのか、と驚き胸が痛みま

した。 

そこには、お互いに尊敬し合うものが何一つないのか、長

年の馴れによるものなのか、と大変悲しく思いました。 

あ－私たち夫婦の人生観とは、違うなあ－、と思いまし

た。 

そして、法のお話しをするよりも、もっと前の常識、礼

儀、感謝ということを中心とした指導が大切なことを知りま

した。 

正法は、あの世の神界次元以降、つまり六次元以降の実在

界の正しさを教えて頂いているものですから、言い方が悪い

かも知れませんが、駄目な子供がいきなり優等生になること

が出来ないように、先ず駄目な子供から普通の子供、それか

ら優等生へと、指導するのが順序ではないかと思いました。 

そこで、ご主人が奥さんを殴る人に対しては、一発殴られ

たら勇気を出して二発殴り返してやりなさい。殴られっぱな

しで、我慢をしていてはお互いに平等の立場に立てないか

ら、今日から思い切ってやって見なさい、と言いました。先

生からはお叱りを受けるかも知れませんが、これも調和への

方便だ、と我が心に言い聞かせたものでした。 
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ところがです。次の月の学習会に行くと、その方達が皆生

き生きとしておられるではありませんか。そして口々に、や

りました－。とおっしゃるのです。そして、ご主人が変わら

れ殴られなくなってきた、と言うのです。余りの見事さに悪

知恵？というか、荒療治を教えた当の本人自身がびっくりし

てしまいました。 

何事にも段階あり、順序を追って何事もやらないと良い結

果は得られないものだ、ということを分からせて頂きまし

た。しかし、このことも相手の心をじっくり見据えてやらな

いと失敗します。ここでも正しく見る、正しく思う――考え

ることの大切さを教えて頂いたように家の基礎が傾いていて

は、その上に家を建築したら傾いた家が出来上がり、果ては

風か何かで倒れてしまうと思います。 

夫婦の在り方も一緒であります。夫婦の心が愛の絆で堅く

結ばれ、何事も話し合い相談し合い、思いやり合って暮らせ

ば、必ずや円満に調和された家庭か築かれるのであります。

しかし、夫婦が相互に自己中心であれば、喧嘩が絶えず、憎

み合いやがては分裂してしまうことは間違いないのでありま

す。そんな苦悩は何の役にもたたないものであります。一日

も早く勇気を出し自分を捨てて立ち向かうことが大切であり

ます。必ずや、その勇気と努力に応じた好結果が得られるこ

とは間違いありません。 

それを何時かやろう何時かやろう、といくら考えていて

も、百年たっても実現する筈もありません。そしてその苦し

みは何時何時までも延々として続き救われることはないので

あります。そのうちに身も心もずたずたとなり、この世を去

ってもその苦悩の中から抜け出すことは出来ないのでありま

す。明日はありません。一生はただ今というこの一瞬であり

ます。今日というこの一瞬であります。 
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神と主にお許しを頂いて、この素晴らしい現象界に折角出

させて頂いたのに、自分の足もとの苦悩にとらわれてしま

い、お約束した使命も果たせないようでは、愚か過ぎると思

います。 

夫婦が調和されないまま子供が生まれますと、その子供は

その両親の不調和な波動に毒され、円満な心は歪んでしまい

ます。そして肉体的にも不調和なものになりがちとなりま

す。 

円満な夫婦のもとに生まれた子供は、一時は自我一杯なこ

ともあるかも知れませんが、やがてはその人なりの愛を出

し、心身ともに健全な人となり、立派な人生を全うされるも

のと思います。何一つしつけをしなくとも、明るく暖かい愛

豊かな人間として成長するのであります。 

母の胎内に宿った赤ちゃんの肉体は、母と父の深い愛とい

うエネルギーによって、肉体細胞が分裂し、十月十日たって

この世へ生まれるのだ、と先生からお教え頂きました。 

世上に、公害によってこんな子供が生まれた、やれ、何々

の薬によってこのような子供が生まれた、どうしてくれる。

という問題が非常に多いようであります。しかし、法を学ぶ

ことによって先ず己の心の来し方を振り返り、夫婦の心の調

和について再考しなければならないことに気付くことが出来

るのであります。 

先生は、お教えの中で、もし不調和な子供が出来たらそれ

は天上界からの警告なのです。その夫婦が調和されていなか

ったために起きたものなのです。と導いてくださっていま

す。 
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このように考えますとき、よく学校等における子供の不慮

の事故等で、その父兄が学校や市町村等に対してその損害賠

償の訴えを起こしていることを聞くことがありますが、その

ような両親の不調和な心の波動では、その子供の魂は帰るべ

き所へはなかなか帰れないことになると思います。 

そんな不調和な心の両親であるが故に、両親に対して警告

が出されているのであります。可愛い我が子に不慮の災害が

発生したとしたら、どんな親であろうとも、嘆き悲しむのは

当然なことであります。そのような嘆き悲しみを与えること

によって、自己反省をし気付くであろうという天上界の慈悲

なのであります。計らいなのであります。よくよく考えて見

ますと、自分達夫婦の愚かな思い、行いによって愛する我が

子を逆に苦しませている、ことに気付きます。不調和な自分

達夫婦の犠牲になった、と言うことが正しいのではないでし

ょうか。 

妻の胎内にいる赤ちゃんは、妻だけが心身を大切にすれば

いいんだ、この間に命の洗濯でもしようか、ではないので

す。二人によって出来た赤ちゃんなのです。ですから、やが

て父となる夫も心身ともに正し、より妻を思いやり、いたわ

り、愛することが大切なのであります。その父の愛と母の愛

の調和されたエネルギーによって、胎児はすくすくと成長し

てゆくのであります。 

このように教えて頂くことによって、いかに夫婦の調和と

いうことが大切か、また、法を学ぶことがいかに大切である

か、ということが分かります。 

法を一歩一歩学び、実践することによって、今まで何も知

らないで盲目的に生きてきたことに、りつぜんとした思いが

いたします。 
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高橋信次先生は「法の杖を持ちなさい。法の杖を頼りにし

て生きていけば、必ずや救われるのです」と、叫んで行かれ

ました。 

来る六月二十五日は先生がご昇天されました日でございま

す。また、続いて七月六日は、先生がお悟りになられた記念

すべき日でございます。その何とも言葉で言い表しようがな

い、素晴らしいと言いましょうか、偉大なと言いましょう

か、我々ごとき下賎の者には、計り知ることが出来ない、心

が震える日であります。 

熱い中をしたたり落ちる汗を拭いもされずに、法をししく

（獅子吼）された先生のお声は、今も昨日のことのように私

たちの心の中に生き生きと生きております。先生のお話を聞

くことが出来たことがどんなに幸せなことか、これもまた今

の私たちの心では計り知ることの出来ない有り難い極みであ

りましょう。その時集まられた人はもうほとんどおられなく

なりました。 

しかし、主の「御名」は日を追うごとに、年を経るごとに

より多くの人々の心に深くしみこんでいっております。 

そして主のことを聞いたり、ご本で読んだりして、今ま

た、より深くより偉大な魂が神を思い、主を慕って集まって

来られました。どれだけ主にはお悦びでありましょうか。ど

れだけ頼りとしておられることでしょうか。心血を注いで説

いてきた法を消すな。永遠に法灯を絶やすなかれ。と、お叫

びくださっているように私には聞こえるのです。 

このように有り難く、身も心も健やかで、今年もまたこの

忘れてはならない日を心ある方々と一緒にお迎え出来ますこ

との幸せを感謝いたします。 
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偉大な主のお計らいを心から感謝いたします。迷い多く、

過ち多い私たちですが、神と主を忘れたことはありません。

これから先の日々も忘れません。神の王国となる日を念じな

がら貴方様がお示しになられましたように、己には厳しく、

人には愛深く寛容に生きて行くことをお誓い申し上げます。 

偉大なる神と主に対して、この素暗らしい環境と心の友を

お与え正きました悦びと感謝を捧げます。 

世の中を見ますと、法を求めて来ておられる人は、まだま

だ救われる機縁を頂いていると思います。 

かつて、私が長年勤めていました会社のトップの人たちの

家庭も、夫婦が調和されている姿をほとんど見掛けたことは

ありませんでした。 

「怪我をしないように」「事故を起こさないように」「相

互に扶け合い」と職員に訓示されていた姿を今から考えて見

ますと、心からの指導ではなかったなあ、と思います。だか

ら次々と事故や問題が起きていました。 

「事故防止」「社業の繁栄」「家庭の繁栄」の根本は、調

和にあります。調和の第一は、個の調和であります。その次

は「夫婦の調和」であります。 

夫婦は恋愛とかお見合いとか、一つの不思議な機縁によっ

て出会い結ばれたものであります。他人同志が一つ屋根の下

で、四六時中顔を突き合わせ、見たくない姿、聞きたくない

声も間かなければならない環境を頂いているのであります。 

いくらハレタ、ホレタの間柄であろうとも、始めの内は自

分の我がままを押さえ合っているから良いのですが、その状

態は長続きするはずもありません。それは当然のことであり
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ます。今までの独身時代の人生を自己中心、自我我欲一杯に

生きて来たのですから、急に我慢するなんて、とてもとても

苦しくって、息が詰まりそうになるのは至極当然の成り行き

であります。 

その逆に、何もかも我慢我慢の人生を送ってきた人たち

も、やがて堪忍袋の緒が切れて一大爆発し、その相手は余り

のことに目を白黒し、卒倒することでしょう。我慢して生き

ている人の心も、好き放題に当たり構わず当たり散らしてい

る人の心も、同じ一線上にある感情の領域が正しくない人な

のであります。 

それではなぜにこのようなことになってゆくのでしょう

か。 

あれほど多数の人々から祝福され、また自分達も幸せにな

ります、と誓ったのに、一年もたたないうちに惨嘆たる有様

とは、それは正しく生きる方法を知らないで、二人が今日ま

で生きてきたからであります。 

結婚したら自動的に幸せになれるものではありません。他

人同志が一緒になって何もかも初めて経験をするわけです

が、独身時代に正しく生きる道を知る機会がなかったわけで

すから当然のこと、結婚して夫婦が円満に生きていけるはず

もないことであります。 

また、法に触れて正しく思い、正しく行うことを長年学ん

できているのに、一向に夫婦が円満にならないという人が沢

山おられるとは、どこにその問題点があるのでしょうか。 

それは一つには、学んでいても実行に移す勇気がないから

であります。 
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頭では「良いことやなあ－」と分かってはいるのですが、

一つでも生活の中に生かそうという、決意と努力がないから

であります。 

高橋信次先生は、心に誓った正しいこと、思ったことを行

うことが心行であると教えておられます。いくら正しいこと

を沢山思っていても、それを一つも実行に移すことがなかっ

たならば、絵に書いたぼた餅と一緒で、自分の心は明るく満

たされることはありません。人間は思ったことを実行に移し

て、初めて心のバランスが取れるものであります。それが正

しいものであればあるほど、よ－し、頑張るぞ－。絶対にや

り遂げて見せるぞ－。と、目が輝き、皮膚は紅潮し、勇気を

出して一歩踏み出すものであります。 

結婚という人生の一大事業にも必ず出会いという原因があ

ります。その原因に応じた今、結果があります。結婚しよう

と思った思いが、名誉、地位、財産、お金という物を基準と

したものであれれば、その結婚の原因となるものは、その物

であります。 

相手の家の名誉、地位、財産、お金にとらわれたり、また

自分の都合によって結婚した場合は、その原因とした物が破

綻したときは、夫婦の仲もまた破綻するでありましょう。 

夫婦の出会いも、相手の愛の素晴らしさ、尊敬するものを

発見し合ってのものであれば、いつまでもそれを大切にし、

馴れ合うことなく、愛をますます豊かに育んでゆくことによ

り、共に白髪の生えるまでというように、悦びも悲しみも共

に乗り越え、幸せな人生を全うすることが出来るでありまし

ょう。 

その子供はまた、その両親を尊敬するでありましょう。 
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言うまでもなく、その根本は愛であります。調和でありま

す。 

思いやり、生かしあい、助けあい、許しあい、補いあいと

いう愛について学び、それを生活に生かし、またその愛の実

践により、得た悦びを回りの人々に伝えることにより、この

人生を頂いた悦びはより大きいものとなり、真の幸せを頂く

こととなります。 

人生は自分一人だけで生きることは出来ません。回りの知

らない多くの人たちや万生万物の協力をいただき、今こうし

て生かしていただいているのであります。衣食住を始めすべ

てがそうであります。 

ゆえにまず人に対しては感謝しなければなりません。そし

て報恩、人から頂いている恩に対して報いる行為をしなけれ

ばならないのであります。報恩の行為の根本は親孝行をした

かであります。 

主は、人はまずこの世へ出させてくださった両親に対して

何をしていただいたか、何をお返ししたかについて調べて見

なければならないとお教えくださっています。そこをしっか

りと修正しないと真の報恩感謝は出来ないし、また道は開か

れないのではないでしょうか。 

感謝もなく、人に報いることもない自分中心に生きている

人の心は暗く狭く、従って心が開いていませんから、深く考

え、見ることは出来ません。間違った考え方や、人を中心と

した思想や宗教もまた、人の心を暗く閉じ込めてしまいま

す。 

心は神から頂いている世界を感知し、悦びに触れることは

出来ません。神意に叶った生き方を努力しないと、真の悦び
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と勇気や知恵は与えられないのであります。正しいかん難辛

苦と言いますか、困苦欠乏の環境の中で逃げることなくぶつ

かっていった時、そこに神と主の慈愛を感じられた人は幸せ

であります。 

他人の苦労を買ってでも苦労しろ、苦労はすればするほど

人生の深遠に触れることが出来、その苦労に向かって進んで

ゆく中で神の光に出合うことが出来るのであります。 

その有り難い厳しい環境こそ、法を一段と心に落とせる最

高の機会であります。法のもとに苦労をし、人のために尽く

すことがなくては、己の愛の心は豊かにならないのでありま

す。 

滅私奉公ではなく、己を大切に大切にして、人に対して己

を供養して生きることが、この地上へ出させていただいた真

の道であります。 

それには日常の生活の中で、自分を中心とした思いや行い

があってはならないのです。自分の欲望を取り除いた生き方

の積み上げがなければ達成出来ないのであります。 

あの太陽のように私意のないすべてを生かす行いが即ち愛

の行いなのであります。人は隣人に対してこの愛を捧げて生

きなければならないのであります。そのために今このように

してこの世へ出させていただいているのであります。 

この千歳一遇のまたとない好機に、このように偉大なる聖

者の法に出合えるとは何としても有り難いことであります。

この生涯は今日というこの一日であるとお教えいただきまし

た。 
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この世のいろいろな花の色香に惑わされないで、脇目も振

らずに一生懸命に、命懸けで法を学び生活に生かし、神から

頂いた使命を全うし、魂の兄弟の代表としての付託に応えな

ければならないと思います。 

主のご期待にお応えしなければ、正法者として何のかんば

せあって帰れましょうや。 

偉大なる主を称え計り知れないお計らいに対して感謝を捧

げます。 

夢に見て覚めて涙すみ姿を慕いて我は生き永らえり 

 

【人の幸不幸は思うこと(考えること)が原因である】 

「ひかり」誌：1991-11 月 P005 

・・・人は誰もが、愛する我が子を誰よりも深く深く暖か

くやさしく愛そうとします。しかし、心の一方で人を恨み憎

んでいるとしたら、それは右手で人を切り付けている姿であ

りましょう。そして、左手で神の慈悲を一身に頂き、我が子

を愛そうとしても、それは到底叶えられないことでありま

す。この親の心が不調和であるため、いくら子供を心から愛

そうとしても、また愛しているつもりでも、実際には心から

の愛が出せるはずがないのであります。何故ならこの親の心

が神意に反した不調和な心であるからであります。 

主は、この哀れな母を眺められ、その恐ろしい悪魔の心を

気付かせるために、その愛する子供に不調和な現象を見せら

れ、人間本来の仏心に立ち返らそうとされます。 
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人の親は誰もが自分の子供ほど可愛いものはないのであり

ます。それが愚かしければ愚かしいほど可愛いものなので

す。 

しかし、子供のことは子供のこととしてのみ思い煩い、目

の前の子供に出ている病気とか怪我とかが、この親である自

分達の心の在り方の間違いに対しての警告であろうとは、な

かなか気付かないのであります。人間は長年人間として生き

てきた中で、自分のことは自分でしか処理できないというこ

とを体験してきているため、どうしても自己本意となり、愛

する我が子に対することでも、なかなかそこに親の自分の心

の実態を写し見ようとはしないのであります。どうしても他

人事として考えるようになるのであります。子供の怪我や病

気は、すべて子供に起因しているというように思い込んでい

るのであります。 

しかし、その容体がなかなかはかばかしくないと、誰のせ

いでこうなった、誰々のためにこんなことにさせられた、と

恨んだり憎んだりしていきます。そして果ては訴えたりして

その賠償を求めようとします。その姿にその親の非情な姿が

浮き彫りになっていることにも、気付かないまま突っ走って

しまいます。そこには自分の立場を中心とした思いによる、

「許せない、目には目を……よーしこうしてくれるー」とい

う悪魔の心がむき出しとなって、攻撃し始めているのであり

ます。このような憤りや怒りの心は、ますますこの親子の心

の苦しみを増大していきます。 

 愛する子供がこの世にいようが、亡くなってあの世にいよ

うがであります。その子供は助かるよりもますます苦しみの

中にもがき苦しんでいくのであります。 

 このような姿が、今日子供を中心とした病気や怪我等の心

の面での実態であろうと思います。 
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心の中で何時も考えていること思っていることが、その人

の幸福、不幸の原因となっていることを世の中の殆どの人は

知ってはいません。そして、人は思うことぐらい、誰にも分

からないし何を思っても自由だと思っているのです。 

かく言うこの私も法に触れるまでは、何時も自分の思いの

寝袋の中に入り、自分中心の思いに浸り、嬉しい、悲しい、

幸せだ、不幸だと自己陶酔に陥っておりました。いまもまだ

まだ自分の長年の勝手気ままな思いと悪戦苦闘している毎日

であります。 

思いはものを造る、とお教え頂いております。人それぞれ

平素思っている思いによって、その結果として、行いが出て

きます。語る、お話しをするということも行為であります。 

一秒一秒思っている思いを原因とした結果が次々に出てき

ているのが、私達の日常生活ではないでしょうか。原因と結

果は等しい、ということは仏教では因果応報といっておりま

す。 

また、因果の法則、因果律ともいっているとお教え頂きま

した。 

 人間は神の子であるが故に神の如く生きよと自由創造する

ことができるようにお計らい頂いているのだ、とお教え頂き

ました。でありますから、法を学ばないとどうしても自分本

意、自己中心的な考えや思いを持つようになるのではないか

と思います。 

自己中心、自分本意ということが、悪いことだとは常識の

範囲で知ってはおりますが、人間としての運命をきめていく

というような重大なこととは、知りませんでした。親からも

学校でも教えては頂きませんでした。教育もすっかり知識の
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詰め込みとなり、愛こそ教育であることを知る人は殆どいな

くなりました。もし、愛が重大だということを知っておられ

ても、その愛について指導してくださる人が少なくなってし

まいました。何故ならば愛は神理を学習実践しない限り、理

解することも語ることも行うこともできないからでありま

す。 

・・・人間、一人一人の思いが人を生かしもし、また殺し

ともなるのであります。それはその人の心が神の心を心とし

て生きているか、または自我我欲を中心とした思いで生きて

いるかにかかっているのであります。 

 自我我欲を中心とした思いは、怒り、愚痴、妬み、そし

り、悪口、情欲、むさぼりとして現れ、心を汚し、苦しみを

造っていくとお教え頂いております。その中でも取り分け心

を毒する思いとして、怒り、愚痴、むさぼりとお諭しくださ

っています。 

よくよく考えて見ますと、怒りにしてもいろいろな感情の

爆発した怒りがあろうと思います。その中身は千差万別であ

ります。ですから、人の苦悩は千差万別であるということで

あります。そしてその苦悩も心の中だけの苦しみで終われば

いいのですが、苦悩も重くなると乗り舟の肉体に影響が出始

めてきます。病気も千差万別であるのも、人の思いが原因で

あることは既にご承知の通りであります。人の心が汚れ、魔

に明け渡してしまうと、その心に応じた新たな病気がまん延

していきます。最近外国からエイズという不治の難病といわ

れる病気が入ってきておりますが、これも末法の現代の人々

の心の一端ではなかろうかと思います。 

神の子としての尊厳性、侵してはならない神性を汚した時

に起きる、心の反作用としてのものではなかろうかと思いま

す。私達神の子は、この母なる大地のもとでは神のようにあ
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れかし、と導かれ、神にその実践を誓って出させて頂いてい

る存在に気付いたならば、自分本意に何事をなしても良いと

いうことではないと思い至るのであります。 

 神の心を心としてという範ちゅうより一歩も出ることは許

されない存在が、私達人間神の子であろうと思うのでありま

す。やって良い事は何をやっても良いというのではなく、常

に神の心を心として、天を相手に、正法という中道によって

のみ心は高まり豊かなものとなっていくのであります。正法

という正道の中でのみ、一歩一歩神のみ心に近付くように精

進努力していくことだけが、許された道であります。 

 如何なる人もその名誉、地位、財産、お金に関係なく、神

のお決めくださった道から外れた思いをした分だけ、それに

相応した苦しみ悩みが押し寄せてくるのだとお教えくださっ

ています。この誠に精妙な仕組みを思うとき、改めて神と神

の子との偉大な関係を有り難く思わずにはいられません。そ

こに神の神の子を思う偉大なる慈悲を感ぜずにはおられませ

ん。こうして私達は神仏より片時も休むことのない大いなる

計らいと導きとを頂いているのであります。しかも、時とし

て迷い多く、悩み多きこの愚かな愚かな我等一人一人に対し

直接、的確に精妙にその心の間違いをご指摘ご警告くださっ

ているのであります。 

 毎日毎日何時もかも四六時中、考えている思っていること

がこのように重大なのであります。神社、仏閣にポンポンと

柏手を打ってお参りをすれば、誰もが救われるといった簡単

なことではないのであります。自分の間違っている心の状

態、その根元である思いを正す努力もしないで神にお願いさ

えすれば聞き届けて頂ける、そのようなことは絶対にないの

であります。 
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 まず何時も思っている自分の思いが明るいか、暗いか、そ

れから点検することから始めねばなりません。暗い思いと

は、心の中で何時も怒り、愚痴、妬み、そしり、悪口、情

欲、むさぼりの思いをしている状態を言います。このような

暗い思いを正す精進努力をしないで、いたずらにのさばらし

ておきますと、果ては精神病となり、心は悪魔の住み家とな

ってしまいます。 

思っていることが言葉となり、行動として現れてきます。

したがいまして思っていることが正しくなければその人の行

いもまた正しくないものとなるのは必定であります。どうし

てもまず思いを正しいものにしないと行いも正しいものには

ならないのであります。自分が何時も思っている思いが正し

い正しくないについては、他人は誰も知りません。自分でさ

え知らないのですから。しかし、しっかりと見て判決をくだ

している者があるのです。それは己の心がすべて知っている

のであります。また、自分の守護霊が見ているとお教え頂い

ております。正に我が心は誰も知らないと思いきや、天知る

地知る我知るの諺の通りであります。 

 

【実践】 

「ひかり」誌：1992-7 月 P005 

・・・かつて金沢でのご講演が終わって感動がまだ冷めな

いまま引き続いて関西大講演会に出させていただき、「反省

と瞑想」についてのご法話を拝聴させていただきました。  

・・・「反省と瞑想」の中で・・・母親の愛、夫婦の愛に

ついてお導きいただいておりますことを記させていただきま

す。 
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『生まれる前の母親の胎内におけるところの影響は、すこ

ぶる子供に作用を作り出しているといっても過言ではないの

です。 

 不調和な肉体的現象を持って生まれてくる子供たちは、両

親の愛の不足によるところの不調和、エゴによって作り出さ

れていくものなのです。 

 そのようなことを考えたならば、やはりこの地上界に健全

なる精神と肉体というものを作り出すためには、やはり夫婦

の真実の愛というもの以外にないことを知らなくてはならな

いでしょう。 

 そして健全なる両親のもとに育った子供たちは、正しく教

育されていくために、ものの善悪というものをはっきりとつ

いてくるものなのです』 

夫婦の愛は人間の愛の基本といってもいいと思います。そ

のためにはまず夫なる人、また妻なる人それぞれが自分をよ

り深く愛することを努力されることによって、夫婦もまたよ

り愛深きものとなっていくことでありましょう。 

 

【心の調和】 

「ひかり」誌：1992-8 月 P006 

・・・私は法を学んでから今日まで数多くの方々にお目に

かかってきました。人のお顔がそれぞれ違うように、そのお

心もまた千差万別であることをわからせていただきました。

特に、母親との関係のあり方といいますか、母親からいただ

かれた愛情の度合いによって、いまその方が苦しみや悲しみ

やあるいは悦びを持ち、心暗くあるいは心明るく生きておら

れることをわからせていただきました。人生の終点に差しか

かっておられるような方でも、人の話を聞いても一向に理解

できない方が沢山おられるのに驚きました。 
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また一方では、幼稚園に通園しておられる幼児であっても

大人以上の理解力や豊かな愛情を持っておられる方もあるこ

とを知りました。心とは年令に一切関係なく、ましてや名

誉、地位、財産、お金には全く無関係であります。むしろ物

にとらわれている方はとらわれておられるだけ心を汚し、苦

悩を積み重ねておられるように思います。 

愛は最も身近な母からいただき、その愛によって自分の心

と肉体を調和しながら成長するものであることを学びまし

た。愛する子供は父と母の生き様を朝夕眺めて育ちました。

その過程で両親のいがみあいやののしりあいを見聞して、子

供心にも「やめてー、いやーっ、この二人の人はきっと私の

両親ではないんだわ」と思ってきました。そしていつも心の

底で「自分が大人になったら絶対にこの二人のような真似は

しない」と固く固く誓って成長してきました。 

しかし心の弱い子供はその両親が毎日まき散らす毒を飲み

こんでしまって、ノイローゼや精神的あるいは奇病によって

一生を苦しんでいくのであります。親の轍は絶対に踏まない

と誓っていた子供も、成長するにしたがい、やがては親の通

りの姿となって苦しみをいっぱい背負いながら一生を終えて

ゆくものなのだということもわからせていただきました。 

それはこの子供である者に厳しいカルマがあるため、その

カルマを幼い時から見続けることによってそのカルマを克服

するためにそのような両親をいただいていることにも気付か

せていただきました。 

このように人間と人間とのつながりは少しの無駄もないほ

ど精妙なものであり、これはすべて神仏によって生かされて

いる、生かしていただいていることにほかならないことだと

わからせていただきました。故にこの一時一時は安易に怠惰

に過ごすのではなく、神仏に報恩感謝を捧げながら、一秒の
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無駄もない生き方をしなくてはならないことに気付かせてい

ただきました。でないと神の子である私たちの心は苦しくな

るのであります。 

昔から子は親の鏡、と言われてきましたが、子の生き様を

見たら親の生き様もわかる、また親の生き様を見たら子供の

生き様もわかる、ということではないかと思います。まさに

名言だと思います。 

母の肉体に宿った新しい肉体にやがてあの世から約束した

とおりに子となるべき魂が入ってきます。しかし母なる人と

父なる人との間が不調和であると、その二人の魂が発生する

波動は調和することなく、約束した次元にまで到達すること

ができず、遥か低次元の魂を迎え入れることにもなります。

調和された間でいただいた魂であっても、母親の中に宿って

いる間、この両親が不調和であると、胎児の肉体細胞の分裂

もまた不調和な状態となることを教えていただきました。こ

の肉体細胞分裂のエネルギーは、両親の調和から生まれるも

のであることも教えていただきました。これらのことは現代

医学ではまだまだ到達し得ていないことであることもお教え

いただきました。 

ですから今日、お金が大事だ、やれ家を新築しなければな

らない、そのためには生まれたばかりの乳児を乳児院に預け

たり、姑に預けたりして平気な顔をしておられる方々を多く

拝見しますが、誠にもっておそろしいことだと思わずにはお

られません。世の中には結婚して妻になった、母親になった

というけれども、心の面では結婚をした一人の心の未成熟な

女性、男性が多いように思われてなりません。ましてや子を

持った母という人も、そのお与えいただいた子供によって今

から真の母親にならせていただく修行が待ち構えていること

は知っておられないようであります。父親にしても同様であ

りましょう。 
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特に母親の子供に対する愛の与え方が最も大事なことであ

ります。主のお導きくださったことによりますと、生まれて

十歳（編者注：三歳の誤記と思われます）までにその人の人

生の三分の二まで決まってしまうものだということでありま

す。 

私はこれまでの法の学習の中で気付かせていただいたこと

に、あまりにも現代の乳児や幼児に難病が多いのに驚くとと

もに、この面でも地球の崩壊が始まっていることをわからし

めていただいているように思えてなりません。かつてある医

学者から、幼児から小児にいたるまでの治療には、二十数科

目の診療科目があり、日を追って新しい難病が増えている。

貴方方経済人にお金を出し合ってこの北陸に難病の子供の病

院を作ってもらいたいと言われたことがあります。その方は

既にお亡くなりになられましたが、今も私の耳にその言葉が

焼きついております。なんとかできないものか、と時折考え

ることがあります。もし主が必要でこの私にとおぼし召され

た機会が訪れることを念願してきました。命のある限り私は

このことを祈り続けて生きたいと思います。 

心と肉体が調和されないまま成長し、その不調和な現象は

五官に現象化してきます。私の周辺にあつまってくる人たち

や道で見かける人々またテレビなどで拝見する人たちの中に

満足に呼吸ができない人、息を吐くことができても吸うこと

のできない人や弱い人がいること、目の視力が極度に低下し

ている人、正しく発音できない人、食べ物を飲みこむことが

正常にできない人、すぐ吐く人、咳き込んだりむせたりする

人、匂いを正しく嗅ぐことができない人、特に鼻の正常でな

い人たちを多く見かけます。 

特に学校や職場での健康診断で医師も気付いていないそれ

らの不調和の多いのに驚いております。このような不調和の

殆どはその人の心の不調和に原因しているものと思います。
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そのような現象は今に始まったことではなく、母親とのかか

わりあいの中で作られたものと思います。もっと母親が何が

一番大事であるかを知って育児されたらよかったのにと思い

ます。その母親のまた母親、そのまた母親や父親にその責め

はあるように思われてなりません。 

母親の心が愛豊かでないとどうしても自分というものが強

く出て、自分という一個の人間を中心とした自我が出てしま

い、母親としての愛に生きることができないまま、一生を終

えてしまいます。真の母親となるには、あの太陽のように自

分というものをなくし、子供の次元にまでおりての愛情一杯

の思い行いを捧げることでありましょう。 

その母の愛をいただいた子供は早速自分の回りの友達に愛

を与えていきます。そして成長し、妻となり、母となったと

き愛情を精一杯降りそそぐように与えていかれることは間違

いのないことであります。心が豊かでない人が結婚したから

早速愛情一杯の妻となろうと思ってもそれはなかなか至難の

業といえましょう。 

かつて母との間でお話しがなかった人が、結婚したから

精々夫と楽しい話のつきない家庭を作ろうと如何にもがいて

も、それもまた至難の業といえましょう。心の学びと実践

は、泥棒を捕まえて縄を縫うというようなわけにはいかない

ものであることを十分に知っていただきたいと思います。 

心豊かな人間にならないとこの世における真の幸せをいた

だくことができないということであります。 

人生の目的と使命もわからないままでどうしてこの世の真

の悦びがあるでしょうか。この世の人々はお金を蓄えること

によって何の心配もない、私等は幸せだと思っていらっしゃ

るかもしれないが、その姿は明日吹く一陣の風によって沈む
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かもしれない浮き草に捕まっているようなものであると思い

ます。永遠に持ち続けていける幸せではないということであ

ります。 

真の幸福は、神仏の心を心として思う行うことが実行でき

る度合に応じた悦びがいただけ、また一人でも多くの人に自

分の愛を少しでも多く差し上げられる悦びであります。神仏

からいただいている太陽を始めとした大自然を通しての大慈

悲に対しての報恩感謝は回りの人々に愛を差し上げていくこ

とによって、自分の心もまた豊かなものにさせていただき、

悦びを一杯積み重ねた人生を生きることとなるのでありま

す。物に頼ることではなく、神仏のみ心を心とした生活を大

事にして生きる悦びは、法を学び日々より深く掘り下げた実

行を重ねていくことが法悦の中に生かせていただくことであ

ろうと思います。 

 ・・・ 

 

【母の愛】 

「ひかり」誌：1992-10 月 P005 

このたび、正法に帰依しておられる敬虔な一人のご婦人よ

り、二人のお子様をお育てになられた体験による、母の愛に

ついてお話を聞くことができました。 

『小学校でも中学校へいってからもいろいろな先生方から

「どのようにお育てになられたのでしょうか。いままでの長

い教員生活の中でこれほど温和でしかもよく気がつき、清潔

好きな子供さんを見たことがありません」と、よく聞かれま

した。 

また別の先生方からは「学校にこられた時のお母さんのお

嬢様に対するお姿を拝見したり、お話をお伺いしていてつく
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づく思うことは、お母様は少し過保護ではないかと思いま

す。 

このままだと、将来自主性のない人間になり、困られるよ

うなことになると思いますよ」と言われたりもしました。 

 またある時など、何処で見ておられたのか、わざわざ教頭

先生が走ってこられて「Ａさん、お嬢さんに対して少しぐら

いではない、大変な過保護ですよ。もう少し本人が自主性を

出せるように気をつけてください」と言われたりしたことも

ありました。 

その頃、二人の娘が通学している学校では、私の育児につ

いて賛否両論に分かれての話題でにぎわっていたようでし

た。 

しかし私は内心、この先生方は愛ということが分かっては

おられないなぁ、と思っていました。この先生方は、きっと

自分のご両親、特にお母様から溢れるほどの限り無い愛情を

いただいてはこられなかったんだろう、と思いました。だか

ら愛ということを知識的にしか知ってはおられないんだなぁ

と、思ってきました。 

あれから、もうだいぶん年月も経ち、二人の娘ももうそれ

ぞれ母親になっておりますが、かつて先生方が言われたよう

な、自主性のない人間や、感謝も愛情もないような人間には

なりませんでした。 

母親の私が申し上げると、親馬鹿のようなおかしい話に聞

こえますが、二人ともどこにもいないくらい愛情が豊かで感

謝する心の深い、そして親孝行な女性に成長しました。そし

て、幼い時から仏心の熱い敬虔な心を持ち、常に神の光に満
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たされており、時々、その素晴らしい光に引かれてハッと緊

張することがあります。 

かつてこの私は、自分の母を非常に好きでした。何処へい

くのにも母の影のようについて歩き、お世話をさせていただ

いてきました。私は幼い時から母が弱かったために、母より

も兄嫁さんによって育てられたようなものでした。ですか

ら、小さい時は兄嫁さんを自分の母親だと思っていた時もあ

りました。 

母は非常に厳しい環境で育った人でしたが、微塵もその影

はなく、私たち子供に対しては優しい愛情の深い深い方でし

た。叱られたりしたこともなければ、また私自身、母を悲し

ませるようなことはしたこともありませんでした。私が母を

大好きなように母もまた私を大好きでした。ですから人様か

ら「お母さん、そのようなことでは娘さんをお嫁に出すこと

はできませんよ」とよく言われました。 

時折母が叔父さんのところへ二三日泊まりがけで遊びにい

くと、もう寂しくて直ぐ母を呼びにいきました。すると、叔

父さんは「Ａ子ちゃん、早や呼びにきたのかね。今日来たば

かりなのに、二三日ぐらい家に預かってもいいでしょうね。

何とこの子は困った子や」と苦笑しながらよく言われたもの

でした。そして当の母も心の中では待っていたのが手にとる

ように分かるのです。このような母子ですから、縁談があっ

ても母は自分勝手に次々断わってしまうので、家の者は「お

母さん、いくら可愛いからといって、そんなにしていつまで

も縛りつけておけるものでもないのに」と苦笑しながら半ば

あきらめの状態でした。 

母の一番の幸せな時は、仏教の本を読んでいる時でした。

特に、お釈迦様のことが書いてある本が大好きな人でした。

今日もし生きておられて、高橋信次先生のご本にお会いでき
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たならば、きっと涙を流しながら夢中になって読まれただろ

うにと思います。お釈迦様と阿南様のことが本当に大好き

で、そのような本を毎日朝から晩まで読んでおられる人でし

た。今思い出しても、立派に正法の分かる方だったと思いま

す。 

生来、体が弱い母でしたので、私は常に母に心配をかけて

はならない、母を悲しませてはならない、と何時もそのよう

な心がけで生きてきました。家が商家だったので忙しくて、

母は私につきっきりではなく、むしろほうりっぱなしの状態

で育ちました。しかし、私は母から溢れるほどの愛をいっぱ

いいただいてきました。そのためか落ち込むとか暗いといっ

たような気持ちは分かりませんでした。 

また、今もってよくある母と娘の不調和なことなど不思議

で仕方がありません。私は何時も朝から晩まで一日中ニコニ

コと明るい人間でした。何事でもおかしくておかしくて仕方

のない人間だったのです。いまだに変わっていない未成熟な

人間なんです。今この年になって改めて両親、特に母からい

ただいた深い愛が、如何に有難かったか身にしみて感謝いた

しております』 

愛は両親からいただき、心の成長とともにその上に自分の

愛を積み重ねていくものだと思います。愛は頭で考えたり、

形の上で判断したりするものではないと思います。人間の魂

の段階に限界がないように、やはり愛もまたこれでよしとい

う限界はないと思います。この世の人で愛をいただき過ぎて

困っている、また過保護やといわれるほど愛を与えられるお

母さんはおられないと思います。如何なる母も、我が子を愛

さない母はおられないはずであります。どの方も溢れるほど

の愛を差し上げたいとお思いになっておられるに違いないの

です。 



97 

 

しかし、思った通りに限り無く降る星のように差し上げる

ことはできないのです。なぜでしょうか。それは、お母さん

にも自我という意識があるからです。自分という存在がしっ

かりと心の中に居座っているからなのです。この幼い時から

の自我というものが大きく成長し、善なる心（良心）を押し

つぶそうとするのです。子供を抱きしめたいと善なる心が思

っても、もう一方の自我という偽我の心がそれよりも私の方

が疲れたわ、私こそ誰かに抱きしめてほしいわ、慰めてほし

い、と叫ぶのです。そしてその両方の心の衝突によって善な

る心が偽我に負けてしまい、ついついその溢れるほどの愛を

我が愛する子に差し上げたいという思いが消え去っていくの

です。その母の心が未熟で幼い限り、その子はその愛をいた

だくことはできません。そしてその子は苦しい一生を過ごし

ていくのです。しかしそのことは独り子供ばかりではありま

せん。やはり同様に愛を差し上げられなかった母もまた苦し

んでいくのです。 

特に母はあの世を出る時に、神様に今度こそ立派な母とな

ることをお誓いして出させていただいているからでありま

す。自分という我を出さない豊かな心の母ほど、愛する子供

に溢れるばかりの愛を差し上げることができるのです。限り

ない愛をいただいて成長した子供は、いつもニコニコし、生

き生きとしています。目は輝き笑っています。進んで物事を

やろうとします。自信があるからでしょう。 

 自信とは自分自身を信じられるといいましょうか、もっと

心の面で申し上げますと、自分の心が豊かなために何物にも

怖れということがないのでありましょう。自分がしなければ

ならない自分のことはきちっとなし遂げ、そのうえ、回りの

お友達の面倒をみます。心にゆとりがあるからできるのです

ね。ゆとりは自分の心にゆとりがあるからなのでしょうね。
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だからきっと心が嬉しくて弾んでいるでしょうね。だから人

のことまでお世話ができるのでしょうね。 

考えてみますと、人間は誰もが人のお世話をして差し上げ

たい、回りの人々に愛の奉仕をしたいという心をもっている

ものではないでしょうか。私はそのように思えて仕方があり

ません。しかし、きっとしたくても勇気が出ない人がたくさ

んおられるのではないでしょうか。 

それもこれも皆、母の愛とその環境によるものではないか

と思うのです。お母様が明るく愛豊かで、ご両親が円満な家

庭環境に出ている魂は、皆明るく暖かく人のためには己を犠

牲にすることもいとわない勇気と豊かな愛情を心に秘めてお

られるのでしょうね。両親が円満で自分の家庭が暖かいと、

子たちは皆心が弾み嬉しいのです。このような環境に育った

子たちは、誰も構う人がいなくて一人にしておいても心身と

もに健全に成長していくものなのですね。何かと親が口やか

ましくしつけなくとも立派に成長していくものですね。 

如何に名誉、地位、財力が豊かな環境に生まれ、衣食住や

お金に恵まれていようが、そのような心ない形では、人間の

心は満たされるものではないのですね。例え、明日の食べ物

がないような貧しい家庭環境であろうとも、そこに調和され

た両親の暖かい愛がある限り、母の暖かい豊かな愛がある限

り、厳寒の冬であろうとも、寒いことはなく心は暖かで希望

と勇気と自信に満ち満ちた子供たちなのです。 

如何に物に囲まれて育っていても、何時も両親の争いが絶

えないと、子供の心はしぼんでしまい暗くなり、遂には外に

その満たされない心をいやすものを求めていくようになって

いきます。やがては、その子供は一つのことに集中すること

のできない人間に成長していくことになります。心の中で思

うこと、考えることが自分中心という狭い狭い暗い心となっ
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ていきます。当然、回りの人のことを思いやる広く暖かい愛

の心は消えていきます。正しく思う、正しく聞く、というこ

とができない人間になっていきます。 

話してくださる人の言葉は聞こえるのですが、自分の心の

中を占領している、自分中心の思いが時々フツフツと顔を出

し、飛び飛びかまるっきり聞いていない人間になります。ま

た、聞いていても、心に入る瞬間、偽我という心によってく

るっと一回転して自己流の思いに切り変わってしまうので

す。ですから、今の今、聞いたことを再び聞き返して見る

と、相手が話された話とは全く違った言葉にすり変わってと

ってしまっているのです。しかし、当の本人はいくらそのこ

とを言ってもなかなか納得しないのです。それだけに自分中

心ということはなかなかに恐ろしいものです。 

特に、法のお話が自己流に変わってしまうと、もうその話

は法ではなく、単なる思想となってしまい法の中に生きるこ

とは難しくなりましょう。思想とは、一人の人間の考えだと

お教えいただいております。そうなりますと、いくら法を聞

いていても、その人の魂は成長するはずがないものと思いま

す。 

人間は誰もがこの世に初めて出てくる前から、まず母親の

声を聞き、その母親の言葉を縁として、そのうちに片言を話

すようになるものですが、その聞くということが話すことの

始まりだとしますと、正しく聞けない人は、当然のこと、正

しく話すことができないことになります。社会人になって初

めて回りの人から信頼されていない自分に気づくことになる

でしょう。このことは、学歴や学業の成績には縁のないこと

であります。だとしますと、如何に現代の教育が真実からか

け離れているかということがよく理解されましょう。人間と

して最も大切な愛ということを教えられない教育になってし

まっているのが現状であります。このことから考えていきま
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すと、非行青少年少女の問題も、今日に見るような施策な

り、知識を中心とした方法では決して解決できないことがは

っきりと見えてきます。愛こそ人間を正しく生かす最大のエ

ネルギーだと思います。 

このように両親による愛の環境というものが子たちにとっ

て、いや人間にとって如何に重要なものであるかが分かりま

す。そうして見ますと、両親の調和の根本は愛し合うという

ことでありますが、その愛の次元は人によって違うものであ

ります。すなわち夫婦各個の魂の調和度によって違うという

ことになると思います。相互に相手を好きだということは最

も大事なことでありますが、それと同時に尊敬し合うことが

特に大事なことではなかろうかと思います。 

昔からこの世では、釣り合いのとれた夫婦、釣り合いのと

れた家同志こそ良縁という諺がありますが、正に言い得た言

葉ではなかろうかと思います。夫婦はお互いにどちらかが我

慢をして妥協していては、やがて破綻が訪れましょう。お互

いに心の底から話し合える夫婦でなければならないと思いま

す。寝ても覚めても何時も楽しく語り合える夫婦こそ、素晴

らしい調和された、神仏のみ心にかなった神の子といえまし

ょう。 

常に神仏に心を向け、感謝の生活に明け暮れた生活を楽し

むことが大切なことと思います。主が、説き明かされお導き

くださいました正法を正しく学び、実践しその悦びを回りの

人々にお伝えする生き方こそ最高に幸せな生涯ではないでし

ょうか。自分の足もとをしっかりと確かめ、地に足のついた

歩み方をし、自分を大事に労りながら心の精進に励むことが

大切なことだと思います。 

 最後に、このご婦人は、常に心ある思い、心ある行いを心

がけることが大切であり、一日も早くその心あるという正し
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い判断ができる自分自身になることが大切だと締めくくって

くださいました。私はこのご婦人がこうまで愛に対する思い

が深く、豊かであられることに驚くとともに真に心が洗われ

るような大きな悦びをいただきました。 

今生、特にこの日本には、今、主のおともをして多くの偉

大な魂の方々が出ておられることを身をもってしみじみと分

からせていただいたように思いました。私たちもこのお方に

大いに学び、前世よりもより豊かな魂として成長し、この世

にいる今というこの時、一人でも多くの人々に法をお伝え

し、愛の実践を為し遂げたいものと思います。 

 この稿が、お一人でもいい、心燃え立つ糧となれば幸いに

思います。 

各位の平安をお祈りいたします。 偉大なる主の 大いな

る慈悲によりお救いいただき心からの感謝を捧げます。 

   ある朝、愛という光をいただいて 

 

【正しく思うということ】 

「ひかり」誌：1993-9 月 P005 

 ・・・ある学習会の時でした。あるご婦人からの質問があ

りました。 

「これまで娘の孫の面倒を見ていたが、もう年のためにえ

らくなったので止めようかどうしょうか迷っているんです。

止めれば娘が可哀相だし、どうしたら良いでしょうか」 

『はっきりと断わってえらい目にあわんことです』 
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一カ月経った学習会の時、この方からまたお孫さんの世話

についてのお話がありました。 

「この前ご相談したけれども、やはりやりくりして面倒を

みることにいたしました」 

私は『どうぞ貴方の好きなようにやられれば、そして頭を

何回もぶつけたらお分かりになるでしょうね。今の段階では

やむを得ませんね』 

『貴方はこの前、私にご相談された時、何か自分なりのお

考えを持っておられたのと違いますか。それは、年寄りは孫

の面倒を見なければならないものだ、という道徳的な観念の

ようなものを持っておられるのと違いますか。それでは有り

難い法によったお答えを差し上げても、今まで持ち続けてき

ている考えと比較されるだけで、きっと自分の考えの通りに

生きられるでしょうね。 

法の素晴らしさ、有り難さがお分かりになってはおられな

いから、この問題を解決する道は幾つもある、と思っておら

れるんですよ。しかし、そうではなく法によった思い方行い

方でなければ正しい解決とはならないんですよ。解決する道

は一つしかないのですよ。それが正法を実践した行い方なの

です。 

貴方様がお孫さんを面倒みていては、お孫さんはお母さん

から愛情をいただくことができないし、また、お母さんも自

分が生んだ子供をおばあちゃんだといっても他人に預けたよ

うなもので、その方からは、お子さんは愛情をいただくこと

はできないのです。また、お母さんも自分が生んだ子供を他

人に預けていては、子供を育てる愛情を与える、つまり母親

にならせていただく修行の機会を放棄しているようなもので

す。 
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お母さんが自分の子供の世話をするということは、子供も

母親も生かされ、またおばあちゃんもまた老後を楽しむこと

ができるという皆が生かされる良い結果となるのです。反対

におばあちゃんがお孫さんの面倒をみていたら、みんなが殺

し合う結果となるのです』 

 という話をさせていただきました。 

私はこれまで多数の方からのご相談をいただいてきまし

た。経営のこと、あるいは親子のこと、夫婦のこと、子供の

こと、病気のこと等々でした。その時は未熟な私は私なりに

心を正し、神仏より光をいただき知恵を絞って心からのご返

事をさせていただいてきました。しかし、その方たちのその

後の行動を拝見いたしておりますと、お話ししたとおりに実

行している方と、していない方とがあります。していない人

はその後何回も同じことについて相談をしてこられました。

その方々はやはり先ほどのご婦人と一緒で、自分なりの考え

をしっかりと持っておられるので、なかなか私の知恵を素直

に実践することができないでいるのでした。 

心からの知恵とか法に則った思い方行い方が如何に素晴ら

しいか、如何に幸せの道かということが理解できておられな

かったのでした。どうしてもこの肉を持った人間の言うこと

が信じられない、肉を持った人間を中心としてその人を見て

しまうのでした。 

 

【おもいやり】 

「ひかり」誌：1994-2 月 P005 

 ・・・小さい子供で愛情不足の子たちは、いつもお腹を満

たすために、がつがつ食べてばかりいます。飢餓の極限状態

の子供と同様大抵大きなお腹をしています。 
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 心が満ち足りていないために、そういった形のことを通し

て、心を満たそうとするのでしょうか。しかしそれではなか

なか心は満たされません。やはり、お母様とお父様の調和さ

れた愛情の中にすっぽりと包まれていないと、心は満たされ

ないのでしょう。 

 何時も何時もひもじいと泣き叫んでいる子供でも、お腹が

一杯になるまでミルクや食事を与えると、後は満足そうにス

ヤスヤと寝てしまいます。 

 しかし、お腹がすいている間は、泣き叫ぶばかりで、一向

に泣きやんで寝ようとはしません。 

 この状態を人間の心に置き換えてみますと、心も小さいと

きに両親から一杯の愛をいただいていないと、八十歳になっ

ても百歳になっても、その人の心はひもじいひもじいと叫ん

でいるのです。ひもじいひもじい人が法に帰依したから、法

を愛を学んだからといって、いつの間にか自然に豊かな心に

なったということは、全くの夢物語ではないでしょうか。 

 これまで勉強不足で愚昧な私は、これらのことについて皆

様のお心が心からご納得されるまでご説明出来なかったので

す。よく学修会等で聞くお話の中に、調和とか自己保存とか

不調和とか慈悲とか愛とか偽我とか善我といったような、正

法言葉が出てくる場合が多いように思いますが、しかし、殆

どの方はその意味については詳しくは語られません。 

 何故かといいますと、その方々は学習の中で解った積もり

という積もり人間なのです。解ったならばせめて検算をして

見られたら、より深く心に落とすことができるのですが、そ

のことをなさらないで、ただ心でか頭でかは解りませんが、

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

り刻んで、誰にも解り易くお話をされます。そしてそのよう

な努力を重ねられることによって、その度にその言葉の意味

をより深く心に落としていかれるのです。しかし、漫然と何

時までも正法言葉を使っておられる方は、やはりそれ以上、

深くは掘り下げることはできないままおられるのです。 

 ご著書の中に一杯溢れる程、満ち満ちている正法言葉は、

主がお説きくださったもので、それを漫然と使っていては当

然のこと、何時まで経っても自分のものとはならないでしょ

う。自分のものとするためには、それ相当の法を学習する努

力がなくては不可能なことでありましょう。 

 私はここまで考え至ったとき、初めてひもじいとお腹が満

たされていない人が、そうは簡単に自分の大切な食べ物を食

べないで、人に分け与えることが出来るはずがないことに気

づきました。 

 普通の人間であったら、誰しも自分が食べるだけ食べて、

お腹が一杯になったとき、初めて回りのひもじい人たちに気

づき、分かち与えることに思い至りました。 

 そうだ、心もお腹と一緒でやはり愛に満たされないかぎ

り、いつまでたっても人様に愛は分かち与えることは出来な

いのだ。第一、自分の心が空っぽで乾いているのに、与えら

れるはずはありません。容器にこぼれるほど満ちあふれてい

て、初めて周りの人々に対して分かち与えることに思い気づ

くのです。 

 自分が満たされないときは、人のことなど心配すること

は、絶対に出来るはずはありません。 
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思いやるということは、相手の立場に立つということで

す。「己を生かし他を生かす」の、「他を生かす」というこ

とです。自分から自分が抜け出て、他と自分との中間に立っ

て初めて、正しい見方が出来ることをお教えいただいている

のですが、実際には、自分からは１センチも出ることが出来

ないのが実情だと思います。 

 長年に亘り、人間は自分のことは自分でしなければ誰も面

倒を見てくれないということが、身に染みているため自己中

心の権化となり、なかなかそのような芸当はできなくなって

しまったのです。 

 今、炊事、洗濯、家事全般できなくても、結婚したら何も

かも出来る自信があるわと言っていても、実際に習練してい

ないものが、いざというときに出来るはずは絶対にありませ

ん。このことと同様に、自分を粗末にしている人間が、ある

日突然、自分を大切にすることは出来ない相談であります。

それ故当然のこと、自分を愛することの出来ない人が、他人

を愛することは絶対に不可能なことであります。 

 自分を大切にする方法は、まず法に照らして、自分の良い

ところや欠点を一つ一つ丹念に発見する努力をし、発見した

らその原因を追求し、二度と再び同じ過ちを犯さない努力を

していくことであります。それから、人様に対して、無所得

の奉仕をさせていただく努力をすべきであります。 

 自分が今日までこのように幸せに生かしていただいている

そのご恩返しとして、一人でも多くの人に、自分の出来る限

りの奉仕を捧げることが大事であります。いただいたらそれ

相応にお返しをする、これで貸し借りなしのバランスがとれ

るのではないでしょうか。これも大事な調和ということであ

りましょう。 
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 人から一杯していただいて、一つもお返しが出来ていない

とその分、苦しみとなることは間違いありません。常にとら

われのない安らぎの世界に己を置くように努力することが、

己を愛する、己を大切にすることであります。人から感謝さ

れることを進んで実行する、それも人が一番いやがっている

ことを率先して実行することは、人から感謝されることは勿

論のことでありますが、その積み重ねによって、誰よりもこ

の自分が嬉しくなり、悦びと感謝で心が満たされるのであり

ます。 

 そういった心がいつもかも溢れるようになれば、周りの人

たちにそのあふれる悦びをそっと差し上げることが何の抵抗

もなく実践できるのであります。それが思いやりであり、助

け合うこと、補い合うこと、許し合うこととなるのでありま

す。 

自分を愛する、自分を大切にするとは、このような精進努

力の積み重ねをいうのであります。その結果、物を中心の現

代社会ではなかなか体験することは出来ない悦びに包まれる

のであります。その方の精進努力の程度、その方の心の深

さ、豊かさに相応した悦びが我が心に自ずと充満してくるの

です。自分の心が満たされれば、周りの人々をも思いやるこ

とが出来るのであります。 

 

【愛に生きる】 

「ひかり」誌：1995-7 月 P037 

 ・・・お陰様で、この二十年余りの間、法を学ばせていた

だきましたお陰で、夫婦の対話、親子の対話がこの世で何よ

りも一番大切なことに気付かせていただきました。 



108 

 

 今日まで長い間対話のなかった夫婦や、親子を多く見かけ

ますが、今日大方の家庭には対話がないように思われてなり

ません。 

 それはまず結婚する時、お互いが好きであることが一番大

切なことであります。結婚を嫌いな相手とする筈もないこと

ですが、一時的な感情で愛している、好きだとか、または自

分の心を偽った結婚をしてはいけないと思います。永遠に好

きでならない、心のときめく相手を見つける、努力をするこ

とが最も大事なことであります。 

 そして好きであることと同様に、尊敬しあえる相手を見つ

けることが大事であります。同時に、相互がそれぞれの両親

を尊敬出来る相手を選ぶことが、神よりお与えいただいたこ

の短い生涯を、最高に生きていく根本であると思います。何

事にも根本とか基礎がありますように、この基礎なり根本

を、努力してしっかりと作ることから始めないで、二階や三

階に直ぐとらわれてしまうと、やがてそのものは崩壊するこ

とは先ず間違いのないことであります。一本の大樹も大空に

枝葉を繁らせている大きさに比例した、根を地中深くはびこ

らせていると聞いておりますが、その通りだと思います。根

が小さくては、枝葉は大きく繁茂しないでしょう。 

 夫婦がお互いに好きであれば、少々の過ちやミスもとらわ

れることなく、許し合える筈であります。夫婦がいつもニコ

ニコと円満であれば、そこには必ずや心身ともに健全な子供

が与えられることでしょう。放っておいても危険な人間にな

るはずもなく、何時も優しい目が微笑んでいる、明るい人間

となるでしょう。 

 当然のこと、常識や礼儀や感謝の念の厚い子供に成長する

でありましょう。しかも一番大切な神性、仏性豊かな暖かい

魂として、本来の魂の次元を十二分に発揮した人間として、
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ものの哀れを思い、自ずと善悪の判断がつき、自分に厳しい

神の子として成長することでありましょう。 

 あの世から生まれて出てきた儘の丸く豊かな魂を、両親の

影響によって歪ませることがなければ、当然何事も正しく丸

く豊かに、神のみ心のままに成人し、やがて人々に勇気と希

望と悦びを与えずにはおかない、素晴らしい神の子としての

使命を果たすため、世の指導者としての道を歩まれるに違い

ないと思います。 

 幼い時から勉強勉強ではなく、自然の儘に子供らしく泥だ

らけになって遊び、その年頃に相応した自然を相手にしての

遊び、回りの友達との遊びこそ、掛替えのない大事な神性、

仏性の成長の糧となるものと思います。 

 親は子供があってこそ、親としての修行をさせていただけ

る訳で、いたずらに子供の思いや行いを曲げて、親のコピー

人間に仕立てるのではなく、その子供自身が自力を出せるよ

うに、良いところは褒め讃え、悪いところは厳しく指導する

という良き親子の環境づくりを心がけることが、良い親子の

基礎造りとなるものと思います。親だからといって、勝手に

子供の漬け物桶の中に手を入れてかき交ぜるようなことは、

まず慎しまなければなりません。 

 肉体は両親からいただきますが、魂は別々であるとお教え

いただいております。この夫婦の不調和が原因となって、や

がて親子の関係も不調和になっていくのです。今日の社会環

境の不調和、地球環境の不調和な原因は、この夫婦の不調和

が原因となっているように思えてなりません。 

 お金が大事だ、家を建てることが大事だといって、ものに

とらわれ、心の大事なことを忘れて、子供を放っておいてき

た親たちは、やがて、いくら金があっても償えないような、
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恐ろしいことが待っていることに気付かねばならないと思い

ます。それは、今日随所に見られる家庭内暴力という形によ

って現れてくるのです。それは、物心ついた子どもたちの良

心の反発です。これまで長い間、我慢をしてきたその反作用

の現れであります。 

 現代社会はお金やものにとらわれてしまい、そのような

「もの」やお金よりも、最も大事な愛情という宝を、子供に

与え尽くすということを知らない、親や教師や政治家が増え

ているように思います。 

 愛する我が子に対して、常に心が満たされるほど愛情を与

えていない人が、どうして他人に立派な教育が出来るでしょ

うか。また政治が出来るでしょうか。経営ができるでしょう

か。 

 その根本はいうまでもなく、夫婦という環境が調和してい

ないことに大きな原因があるのです。夫婦の間に愛がなけれ

ば、当然のこと、親子関係にも満ちあふれる愛情がありませ

ん。先生と生徒の間にも、国の指導者の心にも愛が無くて、

立派な教育や政治が、経営は出来るはずがありません。 

 自分の家庭を愛で満たすことが出来ない人たちが、どうし

て立派な政治が、教育が、経営が出来るでしょうか。当然心

が円満ではないのですから、心からの知恵も創意工夫も湧現

されることはないでしょう。 

 

【愛】 

「ひかり」誌：1995-8 月 P056 

 ある若い女性から相談があった。 
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 こんな老人に相談をかけてくれるとは、何と有難いことで

あろうかと思い、話を聞いた。 

 小学校の先生の実習をしておられるとのことであった。 

 「私が話をしても、皆自分たち同士でガヤガヤ話してい

て、無視されてしまうんです。私は生来、子供が嫌いだから

でしょうか」 

 『そんなことはないですよ。もう少し知恵を絞って工夫し

てみたら』 

 「どうしたらいいのでしょう」 

 大分ご重態のようである。 

 『貴方は、中学、高校、大学で、何ていうニックネームで

呼ばれていたの』 

 言葉が反って来ない。この老人に話したくはないらしい。

きっと将来、結婚した人には話すのかも知れない。 

 ・・・『明日学校へ行ったら、直ぐ様、先生はネー、貴方

たちの頃には、皆からマルマルと言われていたのよｫー。今日

は、皆のニックネームを聞きたいナー。教えてくれるぅ』

と、言ってごらん。 

 「ソレハ面白そうネ。ヨシッ。やって見っか」とは言わな

かったが、電話は切れた。 

 二、三日してからだった。 
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 彼女の甘い声が聞こえて来た。途端、うまくいったな。良

かったぁ、と思った。 

 「うまく行きましたぁ。有り難うございますぅ。私ぃ、子

供が可愛くなったぁ。もぉ－、先生、先生って、回りを取り

巻かれて大変なの」彼女の嬉しそうな声を始めて聞き、心が

宙を飛んだ。 

 その言葉が「いかはるっ。来やはった」調の関西なまりだ

から、なおさら生き生きとした悦びに聞こえて来たのであ

る。 

 愛とは、このようにその人の次元にまで下りて、目を見な

がら話をすれば、総てがうまく行くのである。 

 人の次元までに下りることは、エレベーターではないのだ

から、そうは簡単に上がったり、下ったりは、出来ないと思

いがちであるが、しかし法を学修実践していく中で、それは

容易に実行出来るようになる。 

 とかく人間は、直ぐ様のぼせ上がって増長慢になりやすい

が、下に下りることは人もってそうは間単には出来ない。 

 しかし『実るほど頭の下がる稲穂かな』という言葉がある

ように、心が広く丸く豊かな人程、謙虚である。選挙等の時

だけ、もみ手をしながら妙に這いつくばる、あの謙虚ではな

いのだ。 

 この世の名誉や地位、財産、お金などの不浄な物ではな

く、宇宙の総てを所有している、つまり心が大きく、丸く、

広く、豊かな人は、常に謙虚で、其の神仏のみ心を心として

思い、行っているから、心は素直なのである。 
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 偉大な魂でなくとも、我々のような者でも、法を学び不断

の精進努力をしていくことにより、それは至極容易なことで

ある。 

 その人の次元よりも一寸下まで下りて、そっと手を添えて

支えて上げる、これが愛なのである。 

 現代の学校教育は、知識の切り売りだから、教育の現場で

は混乱が絶えない。 

 何が真の教育なのか、ということが理解されていない、と

いうよりも教えられていないのが現実である。教える指導者

がいないからである。 

 だから子どもたちに教えてやっている、といった全く心得

違いの先生が増えている。 

 正しい学校教育については、主のご著書、『心の発見・科

学篇』二三二頁の中でお導きいただいている。ご覧いただき

たい。 

 学校教育とは、知識の詰め込みではなく、愛の思い、愛の

行い、神の子として、神のみ心を心としての思い、行いにつ

いて、正しい心の在り方を教えることなのである。 

 それには、先生自身家庭において、あるいは地域社会にお

いて、正しい法のもとに、思うこと行うことの学修実践を積

み重ねない限り、真の教育は至難なことである。 

 先生は教えてやっていると思いがちであるが、そうではな

く、毎日毎時、目の前に座っている大勢の子供たちから、美

しく清らかな心の波動を受けて安らぎを一杯いただいている

ことや、大自然が示しているように、子供といえども相互に
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生かし合っていることを知らねばならないのである。即ち知

識ではなく、人生の目的と使命を学ぶこと、心を学ぶこと、

法を学ぶことが最も大切なのである。 

 人生の意義が解った時初めて、心から教えさせていただい

ている、子供たちから自分も学ばせていただいていることの

真実が理解されてくる。そうして総てにおいて、お陰様とい

う真意が理解され、愛ということ、また調和ということが心

から理解され、人生の正しい在り方に初めて気付くのであ

る。 

 目の前に座っている子たちは、算数や読み書きは教わらな

いと知らないが、しかし、先生よりも心が汚れていない清ら

かな心の持ち主であることを知って欲しい。 

 その汚れなき清らかな心で、心の目で、心の耳で、先生た

ちの心を見つめ、思いを感じ取っているのである。 

 もしも離婚している先生がいるとしたら、その理由にもよ

るが、果たして子たちの教師としての資格があるだろうか

と、言いたいのである。また、自分の子たちを粗末にしてい

る教師がいるとしたら、その先生は子たちを教え指導する心

の資格は、もうないのではなかろうかと思う。そこには愛が

ないからである。愛とは、生徒や学生達に迎合したご機嫌と

りのことではない。愛とは、中道であって厳正なものであ

る。 

 人を教え指導する立場の者、先生と名の付く総ての者は、

その思うこと行うことが、神のみ心から外れ正しくないと、

一般の人よりも倍以上罪が重いと、お教えいただいている。 
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 何も親だけが神の子ではない。子たちも立派な神の子であ

る。むしろ親たちよりも子たちの方が、神のみ心に近いので

はなかろうかと思う。心が清純だからである。 

 したがって親たちよりも、先生たちよりも、むしろ神のみ

心を素直に直感することが可能ではないだろうか。・・・ 

 

【正しく聞く、語る、思う】 

「ひかり」誌：1996-4 月 P040 

 私たちは常に、家族を始め多数の人とお話をしているか

ら、明るく楽しい心で日々生きていくことが出来るのです。

そこには、法を実践した悦びの話もあれば、家族との楽しい

話もありましょう。自分にとって、楽しくて嬉しい話かも知

れませんが、聞く相手のことを何も思いやれない人の話ほど

いやなものはありません。 

 心の勉強をしているんだから、貴方はどんな話であろう

と、聞かねばならない役割なんだ、とばかり長々と一方的に

話をされる方もおられます。 

また、こちらから電話をかけて話す場合もあります。 

 この場合当然当方の要件を先に話をします。ところが、当

方の話が終わるのを待っていましたとばかりに、実にうまく

自分の話に切り替える人もあります。 

 大抵そのような人は、殆どといっていいくらい、皆揃って

その入り具合が非常にお上手です。ちょうど、子供が縄跳び

にうまく入って来るような、実にそのタイミングがうまく、

慣れておられるのです。しかし、そういった人の殆どは、当

方がはじめに話すことには、何の応答もないのです。うん、
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とも、すん、とも言われないのです。しかし、当方の話が終

わるや否や、侍っていましたとばかり、いやそれよりも、遅

いねー、と言わんばかりにして飛び込んでこられ、一応は

「話していいですか」とは言われるのですが、中には、あま

りに急ぐばかりに、そのことも忘れてか、または言う礼儀も

弁えてはいないのか言わないで、さあー、自分の出番が来た

ゾー、とばかり、話を始められる方もおられます。 

 ウンともスンとも言わないのは、何処で自分が入ろうかと

いう思いと、その出番が来たときには、これを話そうという

思いが心を一杯占めていて、相手の話すことに耳を傾けるこ

とは出来ない人なのです。 

 人間は、聞くことと、話すこと、あるいは聞くことと、メ

モを取ることの二つの方向に意識を向けることは不可能であ

ることをお教えいただいております。もしも何時もそのよう

な生き方をしておられる人がおられれば、聞くことか、メモ

を取ることの何れか一方が、機能しないことがあるのです。

ですから、このような人は、必ずといっていいほど、聞いた

り、聞かなかったりしている人だと思います。 

 正しく聞くには、自分の心を何事にもとらわれない平安な

状態にして、今聞くことを目的としているならば、全意識を

集中して聞くことに懸命になることであります。しかし、中

にはいくら集中して聞こうとしても、直ぐ心が他のことにと

らわれてしまい、中々集中した心の状態を保つことが出来な

い人もいます。これは、お母さんのお腹にいた時から、少な

くとも三才頃までの間の母親の愛情に起因するものと思いま

す。 

 このような方の殆どは、きっと小さい子供の時から、お母

さんと十分にお話をして来なかったか、または、その後の環

境で、余り話が出来なかったか、出来ない人ではなかろうか
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と思います。その人の幼い頃、何時もお母さんが側におられ

ず、黙々として一人で遊んでいたのか、それとも両親以外の

人に育てられたのではなかろうかと思います。幼児の時代か

ら何時もお母さんに、自分の思ったことを話しかけ、お母さ

んからその言葉に対して返事が帰って来る、そういった交互

に話し合うという会話を十分訓練して来なかった人ではなか

ろうかと思います。また、そのお母さんも母親とそのような

温かい母子関係をいただいては来なかった人かも知れませ

ん。 

 相手の話を聞いて自分が思ったこと、嬉しいこと、楽しい

こと、悦びのこと、美しいと思ったこと、可哀相と思ったこ

と、悲しいと思ったこと、寂しいと思ったこと等々、その話

の中から汲み取ったことを自分の意見として話すことを十分

にしてきた人は、そのような会話が出来る人間に成長します

が、して来なかった人は、大人になってもそのような心在る

会話は出来ないようです。 

 話す相手がいない環境で育った子供は、何時しか一人で一

人言（ひとりごと）を言いながら一人遊びをする要領を覚え

ます。どうしても、このような人は、自分の思いを言葉にし

て外に吐き出すことが出来ないため、自ずと自分の思いを心

にため込んでいくようになります。 

 それがやがて我慢につながっていきます。そして、人との

会話が円滑に出来ない人間に育っていきます。重症になると

全く話の出来ない人間になっていきます。 

 ・・・人間がこの世を生きていくには、お互いに助けたり

助けられたりの生かし合う、思いやり合う、許し合う、補い

合うという愛の心がなくては、一歩も正しくは生きることは

出来ません。 
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 こうしてよくよく考えて見ますと、小さい時から常に両親

を始め多くの人間関係の中で、温かい愛情に満たされて成長

することが如何に重大なことであるかが分かります。 

 今日世情でとかく大問題となっています、いじめっ子問

題、子供の自殺問題等子供の問題が悲しく伝えられています

が、これらも親子の関係が小さい時から調和された円満な関

係であれば、まずそのような問題は発生しないと思います。

報道や裁判等では、受けた人間を中心とした結果だけを見て

の、法律による、または人の考えで判断し、心の面でのそれ

までに至る問題が見落とされていることは、非常に重大なこ

とと言わねばならないと思います。 

 両親の調和された愛情によって成長した子たちは、心が円

満で健全ですから、如何なることに遭遇しようとも、簡単に

自分の命を断つなど、神仏との約束を冒涜するようなことは

しないでしょう。 

 ・・・私は、毎日毎日夜昼なく多数の方とお話をさせてい

ただいたり、あるいはお手紙を拝見する機会が多いのです

が、つくづく胎児の時からの母親の愛情と幼児における親子

の対話の大事なことを痛感いたします。 

 最低子供の三才までの間、お母さんは絶対にお仕事をお止

めになって、愛するお子さんと一緒に過ごしていただきたい

ものと痛切に思います。一緒に過ごすことによって、一日一

日本当のお母さんにならせていただくことを知らねばならな

いと思います。子供を生んだから、直ぐ様「お母さん」とは

呼ばれますが、自分には実感がないように、まだまだ真の母

親にはなってはいないのです。子供を生ませていただいたこ

とによって、またこの愛する子供によって、両親は生涯かけ

て母親に、あるいは父親にならせていただく有難い有難い修
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行の機会を、今、神様よりお与えいただいているのでありま

す。 

 子供には母乳やミルクよりも、もっと両親の調和された愛

情が必要なのです。その少なくとも三才までの間に、両親の

調和された愛情が与えられないと、心が健全に成長しないの

です。 

 それは、子供が生まれる以前の夫婦になった時から、常に

笑い声の絶えない円満な夫婦であること、心からの相思相愛

であり、相互に深く尊敬し合う二人による愛情のエネルギー

が、胎児の時から与えられ、そのエネルギーによって胎児の

肉体の細胞分裂が正しく行われ、心身共に健全な子供が生ま

れることをお教えいただいております。 

 今日、新生児にこれまでに類例がない多数の新しい病気が

発生しているのも、この両親の心の調和が欠けていることが

一番の原囚だとお教えいただいております。 

 とかく親は、子供の病気や怪我や死等は、子供にまたはそ

の相手に原囚があると思い、補償等を提起しているケースが

非常に多いことも、その親の心に原因があることが教えられ

ているように思われてなりません。そのような親によって、

きっと天に帰った子たちの心は痛むことでしょう。お導きに

よれば、子たちに起きる不幸は総て親に対する神の警告だと

お教えいただいております。 

 両親が相思相愛の環境の中で、生まれた子供は、自我が芽

生えるようになると、自我を一杯出す子供に成長していきま

す。それを両親は自分中心の思いによって、あれこれと注意

をしがちでありますが、それは心ない親によって、その子供

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

て、その出している分に相応した分、その魂の知性も感情も

理性も本能も、やがてそれぞれ円満に成長していくのだとお

教えいただいております。 

 

【愛】 

「ひかり」誌：1997-8 月 Ｐ040 

 昨今新聞やテレビ等で報道されるニュースは、殺人事件を

始め金融関係の金にまつわる事件や政府高官による不祥事等

で賑わっている。 

 事件の経緯やその原因等について、評論家やその道の識者

達がとかく評論しているが、しかし正しい原因について語る

人はいない。 

 また、各新聞には「人生相談」や「人生案内」等という欄

を掲げ、悩める人たちの投書に対する回答を掲載している。

大抵宗教家や作家、弁護士等が回答者となっている。 

 一人の人間の運命にもかかわる重大事にもかかわらず、一

人の人間の人生経験にもとづいた回答が殆どであり、その回

答によってさらに混乱し人生を誤っていく人たちもいるので

はなかろうか。 

 高橋信次先生には、天上界のアガシャーグループ即ちアガ

シャー系指導霊団からこの世に出ている心在る魂のみが、人

間の心の在り方についての指導が許されていることをお導き

くださっている。 

 人の命、神の子の心は尊厳であり、誰彼問わず人の心につ

いて、指導することは許されていない。 
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 何故ならば、そこは神仏の領域だからである、また、何処

の病院に行っても病院という病院は殆ど患者が溢れ、満員の

盛況である。 

 そして、癌の治療法もまだ見つからないのに、次々新しい

病気が発生している。 

 なかでも、乳幼児の診療科目が年々増えていることを聞い

たことがある。八年前の当時で二十七科もあると聞いたが、

今日ではもっと増えているのではなかろうか。 

 では、何故今日に見るようなこうした人間関係がこうも混

乱するようになったのか。何故次々新しい病気が発生するの

だろうか。とりわけ新生児や乳幼児の新しい病気が増えてい

ることは何故だろうか。 

 私は長年にわたり高橋信次先生のみ教えを日々学び、また

毎日のように多数の人々の病苦や精神的な苦悩などについ

て、ご相談をいただいて来たが、その原因の殆どが、お導き

の通り、夫婦間の人間関係や親子間の人間関係、隣人との人

間関係等人間の心に原因があることを知った。 

 その結果、つくづく思うことは、夫婦間の混乱について

も、その内容は多種多様であり、一口には言えないが、大事

なことは、それぞれ相互が結婚するまでに一人の人間とし

て、少なくとも常識、礼儀、報恩感謝を大切に生きる努力を

重ねることが最も大事であることを学んだ。 

 結婚したら、うまくやるさーではなかなかうまくは行かな

い。自分自身精々努力し体験した結果初めて自信を持つこと

が出来るようになったとき、やっとウマクヤレルサーと言え

るのだ。何事も精一杯努力を根気よく続けない限り、満足の

出来る良い結果は得られない。しかも、常識や礼儀や感謝も
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満足に出来ない人が、相手を思いやり大切に生きるというこ

とは、なかなか難しいことである。 

 まず結婚するに当たり、お互いが大好き同志であったかど

うか、また、相互に尊敬し合う心を持っていたか、というこ

とが特に円満な結婚の要諦のように思う。この二つを何時ま

でも大事にする努力をしてきた夫婦は、少々の喧嘩や行き違

い等があっても、直ちに元の円満に戻ることが出来る。 

このように愛し合っている夫婦から生まれる子供は、母親の

胎内に十月十日いる間、夫婦の調和された愛というエネルギ

ーにより、胎児の肉体細胞分裂が正しく行われ、やがて丸く

豊かな心と健全な肉体の赤ちゃんが誕生する。 

 両親の限りのない愛情に満たされているため、何処が悪い

という病気にかかることもなく、スクスクと成長していく。

そしてその子は常に目もとが笑い、円満である。 

 母親は、何処か他に勤めるようなこともなく、少なくとも

三才までは、この大事な赤ちゃんの側を離れることなく、不

眠不休でこまやかな愛情をそそぐことにより一歩一歩立派な

母親とならせていただく機会を神よりいただいているのであ

る。母親の命を投げ出しての愛育により、その愛に相応した

心身の子が育っていく。 

 こうして見たとき、貰い子では、真の親の愛を与えること

は不可能なことのように思う。 

 精一杯夫婦が調和した愛情を限り無く与えて育った子たち

は、常に明るく、親をいとおしいと思う親思いであるよう

に、また回りの隣人に対しても、常に暖かい思いやりの心を

持つ人間となっていく。その思いやりは、人間だけでなく、
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生きとし生きるもの総てに対しても、皆平等に思いやりの持

てる人間として成長していく。 

 ところがこの反対に、子供を身ごもっている時から夫婦が

喧嘩が絶えず、そのために妊婦は何時も心が不安で常に苛々

し通しの場合は、胎児の肉体細胞分裂が円満ではなく、やが

て先天的身体障害者としてこの世に生を受けることとなる。

見た目には正常に見えても、心は歪み、内蔵諸器官もまた正

常な発育とならず、やがては次第に病気がちとなる。 

 また、正常に生まれても、少なくとも三才までの間、特に

母親の愛情が常時与えられない環境に育った子たちは、愛情

不足のため心は歪み、その影響により肉体諸器官の機能もま

た不調和なものとなり、同時に心もまた円満な心ではなくな

り、やがて暗い心のひずんだ人間に成長していく。何事にも

常に不満でイライラとつっかかるような、世を拗ねた人間に

成長し、やがて心はある時は、鬱状態に、またある時は躁状

態のノイローゼ人間となっていく場合もある。 

 また、正常に生まれても、両親の思いが常に名誉、地位、

財産、お金や物が最も大事という環境に育った子たちは、幼

少時から学習塾に通う等、勉強勉強に明け暮れた環境によ

り、大自然のもとで友人とともに心の底から楽しく笑い転げ

遊び回る生活を体験しないため、心の成長が円満ではなく、

そのツケがやがて成人となった時に現れてくる。 

 かつて私が、役所勤めをしていた当時、有名大学卒という

人を多く眺めて来たが、若くして地位を得た人の中に、いい

年をしてしかも相当な地位に在りながら、全く尊敬も出来な

いようないやしい遊びや児戯にも等しい遊びに夢中になるの

を見たことがある。このような心の人間が政府の中枢を占め

るとしたら大変なことになると思った。 
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 このようなことも一因となり、長年勤務した会社を退職し

たことがあった。 

 可愛い生まれたばかりの子たちを乳児院等に預け、夫婦が

共稼ぎしてやれ－日も早く家を建てようとか、あるいはまた

商売を大きくしようとする余り、子たちにとっては愛情のな

い暗い牢獄につながれたような環境におかれ、やがて立派な

家が完成し、また商売が繁盛し大金持ちになって初めて、狐

目のような釣り上がった目をした青白い顔をした見るからに

陰気な子供が家の隅からじいっと両親の姿を眺めていること

に気付き、両親の心は総毛立つものを感じ恐れおののくので

ある。 

 そのときもう既に黒い幕が落とされ、暗い序曲が始まって

いるのである。やがてこの親たちは、名誉も地位も財産もお

金も何もいらない。何はなくとも家族が皆心身ともに健全

で、揃って毎日笑い声の絶えない家庭に住みたい、と心から

思うようになるのである。 

 しかしそのときはもう既に遅い。 

 また、一方では、乳幼児が生まれて直ぐから、心臓に穴が

開いている、耳が聞こえない、二つの目が見えない、正常に

しゃべれない、正常に歩行出来ない、いろいろな癌で苦しむ

等々、世の中にはこのような生まれた時からそのまま長い年

月の間病床に伏せた儘の子たちが何と多いことか。 

 その子たちにもそれぞれ両親がいる。果たして、その両親

たちはそれぞれの両親に対して、親孝行をして来ただろう

か、それよりも両親を何かと自分の都合により足蹴にしては

来なかっただろうか。両親に心からの感謝を捧げてきただろ

うか。両親でさえそうであるならば、他人に対しての思い、

行いはどのようであっただろうか。 
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 神と主には、人間、神の子が、この世において一秒一秒の

生涯において何を為したか、何を思ったか、回りの人に対し

て、如何に思いやりを持ったか、如何に苦しみや、痛みを与

えたか、ということを見ておられる。 

 そして、その蒔いてきた罪は一生背負って刈り取らねばな

らない。それでは何のための人生であったか。誠に悲しいこ

とである。 

 短いこの世の生涯は、名誉、地位、財産、お金や物ではな

く、まず法に帰依して正しく思う、正しく行う、ということ

を学ぶこと、大自然のようにこの世を大調和すること、己の

心を愛豊かなものとする、というこの三つの目的をいただ

き、各自それぞれ環境を選び、只今このように無事生かして

いただいている。 

 現代社会は、政治も経済も教育も総て神と主のみ心から遠

く離れ、要らざるエネルギーを消耗し、神の子同士が相争

い、殺し合っている。 

 人の心は物や形にとらわれてしまい、豊かな愛の心が歪

み、溢れる愛が湧現していないからである。 

 人の心が砂漠と化してしまっていることに起因している。 

 『法は、慈悲と愛を喚起する力である。神は無限の慈悲と

その力をもって、正法を信ずる者の行く手に光明の道をひら

いてくれよう。（人間釈迦第一部一七○頁より）』 

 私達法に生きる者は、総て目覚めねばならない。いざ立ち

上がらねばならない。 
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 神のみ心のもと、主の説かれた法を叫び、一人でも多くの

人に法灯を点そう。 

 神に対して 主に対して 

     私達は神との約束により天上界より両親を縁とし

てこの地上界に生まれて来ました 

     慈悲と愛の心を持って調和を目的とし 人々と互

いに手を取り合って生きていくことを誓い合いま

した 

     しかるに地上界に生まれ出た私達は天上界での神

との約束を忘れ周囲の環境・教育・思想・習慣そ

して五官に翻弄され 慈悲と愛の心を見失い 今

日まですごして参りました 

     今こうして正法にふれ あやまち多き過去をふり

かえると 自己保存 足ることを知らぬ欲望のお

ろかさに胸が詰まる思いです 

     神との約束を思い出し 自分を正す反省を毎日行

い 心行を心の糧として己の使命を果たして行き

ます 

     願わくば私達の心に神の光をお与えください 

 仏国土・ユートピアの実現にお力をおかしくださ

い 

 

【法の学修例題】 

「ひかり」誌：2008-11 月 P105 

 当会のある会員の方より、次のようなレポートを頂きまし

た。この方は、息子様の不登校という悩みを抱えながら、法

の学修に精進努力され、一歩一歩解決の方向へと階段を上が

っていらっしゃるところですが、今後どうしていったら、更

に良い方向に迎えるかということについて、皆様に是非、法
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に基づいてお考え頂きたいと思います。そして、ご回答をレ

ポートにして、丸山までお寄せください。 

「あるお母様からのレポート」 

 丸山先生、いつもいつも温かい御指導を沢山頂きまして、

心より心より感謝申し上げます。過日の学修会では、長男が

元気になったのは、私の心が原因である事を、教えて頂きま

した。それから、息子を通して、母親にならせて頂く修行を

させて頂いている事、また、息子により正法を深く学ばせて

頂いている事等を、沢山御指導頂きました。丸山先生から頂

きました御言葉が、心の中に温かく染み込んできて、何度も

何度も心の中で復唱しているうちに、悦び・勇気・希望が溢

れ出し、涙が次々と流れてきました。本当に本当に有り難う

ございました。 

 先生に御指導頂いた五月の中頃は、息子は元気一杯で、中

学校を休むことなく登校していました。ところが、六月一○

日から突然、学校に行かなくなり、よくよく話を聞いてみた

ところ、小学校の六年生の頃から遭っていた、同級生による

ちょっかいのようないじめが原因でした。息子は現在、お蔭

様で一七○cm 五四 kg までに成長しました。小さいからでは

なく、今度は「大きくなりやがって！」と後に並ぶ男子生徒

達から、つねられたり叩かれたりするようで、小学校の頃の

記憶が蘇り、再び自分に振りかかってくるという不安や恐怖

の心で一杯になったようです。 

 「先生に注意されても、一週間は何も無いとしても、ちょ

っかいは再び始まるもので、無くなる事はない」と断言する

のです。元気一杯の姿だった息子が、突然の不登校になった

事で、私自身が面食らってしまいました。しかし、息子のこ

の不安・恐怖心を抱いてしまう心は、私自身が生まれてから

今日までの思い、行い、特に、私が妊娠していた時の心の在

り方、行い方に原因があるのだと気付かせて頂きました。三
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歳までに夫婦の円満な愛情を与える事が出来ず、不調和な波

動の怒り・恨み・不平不満・愚痴の心の影響ばかりを与えて

きたために、息子の心に沢山の毒を与えてしまい、愛情で満

たされていないために、心に跳ね返すパワーが無く、心が萎

み小さな心の中で苦しみをつくっているのだと気付かせて頂

きました。この点をこれからしっかり反省させて頂こうと思

っております。 

 それから、中学二年生の二月中旬と、最近、息子が私に訴

えてきた事があります。それは、「お父さんと再婚して！」

という言葉でした。現在、父親が再婚している事を、知って

いる上での思いであり、それだけ息子は、父親と母親が揃っ

ている家庭を強く望んでおり、父親のいない環境が、どれほ

ど寂しく、どれほど悲しく、どれほど苦しいものかを、心の

底から訴えてくれたのだと思います。 

 私は、そんな息子の苦しみを心から分かってあげられず、

母親だからという思いで、上から見てしまい、本当の息子の

心を、理解してあげる事が出来ませんでした。父親がいない

寂しさを我慢していたのでしょう。息子に離婚に至るまでの

状況を、ありのままに話しました。そして、正法に触れたこ

とにより、今、私自身が反省していること、やっと気付かせ

て頂いている事等についても、話をしました。 

 これまで父親の愛情が足りない為に、心が満たされず、ゲ

ームや物により、欲求を満たそうとするのです。満たされな

い分、私に対して反抗的になり、自己主張してくるのです

が、ぶつかり合いながらも、お互いの気持ちを伝え合うよう

にして、話し合う時間を持つように努力してきました。 

 二年間反抗的で、聞く耳を持たなかった息子が、少しずつ

ですが、私の立場を思い遣ってくれるようになり、優しい子

供に変わってきました。また、私自身も、子供の心を少しず
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つ理解出来る様になり、愛おしさがじわーっと湧いてくるの

でした。今は、親子一緒に過ごせる時間がとても心地良く

て、お互いに心穏やかに笑って過ごせることがとてもとても

幸せです。 

 偉大な主・高橋信次先生の御教えに触れさせて頂いた御蔭

様で、今日のような安らぎの日を迎えられ、正法の偉大さ、

素晴らしさに改めて感動し、今、法の中で生活させて頂いて

いる事に感謝、感謝の心で一杯です。本当に本当に素晴らし

い御教えに触れられて、私は、幸せな人間です。 

 現在は、ご著書の三ページを、しっかり拝読させて頂き、

『心行・祈願文』（その日の反省・過去の反省）、『健康祈

願文』、『心行三回』を毎日上げられるように、努力してい

ます。それから、これまでの他力信仰・思想の反省をさせて

頂く為に、ご著書の反省の箇所を抜き出していて、他力信仰

に帰依した事への反省とお詫びの仕方（『ひかり』誌二○○

二年八月号五二ページ）に沿って、反省をさせて頂いていま

す。 

 まだ、おおまかな反省になっており、きめ細かい反省に入

れないでいますが、自分中心だった見方から、自分の立場を

離れ、善意なる第三者の立場に、少しずつ近づいていってい

るように感じます。八正道という正しい思い、行いを心で掴

めるように、ご著書の拝読をしっかりさせて頂きながら、自

分の心の動きをしっかりと見つめ、ただ実践していくのみで

す。 

 息子の現状は、一学期中は、腹痛・頭痛・吐き気で登校出

来ずに家庭で過ごしました。二学期からは、少年センターと

いう、学校に行けない子ども達が集まり、和太鼓・農園活

動・自然体験活動・宿泊体験活動・福祉体験・職場体験・ス

ポーツ・レクレーション教室等を体験しながら、学校復帰を
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目指して取り組んでいる、「ふれあい学級」に、通級してい

ます。通級することで、学校に出席した扱いになるため、高

校進学の為にも、出席日数を確保するために通っています。

少年センターに通級することにより、同じ悩み、苦しみを抱

えている子ども達がいることを知り、新たな友達関係を築き

ながら、今、置かれている環境の中で精一杯努力し、前向き

に明るく過ごしています。 

 私自身が、日々の反省をしっかり行い、自分で作ってきた

苦しみの思い、行いを心からお詫びさせて頂き、少しでも心

の曇りを早く取り除き、光一杯の器作りに、励んでいきま

す。そして、息子に対して、光一杯に包まれた温かい愛情を

注げるようになり、息子が健全な心と身体になれます様に、

これからも精進・努力に頑張っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

４．【「ひかり」誌からの抜粋】 

 

【１．はじめに】 

 【「ひかり」誌からの抜粋】は、下記の要領で掲載しており

ます。 

 子育ての基本は、夫婦の調和とお教えいただいておりま

す。 

 抜粋-1 では、その子育ての在り方を、そして、 

抜粋-2 では、その基本である夫婦の調和についてのご指導

を取り上げました。 

抜粋-3 ではいじめを、 

抜粋-4 ではご指導を受けられた方々の体験談を掲載してお

ります。 

 読み進まれる内に、身につまされ、心に込み上げるものを

お感じになることもあるかと存じます。 

 是非、善なる心の儘に実践に繋げられ、素晴らしい子育て

を実現されることをお祈りいたします。 

1．「ひかり」誌 抜粋-1：丸山弘先生のご指導・・・子育て 

2．「ひかり」誌 抜粋-2：丸山弘先生のご指導・・・夫婦の

調和 

3．「ひかり」誌 抜粋-3：丸山弘先生のご指導・・・いじめ 

4．「ひかり」誌 抜粋-4：ご指導を受けられた方々の体験レ

ポート 
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【2．「ひかり」誌抜粋-1：丸山弘先生のご指導・・・子育

て】 

 

【1992-04 月】Ｐ040 

【伝導だより】 

 ・・・青年は 

 『風邪をひいて熱を出した母を助けたい一心で食事・掃除

等の家事をし、心に喜びがこみあげてきました。だけどお風

呂掃除をした時、冷たい水のかかる毎に「何でこんな事しな

くちゃいけないのか」と自己中心の思いが出てきて、母に対

して愛がありませんでした』 

 

 とお話くださいました。この時、師は 

 『貴方様はお母さんに対して愛がなかったとおっしゃいま

したけれど、言葉のマジックにかかっておられます。「心の

発見」「人間釈迦」に出てくる「愛」とか「自己保存」とい

った正法用語を言葉の端々に使ったら、反省も暖昧になって

しまいますよ。その様な優等生の言葉を使わず、お母さんに

愛を差し上げるには具体的にどうすればよかったかお分かり

でしょうか』 

 

 しばらく間をおいて、師は続けて 

 『お風呂掃除をしている時の思いがまず大切です。「こう

やって掃除をしたら、お母さんは気持ち良く入って体を暖め

てどんなに喜んでくれるだろう」とお母さんの喜ぶ姿を思う

事で自分の心も嬉しくなり、掃除が楽しく、いろいろな知恵

も湧いてきます。自分の心が豊かになってきます。これが自

分を生かし、他を生かす実践です。しかし、ただ一回や二回

実践しただけで分かるものではありません。また、ただ漠然

といくら実行しても分かりませんよ。しっかりとした目的意

識を持って、思いやりってどうすることだろうか、愛ってな

んだろうかと自問自答しながら何回も何百回も実践していく
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うちに分かってくるものなのです。この不断の努力が大切で

す。お母さんの喜ぶことを何でもしてくださいね』 

 と師のご体験を交えてご指導くださいました。 

 

 続いて二月十六日の丸山先生宅の学修会にて、青年は『お

母さんの喜ぶ事をしようと努力したのですが、どんな事をす

ればお母さんが喜ぶのか思いつきませんでした』  

 とお話くださいました。 

 

 師は『大事な所に気付かれましたね。貴方様は何故お母さ

んの喜ぶ事が思いつかないのかお分かりでしょうか。それ

に、今ご自分の話している言葉もとつとつとして、喋りにく

いなあ、はがゆいなあと思っておられるでしょう。それは何

故かお分かりでしょうか。二つとも同じ原因です。それは、

貴方様がお母さんとの対話の必要な時期にお話し合いがなか

ったからですよ。子供の時、学校のテストで百点とって飛ん

で帰って「お母さん、百点とったよ」と学校であった事を話

したことがありましたか？お母さんはあなたの子供の時、勤

めをしておられて家にはおられなかったんですか？』 

 

 ここで青年は、子供の時にお母さんがお勤めをしていて対

話をする時間がほとんどなかった事をお話しくださいまし

た。師は続けて『そこが原因ですよ。貴方様は「愛」とか

「自己保存」といった優等生の言葉は沢山知っておられます

けれど、それでは決して心を豊かにする事は出来ません。も

っと自分の足もとを見つめて、下のところから煉瓦を積み直

して行くように、せいぜいお母さんと心ある対話をして行く

ことがまず大切です。例えば会社から帰ってきたらお母さん

に一日会社であった事を何でもお話ししてみることです。お

母さんと精いっぱいお話し合いをしてくださいね』と。 
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【1993-09 月】Ｐ036 

【伝導だより】 

 ・・・お－人お一人の発表も半ばにさしかかった頃、五歳

位のお子様をお持ちのあるお母様が話をされようとした時

に、師はその方の言葉を止められて、次のようにご質問され

ました。「貴方様のお子様は言葉を話せるようになりました

か」 

 

 この方は、お子様が言葉を一言も発する事が出来ないとい

う苦しみの中で、師より夫婦の在り方、子供の接し方等のご

指導をいただき、お子様に対しては師より神の光をいただ

き、着実に実践してこられた方でございます。その方は次の

ように答えられました。 

 

 『はい。はっきりとした言葉は話せないのですが、六月か

ら短い単語を百ほど話すことが出来るようになりました。で

も、一度単語が話せるようになると、「もっと話せたらいい

のに」という欲望がつい出てしまうんです』 

 

 師は「貴方のお子様は変わって来られた筈です。貴方の目

を見るようになったでしょう」 

 『はい』 

 

 「それでは貴方のお子様が初めて言葉を発した時どうされ

ましたか」 

 『嬉しくって「もう一度言ってごらん」と何度も言っても

らいました」 

 

 「その他には？」 

 『主人が家に帰って来た時「言葉が話せるようになった

よ」と話しました。主人もとても喜んで「お父さん、と言っ
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てごらん」と言ったところ、まだ「お父さん」が難しいらし

くって「パパ」と分かりずらい発音で言っていました』 

 

 「その他に何をしましたか？」 

 その時そのお母様は考え込まれました。 

 

 しばらくして師は「もっとも大事なことは一番最初に『神

様、嬉しい。うちの子が話せるようになりました。神様あり

がとうございます。ありがとうございます。神よお救いくだ

さいましてありがとうございます』と、神に感謝の言葉を心

から大声で叫ぶことではありませんか」 

 

 「貴方様は感謝が足りませんねー。悦びが一杯あったら、

嬉しかったら、ありとあらゆる人々に『うちの子が喋ったん

です』と叫び回ったでしょうねー。貴方様にとってお子様が

何とか話せるようになって欲しいという苦しみ悲しみ悩みが

小さい分、話せるようになった悦びの心もまた小さいので

す。貴方方ご夫婦のその未熟な心に気付いていただくために

神様が愛するお子様が喋れないという姿をお見せ下さってい

るのです。今からでも遅くありません。今までの悦びの小さ

い心を神にお詫びし、神に対して感謝の言葉を精一杯捧げて

下さい」 

 

 お母様を始め、会場に出席された皆様も師の迫力あるご指

導を聞かせていただき、涙しておられました。それはお子様

が話が出来るようになった、奇跡が起きた事への深い感動

と、師の真実味あふれたご指導に対する感動の涙に思われて

なりませんでした。 

 

 

【1996-02 月】Ｐ040 

【伝道だより】 
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 最近、新聞やテレビでは、『いじめ』の間題が盛んに報道

されていますが、それを見ていますと、いじめた子が悪い、

先生が悪いと、いじめによって死んだ子供を基準にして……

いじめられた子供が正しいという観点から……周囲の人を裁

いているように思われます。確かに先生やいじめた子供にも

落ち度はあるでしょう。 

 

 しかし、いじめられる子供にも必ず原因があると思いま

す。いじめにあう子は周囲から受けるものを何でも強く受け

てしまってそれを跳ね返す心の気力に欠けるのです。ゴム毬

に譬えますと、両親の愛情を光分に受けて育った子供の心

は、空気をいっぱい入れて弾んだゴム毬のようです。周囲の

ちょっとしたいじめや悪意も跳ね返す気力（弾力性）がある

のです。 

 

 ところが愛情不足のため心が丸く豊かに膨らんでいない

と、空気の抜けたゴム毬のように、外からの圧力を跳ね返す

ことができず歪んでしまいます。ですから、いじめられる子

供の側の両親も、果たして我が子の三歳迄に、両親の調和さ

れた愛情を充分与えて、豊かな円満な心を持った子供に育て

てきたかどうかを振り返ってみることが大切だと思います。 

 

 そして、もし我が子が学校でいじめにあうようなことがあ

れば、先生や親しい友達に会って、我が子の学校での友人と

の付き合いや、友達のために進んでお世話をする子かどうか

などについて、聞いてみることが大切だと思います。とかく

親は自分の子供を中心にものを見たり思いがちですが、こう

することによって公平な立場から我が子の姿が見られるよう

になると思います。 

 

 すると目然に対処の方法も分かってくるでしょう。そして

家庭では両親が反省をされて、これまで子供に与えていなか
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った愛情を二歳、三歳、四歳と十歳迄の分を、充分に与える

ように努力工夫をされたらよいと思います。 

 

 

【1996-12 月】Ｐ042 

【伝道だより】 

 小さいときにお母さんと充分対話のできなかった人は、ま

ず聞くことに障害が出てきます。人の話をなかなか集中して

聞くことができません。聞いているところと聞いていないと

ころがまだらにあります。または全然聞いていないこともあ

ります。それは人の話を聞いているときも、知らぬ間に自分

の思いの中にふける癖があるからです。 

 

 このような人と話をしていると、こちらが話していても相

づちを打つなどの反応がすぐに返ってきません。電話などで

「もしもし聞いていますか」と言うと、やっと「はい」と返

事が返って来たりします。聞きながら考えるという作業をし

ているのです。 

 

 またどうしても自分の思いを通して人の話を聞いてしまう

ので、正確に聞けません。自分では聞いていると思っていて

も、自分流の解釈をしながら聞いているので、相手の真意と

は違った内容になってしまうのです。 

 

 あるいはもっと重症になると、さっき聞いた話を後で思い

出してみると、どうしても思い出せないということもありま

す。そして相手が話をしている間、次に自分が話す準備作業

に入っているという自覚すらないものです。母との対話のな

かった分、一人自分の思いの世界に入るための寝袋に入り込

むための長年の習慣が身に染みているので無自覚になってい

るのです。 
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 また、ちょうど蓑虫が自分の殻の中から時々、頭を出すよ

うに、自分の寝袋から出たり入ったりして相手の話を聞いて

いるので、いきなりいままでと話の内容が変わったり、突然

脈絡のない話を切り出したりするのです。 

 

 

【1997-2 月】Ｐ047 

【伝道だより】 

 ・・・ある方が、近所の犬が余りにも悲痛な鳴き方をして

いるのでそのお宅を見に行ったところ、家族が全員旅行中

で、餌も貰えず、体も弱り、最後の力を振り絞り、助けを求

めていたそうです。その方は、餌を与えたりして、家族の方

が帰ってからも病院へ行くお手伝いをされたりしましたが、

結局亡くなってしまったということでした。 

 

 このような家庭は、愛の無い、寂しい、感謝もない冷たい

家庭であり、また、難病のお子さんも、その原因はやはりご

両親を始め家族の愛の無い、感謝の無い不調和な心によるも

のと思います。 

 

 高橋信次先生より、お子さんの病気は、ご両親に対する神

からの警告だと教えて頂いています。あなたも今の一件のよ

うに、犬に愛も与えず、まるで他人事のような顔をしている

ようなものではありませんか。 

 

 お子さんの病気の原因は、誰でもないあなた方、ご夫婦の

責任なのですよ。今この犬のように悲痛な鳴き声をあげてい

るのは、他ならぬあなたのお子さんではありませんか。です

からもっともっと真剣に夜も寝ないで、ご夫婦が心から話し

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

【伝道だより】 

 ある方は、「・・・娘がこれまで厄介になっていた実家の

母の家を出て、一人暮らしを始めたいと言い出しました。私

は非常に不安でしたが、必ず毎月学修会に出ることを条件に

してやっと認めることにしました」と話されました。そこで

丸山先生は、 

 

 「もしあなたが本当に娘さんを信じておられたら不安はな

いはずですよ。信じるとはどのようなことだと思われます

か？ 愛を充分に与えたかどうかですよ。つまり娘さんの三

歳までに、ご夫婦が調和した愛情を子供にいっぱい与えてい

たかどうかです。 

 

 もし充分に愛情を与えていたならば、現在、娘さんがどの

ような状態にいても、不安はないはずです。安心しておられ

るはずです。娘さんを心から信じておられるはずです。そこ

をひとつ点検してみてください。 

 

 また親子といっても天上界では二人とも大人なのです。娘

さんはお幾つですか。 

 

 ・・・もう大学生なら、これからは親と子というより親友

としての付き合いをして行かれたら良いと思います。またそ

うすることによってお嬢様もお母様から種々学んでいけるこ

とと思います」 

 と心温まるご指導をいただきました。 

 

 

【1997-7 月】Ｐ024 

【伝道だより】 
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 女性の方より先生にご質問がありました。 

 『私の子供が水着を買いに行くというので、六千円手渡し

ました。そして夕方子供が水着を買ってきたよ、ということ

で私にその水着を見せました。その時二千円の正札がちらり

と見えたのです。そこで子供に、いくらかかったの？と質問

したら、なかなか自分の部屋に入って出て来ないのです。そ

してしばらくしてから出てきて、一円や十円玉をぱらぱらと

テーブルの上に置いたのです。 

 

 私はカッと来たのですが、法を思いだし、冷静になってど

うしてなの、と聞くと、バス代やら、何やらで水着代は三千

円以上になっているのです。私は一緒に子供と店までいって

同じ品物を正札を見せて念を押そうかとも思ったのですが、

法の「許す」ということを思いだし、深くは追求しませんで

した。先生こんな時はどうしたら良いのでしょうか』 

 

 それに対して先生は、「そのお子さんのおこづかいは現在

足りているのでしょうか。足りていないとすれば、どこから

か、補充しようとするようになるでしょう」との最初のお言

葉でした 

 

 それに対して質問者の方から、『しかし、息子は最近カー

ド集めに熱中してこづかいをもらったら全部カードを購入し

てしまうのです』とのご返事でした。 

 

 その言葉に対して先生は、 

 「私も子供の頃は無線の組立に熱中していました。もう授

業中も無線のことしか頭になかったものです。しかしそのよ

うなものはいずれ冷めてしまうものです。それよりも現在お

子さん位の年齢の子供はいくらぐらいおこづかいをもらって

いるのか、そのお子さんに尋ねてみることが大事ではないで

しょうか。そして出来ればおこづかいを検討し直してみられ
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るといいかと思います。 

 

 そしてお子さんにはどうしても購入したい物があった時に

は、お父さんにお願いしてあげるからね、と言ってどうして

も購入したい物は買ってあげることです。そうすることによ

ってお父さんを尊敬する心を植えつけるのも大事ですね。 

 

 そしてお父さんもお母さんもお金は大事なものだから、一

カ月このおこづかいで大事に使うのよ、とよく言い聞かせて

お金を渡すことが大事ではないでしょうか。そしてやはり子

供の失敗は許すことです」 

 と慈愛のこもったご指導をされました。 

 

 

【1997-8 月】Ｐ034 

【伝道だより】 

 ノイローゼといわれるような精神病、また最近多発してい

るような犯罪の多くは、幼い頃のお母さんによる愛情不足

が、ほとんどの原因です。その一例として、ある姉弟の兄弟

のうち、姉が養女として育ち、成長した後に、心ない人と結

婚し、生家の財産を全て奪っていってしまったというのもす

べて、お母さんから愛情を頂けなかったという恨みによる、

寂しい結果です。 

 

 このように、子供に対する母親の愛情は、なによりも大切

なものであり、必ず、仕事はやめ自分のお子さんに、精一杯

の愛情を与える努力をして下さい。子供を産んだから、もう

お母さんになれたのではなく、お子さんの一生を通して、ど

れだけ、愛を与えることが出来たかということを通じ、母親

にならせて頂く修行の機会をいただいているのです。 

 

 にもかかわらず、最近のお母さんは、自分の子供を幼いこ
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ろから保育園に預け、お金を中心の考えのもと、自分は未だ

に独身気分で、仕事を続けている方が余りにも多いのです。

そのような環境のもとで育つお子さんは、愛情不足のため将

来、粗暴な人間か、ノイローゼ等精神病になる可能性が、余

りにも多いのです。 

 

 

【1997-11 月】Ｐ028 

【伝道だより】 

 まず三歳までに与える両親の調和された愛により、その子

供の人生の三分の二迄の運命を作ってしまう。次は十歳迄の

愛情が大切であると主よりお教えいただいています。 

 

 三歳を過ぎてしまっていたら、三歳から今までの分を、お

母様が法のもと、出来るだけスキンシップされ工夫して愛情

を与えて下さい。また、お母様とお父様が一段と調和された

豊かな愛を補給するよう努力して下さい。 

 

 愛を与えるとは、可愛がるということではありません。自

分自身の心を正法によって愛豊かな心作りをして育児に当た

ることが大事です。お子様の心は、両親の調和された愛情に

より空気が一杯入ったような弾んだボールのようになりま

す。 

 

 また、『怒る』と『叱る』は違います。『怒る』は感情が

入ることです。『叱る』とは感情が入らないことです。です

から、子供に注意するときは『叱る』やり方で注意すること

が大事です。また相手のいいところを常に褒め讃えてあげる

ことも大事です。 

 

 

【1998-8 月】Ｐ037 
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【伝導だより】 

 初めてご参加された、身体の不自由なお子様をお持ちの方

から「現在、自分の身の回りに様々な事が起こる原因がある

のかも知れませんが、それを追究し、原因を取り除くことよ

りも、その事実を受け止め、明日のことや将来のことを長い

目で見据えて、子供が一日も早く自立出来ることを中心に考

えていきたいと思います」とお話しされました。 

 

 それに対し先生は 

 「お子様が自立するために一番大切なことは心です。正し

い心を持ち、正しく生きることが何よりも大切です。お金や

物を残すことよりも愛豊かな、心豊かな生き方をすることが

一番幸せなことだと思います。それこそがお子様にとって一

番の財産だと思います。それをお母様が勉強され、お子様に

伝えることが必要です。 

 

 お子様は今後、一般の人と比べてどうして私はこんなに厳

しい環境にいるのだろうと必ず思うに違いありません。だか

らこそ必ず正しい道を教えてあげるべきです。それが出来た

ならば、必ずお子様は幸せを見い出すことが出来るでしょ

う」 

 と心温まるご指導をされました。 

 

 

【1998-9 月】Ｐ030 

【伝道だより】 

 ある方は、子供さんを公立の幼稚園、キリスト教系の幼稚

園のどちらに入れる方がよいかをご相談されました。 

 

 先生は、「自分中心で選ぶのではなく、お子さんの立場に

なって考えて選ぶことです。本当にお子さんが幸せで心を大

事にして生きるにはどちらがよいかを考えることです。キリ
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スト教の幼稚園には神という物差しがあり、常に神の存在を

教えています。神を信じる心があるかないかで、その後、そ

のお子さんの人生が大きく違ってくるのです。いつかその答

えをお子さんがあなたに教えてくれるでしょう。キリスト教

の幼稚園に入れてよかったと思う時が、必ず来るはずです」

とご指導されました。 

 

 

【1998-10 月】Ｐ035 

【伝道だより】 

 子供の病気は夫婦の不調和に対する警告ですから、常に夫

に対して日々、どのような思いをしているだろうか、感謝と

思いやりの心があるだろうかと、法に照らして点検してみる

ことが大事です。 

 

 

【1999-1 月】Ｐ036 

【伝導だより】 

 この頃、生まれたての赤ちゃんで難病の方が多いようで

す。現代医学では、その治療だけでその原因が何処にあるの

か、その原因を除去する指導がありません。 

 

 高橋信次先生のお導きでは、赤ちゃんはお母さんのお腹に

十月十日いる間、両親の円満な愛情によるエネルギーによ

り、肉体細胞が正常に分裂する。しかし、夫婦が円満でない

と赤ちゃんの肉体の細胞分裂もまた不調和となる、とお教え

頂いています。 

 

 また、三つ子の魂百までの諺があるように、子供の三才ま

での間に両親の調和された愛情が与えられる度合により、そ

の子供の運命の三分の二迄が決まるとお教え頂いています。 

 



145 

 

 与えられた愛情により子供の魂が丸く豊かなものとなる

か、それとも歪んで行くかにより、肉体的、精神的に調和さ

れていくか、それとも病気がちになるか、精神的に不安定な

子供になるか決定されるのだとお教え頂いています。 

 

 病気の殆どは、心に原因があり、またその多くは、両親の

円満な愛情によるものとのことであります。 

 

 特に母親が、子供に対して愛情を十分に与えたか、それと

も与えなかったかにより、その子供が母親になった時、貰え

なかった分、その子たちに対してもまた与えられないので

す。 

 

 

【1999-5 月】Ｐ028 

【伝導だより】 

 愛情不足の子は呼吸が上手に出来ません。白血病の原因

は、愛情不足と両親の不調和が原因です。夫婦円満が何より

大切であり、妊娠中によい音楽を聴くとか、そういうことで

はないのです。夫婦が愛し合い、尊敬し合っているかという

ことがもっとも大事なことなのです。 

 

 

【1999-5 月】Ｐ034 

【伝導だより】 

 『あなたは花粉症ですか』 

 「はい」 

 

 『小さいときから花粉症だったのですか』 

 「小さいときはそうではなかったのですが、金沢に嫁いだ

ころから急に花粉症になりました」 
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 『ではどうして花粉症になったのか分かりますか』 

 「……分かりません」 

 

 『あなたは三才頃までお母さんが何時も側におられました

か。お母さんの子守歌を聞いたことを覚えておられますか。

それともおばあちゃんに育てられたのですか』 

 

 「祖母に育ててもらいました。祖母自身も自分が育てた、

と回りの人にいつも言っていました。母親よりも祖母は強

く、父親は何を相談するにも何を決めるにも母親ではなく祖

母に話をしていました。それを見ていて母親では頼りないと

思い、自分も母親ではなく祖母に何でも相談して来ました」

と話されました。 

 

 先生は『お母さんがかわいそうですね。おばあちゃんでは

だめなのです、お母さんでないとだめなのです。おばあちゃ

んに育ててもらっても愛情はもらえないのです。お母さんに

愛情いっぱいで育ててもらわないとだめなのです。小さいと

きからお母さんの愛情をいっぱいもらっていたら、貴方は、

お母さんが愛しくて愛しくて、遠い金沢にお嫁に来るような

ことをしないでお母さんの近くにいたはずです。お母さんを

愛しいと思えないから、好きな人ができたからといって、お

母さんのいる輪島からポーイと遠い金沢に嫁いでしまったん

ですよ。あなたが花粉症になったのもそこに原因があるので

はないですか』とご指導下さいました。 

 

 

【1999-12 月】Ｐ038 

【伝導だより】 

 私が学生の頃、特別な勉強は何もしないと言いながら、非

常に成績優秀な友人がいました。或る時私は彼が家に帰って
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猛勉強をしているのだろうと思い聞きましたところ、本当に

何も勉強していないと言いますので、本当かなと内心疑って

いました。 

 

 しかし今から考えますと、彼は授業中は他のことを考えな

いで意識を集中して、先生の講義を聞いていたからではない

かと思うようになりました。このような聞き方をすれは後で

必要な時にいつでも心に入っている話を正しく思い出すこと

が出来ます。あれこれ理解することは、それから行えば良い

のです。 

 

 

【1999-12 月】Ｐ041 

【伝導だより】 

 ある方が、『六歳の娘とはツーカーの話が出来ていると思

っていましたが、ある時「お母さんは私のことを解ってくれ

ない。もう話さん」と話を切られてしまいました。私は（解

って欲しかったら、解るように話せば良いのに）と一瞬思っ

たのですが、私の方こそ子供の心が解っていませんでした』

とお話しされたところ、先生は 

 

 「お子さんの心を解ろうとすることは、もう頭を使ってい

るのです。貰って返すという会話の機織りの中で、お互いの

心はどんどん開き、智慧が出てきて、何を話そうかと頭で考

えなくても自分の思っていることが次から次へと話せるよう

になり、解ろうとしなくても相手の心が自然と心で理解出来

るようになるのです。心は無限ですから、心の話は形の話と

違って何時までも尽きることがないのです。 

 

 子供の心は清らかなため親以上に敏感ですから、子供と話

す時は特に心を全開し、集中して話すことが大事です。他の

ことを考えながら相手に心を集中しないで話したら、ツーカ
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ーの話が出来ないことになり、やがては子供から尊敬されな

くなり親子の断絶が始まります。 

 

 家庭の中で正法を実践する機会は沢山あります。それをし

ないで、学修の場に来て『心行』を上げ法を実践をしますと

誓っていることは神に対して嘘をついていることになります

し、やがては心は退化いたします。正法を実践する不断の努

力を積み重ねていく中で、心は豊かになっていくのです」 

 とご指導くださいました。 

 

 

【2000-5 月】Ｐ025 

【伝導だより】 

 ・・・子供さんの問題はあなたと、ご主人が高橋信次先生

のご著書を拝読され反省されて、自分を正しくする努力をし

て行かれたら、子供さんは変わってこられます。だってあな

たとご主人の間にできた子供なのです。あなた方が変わるこ

とによって、子供さんは必ず変わって行かれますよ。 

 

 

【2000-6 月】Ｐ044 

【伝導だより】  

 日常、特に夫婦の調和に努め、ケンカはちょっとだけでも

絶対だめです。 

 

 お腹の赤ちゃんはお母さんだけが育てるのでなく、お父さ

んとお母さんの調和された愛情のエネルギーによって、赤ち

ゃんの肉体細胞は正常に分裂していくのです。そこでケンカ

すると、その度に赤ちゃんの心身に、さっとナイフで傷を付

けていると思ってください。両親がキーッとなった瞬間、赤

ちゃんをナイフでさっと切りつけているんですよ。お医者さ

んも妊娠中は風邪を引いてはいけないと言うでしょう、それ
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と同じです。 

 

 ですからケンカしそうになったら、その原因を止観し、思

いを正しく切り替え『大宇宙大神霊・仏様、我が心に光をお

与えください。心に安らぎをお与えください』と何度も祈り

なさい。心が落ち着くまで、必死に神仏に光を求めて一時も

早く心を平安にすることです。そして後に、どうして感情が

高ぶったのか、ケンカしそうになったのかその原因を反省に

よってしっかり突き止めて、ケンカの原因を取り除く反省を

してください。 

 

 

【2000-6 月】Ｐ047 

【伝導だより】 

 人の子の魂というものは、三才までの両親の愛情の度合い

により、その子の一生の運命の三分の二迄が決まってしまう

のです。 

 

 子供と父および母は過去においても縁の深い魂でありま

す。そしてあの世ではお互いに調和された親子になることを

神仏に約束をして、まず父と母がこの世に生まれます。父と

母は神仏のお計らいを頂きこの世で約束通り出会うようにな

っており、結婚しやがて約束した子供が生まれます。 

 

 この子供はお母さんのお腹に肉体が宿ると同時に魂が入

り、即ち受胎と同時に細胞分裂を始めますが、この細胞分裂

のエネルギーは、夫婦が愛豊かで円満である調和度に応じ与

えられるのです。正常な細胞分裂は、決して良い音楽を聞く

ことではなく、夫婦がお互いに思いやり愛し合い、正しい思

い行いをすることにより、必要なエネルギーが与えられるの

です。 
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 さらに子供が生まれた後も、両親が益々円満で常時子供か

ら離れないで、限りない愛情を与えることにより、子供はす

くすくと正常に育っていくのです。お母さんから愛をもらえ

なかった子供は、やがて自分の子供に愛を与えることを知り

ません。 

 

 また幼い年代の養子をもらうことは、その子供を不幸にす

ることになります。養子をもらおうとする理由は何か考えて

ください。自己保存の思いではないでしょうか。 

 

 子供に夜も寝ずに乳を与え、病気になれば看病したり、子

供に無償の愛情を与えることで初めてお母さんに、またお父

さんにならせていただくのです。 

 

 

【2000-6 月】Ｐ048 

【伝導だより】 

 ・・・あなたは子供を教育しなくてはならないと思ってお

られませんか。 

 

 そうではなく子供とあなたはお互いに生かし合うためにあ

るのです。 

 

 この世では子供でもあの世では立派な大人であり、子供は

あなたがお母さんとしての修行をするために協力しているの

です。 

 

 子供が何時も事あるごとにすぐに素直に親に謝るのを見

て、あなたは自分にはこのような素直さがないと思われるな

らば、あなたはその子によって素直に謝る謙虚な思い行いを

実践することを子供を通して教えて頂いているのです。 
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【2000-6 月】Ｐ053 

【伝導だより】 

 自分が今まで生きてきた体験をすべて包み隠さず子供につ

ぶさに語ってあげることが子供の心を豊かにするのです。親

が生きてきた経過を聞いて子供は親をいとしいと思うように

なるのです。それが何よりも子供への財産（心の宝）とな

り、成長のための栄養となるのです。一万円のものよりも一

○万円のものを買ってあげることが愛情ではないのです。 

 

 また、親の苦労は子供に見せないことが正しい事ではあり

ません。苦労した体験を話さないと、子供は親に手を振れば

お金が出てくると思うのです。それでは感謝のない人間にな

ってしまうのです。 

 

 

【2000-8 月】Ｐ028 

【伝導だより】 

 最近各地で起きている少年による凶悪犯罪は、教育と親と

家庭に原因があるのです。子供に対していかに愛情を与えて

きたかということです。結婚したからといって、子供を産ん

だからといって、誰もが直ぐにお父さんやお母さんになれる

訳ではないのです。子供によって、母親に、父親にならせて

頂く修行の機会を頂いているのです。 

 

 学校の先生も既に先生という立場で、子供を見ているので

す。子供たちによって先生にならせて頂く修行の機会を頂い

ているのです。 

 

 神の子人間の心の精進努力は、すべて平等に、その機会を

お与え頂いているのです。子供であろうが、その上に自分を

置いてはならないのです。親はどうしたら子供に愛情を与え
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られるかと言うことが分かっていないのです。 

 

 赤ちゃんは産まれると直ぐオッパイに吸い付きます。過去

世に経験があるから吸うのです。赤ちゃんが母乳を吸うのに

要する時間は、一回が平均一五分で、初めの五分間で必要量

の半分を一気に飲んでしまうそうです。次の五分間で腹八分

目になり、最後の五分間はおなかも一杯になり、顎もくたび

れてくるのでしょう、やがて一五分後には満足しきって乳首

を離し眠ってしまいます。 

 

 母乳を飲むとき赤ちゃんは下顎を前後に動かしてお乳を乳

房からしごき出すようにして、たった一五分間に千回以上も

汗まみれになってくりかえすのですから、一秒間に一回以上

のテンポということです。運動が赤ちゃん自身の発育に、歯

列に大きな役割を果たしているから、乱杭歯など無いとお教

えいただきました。 

 

 母親は赤ちゃんの顔を見ながら、夜も寝ずにオッパイをあ

げながら『かわいい、かわいい』と思いながら育てることに

よって、肉体的精神的に益々母性本能が大きく目覚めるのか

も知れません。 

 

 両親が円満で仲良く、限りない無償の愛情を与えながら育

てる事により、子供はスクスクと正常に育っていくのです。 

 

 

【2000-8 月】Ｐ038 

【伝導だより】 

 赤ちゃんが母乳を吸うのに要する時間は、一回が平均一五

分ですが、始めの五分間で、必要量の半分を一気に飲んでし

まいます。次の五分間で腹八分目になり、最後の五分間は、

おなかもいっぱいになるし、顎もくたびれてくるのでしょ
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う、休みや休みですが、ときどき薄目をあけては、にっこり

笑ったりしながら、一五分後には満足しきって乳首を離し、

眠ってしまいます。 

 

 この最初の五分間をみていると、赤ちゃんは鼻の頭から、

おでこはもちろん、髪の毛のなかまでびっしょり汗をかい

て、息つく間ももどかしいほど、真剣に乳房にすがりついて

います。私達大人が、ご飯を食べたりするときに、これほど

真剣に食べることがあるでしょうか。母乳を飲むとき、赤ち

ゃんは下顎を前後に動かして、お乳を乳房からしごき出すよ

うにしています。 

 

 たった一五分間（九百秒）に千回以上も汗まみれになっ

て、これを繰り返すのですから、一秒間に一回以上のテンポ

です。この運動が、赤ちゃんの顔面や顎、とくに歯列の発育

に、どんなに大きな役割を果たしているかしれません。顎の

マラソンがジョギングを三時間ごとにやって鍛えているので

す。 

 

 それに比べると、哺乳瓶のゴムの乳首をくわえている赤ち

ゃんの顎の動きは、どうでしょう。その運動は、ストローで

ジュースを吸うときのように、ただ口のなかを陰圧にするだ

けのもので、しぼり出すような激しい運動はあまり必要とし

ないのです。 

 

 母親の乳房とゴムの乳首との違い……それは本物の花とホ

ンコンフラワーのように違います。あの温かくふくよかな乳

房に、赤ちゃんは自分の顔を押しあてて、さぞ気持ちがいい

ことでしょう。乳首を口に含んだとき、それが唇や上顎に触

れる感じも、本物と偽物とは大きく違うはずです。乳首の先

端に開いている穴の口径にしても、自然が創ったものは、母

と子のオーダーメードのようにぴったりあっているでしょう
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し、それを工場で作ることなど考えられません。 

 

 人工栄養がなぜ始まったかといえば、母親が亡くなったと

きとか、伝染性の危険な病気にかかったとき、その赤ちゃん

を救うためのものでした。哺乳瓶はウシの角の先に穴をあ

け、そこに革手袋の指の部分を切ってはめたのが始まりとい

われています。現在の哺乳瓶はそれに比べれば、見た目にも

衛生の面でもよくなってはいますが、スキンシップひとつ考

えてみても本物とは比較にならぬ本質的欠陥をもっていま

す。 

 

 成長発育の時期というのは、人生に二度とはないわけで

す。その段階のスタートで、母親の乳房に直接触れ、額に汗

しながら、それを一日に何回も夢中で吸うことこそ、顎の発

育や、美しい歯並びのためにはもちろん、精神面の円満な発

達にも、欠かせないものだと思います。 

 

 母乳を飲んでいる赤ちゃんは、人工栄養児に比べて、生後

一年前後は、いろいろな病気にかかりにくいのです。母親自

身が持っているいろいろな免疫グロブリンが、母乳を介して

赤ちゃんに引き継がれるのです。しかしウシの免疫グロブリ

ンは、人間の赤ちゃんにはほとんど役立ちません。 

 

 このような免疫物質は、分娩後四、五日間分泌される初乳

には、とくに大量に含まれていますし、そのあとも常に分泌

されて、赤ちゃんを守っています。 

 

 今一つ、母乳栄養の大きな特徴は、赤ちゃんとお母さんと

の、肌と肌との触れ合いです。これはゴムの乳首や粉のミル

クが、代役を勤められるものではありません。毎日何回も繰

り返されるこのスキンシップを、生理学的にみると、自然が

いかにうまく仕組まれているかに驚かされます。 
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 赤ちゃんが母親の乳首に吸いつくと、その刺激で脳下垂体

から二種類のホルモンが分泌されます。一つは催乳ホルモン

……プロラクチンで、これが乳汁の生産を活発に進めるので

す。いま一つがオキシトシンで、これは、ブドウの房のよう

な線組織を包んでいる筋上皮細胞を収縮させる働きをもって

います。 

 

 スキンシップの利点は、そればかりではありません。お乳

を飲ませている間に、母親が赤ちゃんに話しかけたり笑った

り、頬に触れたりする回数も、母乳栄養のほうが、人工栄養

に比べて多いのが普通です。そのような働きかけは、まだ言

葉も知らない赤ちゃんなのに、それなりの積極的な反応を引

き出していきますし、これは精神面の発達にとっても大事な

ことです。 

 

 乳癌は母乳を与えた人に比べ、結婚しなかった人や、妊娠

しなかった人、さらには赤ちゃんに恵まれても母乳を与えな

かった人たちのほうが、かかりやすいのです。 

 

 

【2000-9 月】Ｐ027 

【伝導だより】 

 人は結婚して子供が出来ると、お父さんお母さんと言われ

ますが、子供が出来ただけで人間が完成するものでしょう

か。お互いに若い者同志が結婚して子供が出来ても、自分は

昨日までと一緒の自分なのに、子供に対しては、お父さんお

母さんになった思いで、しかも自分中心の未熟な心で、怒っ

たり愚痴ったりするため、そこには親としての愛のかけらも

ないため、子供の心は傷つき、苦しみ、悲しむのです。 

 

 現在の一七歳の少年の事件（注：岡山で 17 歳の少年が、バ
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ットで母親を殺害した事件）もそこに問題があるのです。世

の親たちは、子供をお与え頂いたことによって、自分はお父

さんお母さんにならせて頂く修行の機会をお与え頂いている

んだということに気付いていないのです。子供と遊ぶときは

自分も子供の次元に降りて共に楽しく遊ぶことが大事です。 

 

 しかし、お父さんお母さんにまでなっていない自分中心の

わがままな心で子供と遊んでも、親たちはすぐ様『もう疲れ

た。こうして何時までもあなたとばかり付き合ってはおられ

ない』という愚痴が口から出るようになります。でも親にな

らせて頂くための愛による、思いや行いについて精進努力し

ている人ならば、子供の次元に降りて、子供と一緒に愛一杯

で遊んだときは疲れることはありません。自我がないからで

す。 

 

 このようにして一歩一歩親にならせて頂く愛の修行を積み

重ねることにより、親子の信頼と愛情が育まれていくので

す。 

 

 

【2000-11 月】Ｐ029 

【伝導だより】 

 子供はお母さんの心が一番分かるのです。お母さんの心が

明るくなると、子供さんも嬉しくなり明るくなるのです。あ

なたが頭の中で言葉を考えて言うのではなく、子供と目線を

合わせて常にニコニコ顔で、心の底から自分の良心にウソの

ない話をする。そうすると必ず真心は子供に通じます。 

 

 

【2001-1 月】Ｐ029 

【伝導だより】 
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 うちの孫もよく学校で友達から疎外されるということが起

きていました。私は最近、孫の韓国への修学旅行の写真を見

た時、その本当の理由が分かったのです。写真を見た時、友

達の殆どが愛情不足の顔をしているのに驚いてしまいまし

た。 

 

 原因はここにあったことが分かり、孫に対して次のように

話しました。 

 

 「友達が誰一人あなたの周りに集まってこなくても、少し

も気にしなくてもいいよ。それは一方に光がありもう一方に

光がないと、どうしても類は類同士が集まることになるん

よ。決してその人達はあなたをわざと疎外しようといった思

いではなく、その人同士が集まっていると心が安らぐからな

のよ。 

 

 あなたもあの子達と一緒にいてもあまり楽しくない、と言

っていることと同じことなのよ。それは、生まれてから今日

までの間、ご両親から愛情をいっぱいいただいて育った子

と、どうしてもお母さんが外に出て働いている場合は、帰宅

してもお母さんがいないとどうしても甘えたりして愛情を頂

くことが出来ないため、次第に愛情不足となり心が満たされ

ないためイライラしたり、幸せな子を見るといじめたくなっ

たり、またはひがみっぽくなったりしてしまうのよ。だから

悩みが一緒だったりする者同士が集まるようになるのです」 

 

 また担任の先生も、自分自身の子供をカギっ子にして愛情

を与えることを知らないため、子供を教育する正しい愛の物

差しを知らず、さらには豊かな愛によって子供たちの心を調

和させることが解らないため、何か物事がある都度、好きな

子、嫌いな子、または問題が起きそうな子に対しては、何か

起きると大変だから、その子の心に合わせるような処置をし
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てしまうなど、その間違いが心の美しい子たちの目に写るた

めに、先生に対する信頼と尊敬が次第に失われていることが

原因であることを十分に分かるように話をいたしましたとこ

ろ、それからは孫は元気を取り戻し、いくら疎外されても動

じなくなりました。 

 

 

【2001-4 月】Ｐ017 

【伝道だより】  

 両親が円満で調和した生活をしている中で、神から新しい

生命が与えられたなら、丸く豊かな心を持った子供が生まれ

るのですが、両親が不調和であったら、生まれて来る新しい

生命の心は歪んでいます。このように人の心は、お母さんの

お腹の中にいるときの両親の調和が大切なのです。 

 

 ですから夫婦は、常に法により円満であり、調和している

ことが最も大事なのです。今生縁によりお互いに出会ったこ

とを悦び、神仏に対する、両親に対する感謝を高め、『心の

発見』等のご著書を拝読して、その中の一つでも実行して行

くことが永遠の幸せへの道なのです。 

 

 例えば、早く帰って来られたご主人に対し、「今日は早く

帰って来たな」と思うより、『おつかれ様、早く帰って来て

くれて嬉しいわ』と心から言えたなら、益々お互いに悦びは

大きくなり、心から幸せだと思うようになるでしょう。この

ような生活を毎日積み重ねて行くことにより、真の正法者に

なれるのです。 

 

 

【2001-5 月】Ｐ087 

【伝道だより】 
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 ある方は、先月先生より登校拒否の子供さんは愛情不足が

原因だから、今からでももっと抱きしめてあげるようにご指

導頂かれたのですが、「子供が階段から降りてきた時に少し

照れくさかつたけれど、抱きしめることが出来ました」とお

話しされたところ、先生は、 

 

 「抱きしめる前にあなたはしなくてはいけない事があるは

ずです。それは、お母さんが同じ年頃にどんなことを思って

いたのか、親とどんな話をしたか、良いことも悪いこともま

た、嬉しかったこと悲しかったことなどすべて包み隠さず、

子供に自分の経験を話してあげることが大事なのです。 

 

 すると、子供はお母さんも矢張子供の時があったのかと安

心し、またお母さんに親しみが持てるようになる等、子供の

心が満たされて行くのです。またお母さんに親しみが持てる

ようになる筈です。それの積み重ねによって、子供はお母さ

んに何でも話してくれるようになるのです」 

 とご指導されました。 

 

 

【2001-6 月】Ｐ066 

【伝道だより】 

 ある方が・・・離婚され、子供がおられることを聞かれる

と、子供への反省の仕方を具体的に次のようにご指導くださ

いました。 

 

 「子供さんは、貴方様とあの世から約束してこの世に生ま

れて来るのです。ご主人様と別れると言う計算は、天上界で

約束していないのです。被害を受けたのは子供なのです。 

 

 子供は、『三つ子の魂百まで』と言う諺があるように、お

腹にいる一○月一○日も含めて三歳までに両親から貰う愛
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情、それで人間形成の基本をつくるのです。 

 

 だから三歳までの愛情を、両親からどれだけ貰ったかとい

う度合いが、百歳までも続いていくのです。百歳までも愛豊

かな人生を生きられる。人に対して思いやりが深い、イライ

ラしない人生を生きられるのです。 

 

 愛情を貰わないと、風船玉の空気が抜けたような魂となる

のです。愛情を一杯貰っている人は、風船玉はボンボン膨れ

上がって、ポーンと上に上がっていきます。空気の抜けた風

船は下に止まります。愛の溢れた子供の魂というものは、常

に悦び一杯でウキウキ弾んでいます。 

 

 今からでも遅くありません。例えば二○歳になっていよう

が、『今日から三歳までの愛情を差し上げましょう。次の一

ヶ月は四歳までの愛情を差し上げましょう』と、実践された

ら良いのです。取り返さなければ、その子供に申しわけない

のです。 

 

 貴方様もそうなのです。繰り返します。自分も三歳まで

は、愛情を十分に貰えなかった。お母さんが悪い、お父さん

が悪いんだと言うんじゃなくて、自分がその環境を選んで生

まれて来たのです。神仏も悪くないし、周りの誰も悪くない

のです。だから、自分が選んだ環境に、自分が一生懸命にや

れば良いのです。でも神仏には、慈悲を与えています。それ

が反省です。遅くないのです。実践してください。 

 

 

【2001-11 月】Ｐ036 

【伝導だより】 

 学校の先生は、子供にものを教えるという職業柄、とかく

自分というものを横に置いて、先生という立場に立って話を
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されますから、子供の心と調和出来ないのです。先生も多数

の子達により、一歩一歩先生にならせて頂くのです。 

 

 ・・・今日、子供の犯罪が非常に多くなっていますが、教

師自身、まず人間として生まれてから今日までの心を反省調

和し、一人の人間として教育者として正しい人間であるかど

うかについて点検修正しなければならないのです。 

 

 それが大学の教育学部を卒業、国家試験に合格したから先

生になったんだということは、形式上のことで、心の次元は

また別のものであって、その面については、日々心が悩み苦

しむことになるのです。そしてこの世を去ってあの世に帰っ

た時、正しかったかどうかについて問われるのです。 

 

 まず目の前の子供の心は自分より間違いなくきれいです。

汚れていません。ですから、先生の心を見抜いてしまいま

す。うちの孫は、『今日、先生はとても機嫌が悪かったけれ

ど家で奥さんとけんかをしたのかな』などと言います。子供

の方がよっぽど洞察力があります。 

 

 ですから私達は、子供によって、父親、母親にまたは先生

にならせて頂く修行の機会を神仏よりお与え頂いているので

す。『子供を教えるには、行為で示せ』とは、子供の目線に

立って話し、抱きしめること、心からウソのない心で理解し

合えるよう話し合うことが大切です。充分愛情を与えられて

育った子供は、目が生き生きとし、根気があり、物事を途中

で投げ出したりしません。 

 

 このように先生と生徒、親と子供というように、人間に上

下はありません、皆、平等です。しかし人間は上下を作り、

地位、名誉のある人はとかく威張っていますが、その分、償

いをせねばなりません。 
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【2001-11 月】Ｐ040 

【伝道だより】 

 ある方は、子供さんが夜になると外に出かけて行き、帰り

が非常に遅くなることで悩んでおられる話をされました。先

生は「夜になると活動を始めるのは、心が健全ではないから

です。貴方様は何人兄弟ですか」とお尋ねになると、その方

が「三人兄弟の真ん中です」と答えられました。先生は、 

 

 「そこに一つの原因がありますね。貴方様はサンドイッチ

のような兄弟の中で育ち、お母さんから充分抱っこしてもら

えなかったので、自分の子供にも愛情の与え方が分からなか

ったのではないでしょうか。 

 

 子供さんに対して、自分が同じ年齢の頃、お父さん、お母

さんとどんな生活をしていたか、どんな思い方をし、どんな

行いをして来たかについて、心を裸にして何でも話してあげ

ることが大事です。そうすることによって、子供さんの心が

満たされますし、子供さんは親を尊敬し信頼するようになり

ます。そして親しい兄弟のような気持ちでいろいろと相談を

してくるようになりますよ。 

 

 親も心を裸にしてウソの無い自分を語ることが大事なので

す。自分の都合の悪いことは隠して、子供の悪いところは叱

るようなことをして行くと、信頼がなくなり親子の調和が出

来ません。まず、自分を語ることです。子供と同じ目線で平

等の立場で話をするようにしてください。そして、心が大分

通い合って来た時点で、『あなたはね、親の苦労を考えたこ

とある？ あなたを怒りたくはないけど、お父さんもお母さ

んも生活を切りつめて大変なのよ』と子供の浪費について親

の苦労を話してあげたらいいですよ」 
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 とお話しくださいました。 

 

 

【2002-1 月】Ｐ072 

【伝道だより】 

 赤ん坊は、お母さんのお腹の中で細胞分裂して、一○月一

○日して産まれて来ます。世の中のお母様方、産婦人科のお

医者さんは、お腹の中の赤ちゃんの成長のエネルギーは栄養

を摂ることだと思っていますが、そうではないのです。夫婦

が、より調和された豊かな愛の心でお互いに思いやり合う愛

というエネルギーによって胎児の正常な細胞分裂が進むので

す。 

 

 愛情が十分与えられないときは、細胞分裂が正常に行われ

ず、子供の肉体が不調和になることをお導き頂いています。

心の底からお互いに愛し合うことが最も大切なのです。 

 

 

【2002-2 月】Ｐ040 

【伝道だより】 

 子供については、五体、五官が正常に生まれてくるかどう

かが、その子の幸不幸を左右するようになるでしょう。 

 

 とかく私達は、子供を宿した人に、栄養のある食べ物をた

くさん摂るように勧めますが、それは肉体的な栄養であっ

て、もっと大切なのは、夫婦が真に愛し合うことにより与え

られる意識のエネルギー、豊かな心的エネルギーが子供の細

胞分裂を正常に促進させていくのです。そこに、父母となる

人の結婚から今日までの心の調和度が問われるのです。 

 

 今まで正しい生き方をして来たか、親を恨まなかったか、

親不孝をしなかったか、人に迷惑をかけて来なかったか、夫
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婦は心から大好きで結婚したか、心から愛し合ってきたか、

これが最も大切なのです。そして夫婦が愛し合うという調和

の度合いに応じて、神仏より細胞分裂のエネルギーが頂ける

のです。 

 

 ですから、出産という出来事を通しても、これまでの自分

の思い、行いの結果が、そこに現れるのです。 

 

 愛情不足で育った子供は、顔の表情、五官を見ればすぐに

分かります。こんな狭い面積の中に、両親の調和された愛情

を充分頂いて来たかどうか、すべてが現れているのです。 

 

 

【2002-4 月】Ｐ036 

【伝導だより】 

 ある方が「最近二人の子供（四歳と二歳）が風邪をひいて

しまいました。早く治って欲しいと思い、薬を飲ませようと

色々と工夫しているのですが、嫌がり吐き出してしまいま

す。このような時、どう接したらいいのでしょうか」とのご

質問に対して先生は「貴方様は、正法的にはどのように対処

されましたか」とお尋ねになりました。「薬を飲ませるとい

うことばかりにとらわれ、特に何もしませんでした」とのお

応えに 

 

 「それでは、二人のお子様の生まれる前後、奥様の妊娠前

後のご夫婦の調和度は如何でしたか。円満でしたか。また、

ご夫婦各自の心の調和度はどうでしたか。お子様の三歳まで

に充分に愛を与えられたかどうか、点検してみてください。

そして、反省してみて出来ていなかったら、心から何回も悔

い改める反省をし、神に謝罪をしてください。 

 

 毎晩、床に就く前に、『心行・祈願文』・『健康祈願
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文』・『心行（三回)』を声に出して拝読してください。心の

修業の世界は、一回止めたら今までやってこられたことが、

全部駄目になると思われ実行するよう努力してください。一

○年続けても、一回止めたらゼロにもどってしまうと、己に

厳しい精進努力が大事です。 

 

 高橋信次先生には、何十年も命をかけてご精進をされお悟

りになられたことを想起し、私たちも命がけでやることが大

事です。自分があったら駄目です」 

 と・・・指導されました。 

 

 

【2002-4 月】Ｐ057 

【伝導だより】 

 子供の病気は両親に対する警告であるとお導き頂いていま

す。薬だけに頼るのではなく、両親が出来る限りの愛情を与

えることが大事です。それにはまず夫婦が本音で話し合うこ

とです。ご主人様は婿養子さんで他人ですが、貴方様は同居

しているお母様とは親子なので、どうしても話がし易いお母

さんとの繋がりが太くなっているのではないでしょうか。 

 

 そこを反省され、ご主人様と本音で話し合う機会を沢山作

り、より夫婦が調和し、またご主人様は、常に父親の自覚を

持たれるよう努力され、お父さんにならせて頂くのです。そ

して息子さんを交えて、親子が十分に話す時間を沢山作るよ

うにされることが大事です。 

 

 生活に波風が立たないことが幸せではなく、困難があるほ

ど幸せなのです。苦労して困難を乗り越えて行くことで、魂

の成長があり、家族の調和も進んで行くのです。 
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【2002-4 月】Ｐ062 

【伝導だより】 

 ・・・その奥様が、 

 「私はいつも頭で考える癖があります。ある日、娘が学校

から帰ってくる時におもらしをしてしまったようで、下着は

洗濯機に入っておりました。『ちょっとではなくて全部出ち

ゃったの？』と聞きましたら『うん』と言いまして、『学校

の前の道だったけれど、濡れていたので自分でティッシュで

拭いてきたよ。でも全部ふき取れなかった』と言うのです。 

 

 その時に私は「偉かったね」と抱きしめてあげれば良かっ

たのに、そこまでの心がなかったのです。娘のことをいとお

しく思ったのですが、つい私は『雨が降ったら流れるからそ

のままでも良かったのに。他にお友達が見ていなかったの。

お友達にいじめられるから気を付けなければいけないよ』と

言ってしまったのです。 

 

 そのように言った自分の言葉に引っかかって自分で反省し

た時に、私は何を考えているのだと思いました。神の体であ

る地面を拭こうとした娘の偉大な心と、自分自身の心との大

きさの違いに気付き、これでは心ある母親にはなれないとい

うことに気付かせて頂きました」 

 とお話しされました。 

 

 先生は「本当にいいお話だと思います。頭で考える癖が出

たときには、心で考えようと自分の心に言い聞かすことで

す。今日、家に帰られたら心を裸にして、お母さんも失敗し

た話をしてあげてください。そして『これを機会に、どこへ

行くときも少し位遅れてもいいから、必ずトイレをちゃんと

すませてから行くようにしなさいね。 
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 だけどお母さんは貴方を偉いと思ったのよ。お母さんの出

来なかったことを貴方は出来たんよ。あの時、そう思ったけ

れど、貴方を抱き締めることが出来なかったお母さんは、貴

方より恥ずかしい心だったね』と言ってあげることによっ

て、お嬢さんの心は元に戻り、健全になっていかれると思い

ます。親子の素晴らしい学修だと思います」と、ご指導くだ

さりました。 

 

 

【2002-5 月】Ｐ059 

【伝道だより】 

 ・・・貴方様は法に触れられたとき、『父親が早くに亡く

なったため、母親は大変に苦労し、一時は里子に出されたこ

ともありました。そんな環境に育ったので、両親が揃った中

で、両親の調和された愛が欲しいと思って来ました』と言わ

れました。 

 

 親の愛情について苦しんで来られたのです。そこが貴方様

が法を求めて来られた原点ではないかと思います。 

 

 ですから私は貴方様が結婚され、お子さんを持たれてから

も仕事を続けておられるのを聞いて、その儘ですとお子さん

は愛情不足になるし、ご主人様とは調和し難くなると思い、

仕事を辞めるように勧めたのです。自分が苦しんで来た道を

家族にも歩ますことのないよう、原点に戻った目的を持つこ

とが大事だと思います。 

 

 まずお子さんのために夫婦が仲良く、共に健康で長生きし

なくてはならないでしょう。そのためにはご主人様を大事に

しなくてはならないでしょうし、法のもと今という一瞬一瞬

を大切に生きなくてはならないでしょう。 
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【2002-6 月】Ｐ069 

【伝導だより】 

 子供の心は両親が結婚して受胎するまでの心の在り方に影

響されます。結婚するときに、お互いが純粋に心から好きで

あったかどうか、もし打算が働いていたとしたらその分、影

響するのです。それは神仏のみ心から外れているからです。 

 

 両親の間に純粋な愛があれば、胎児は神の光を一杯頂き、

円く調和された魂の儘生まれ、育つのです。間違った宗教に

関わっている人や、思想的な人には、亡くなった肉体先祖で

迷っている魂が代々（長くても三○○年位）悪霊となって憑

依している場合が多く、悪霊は自分が苦しいから救って欲し

くて人に救いを求めるのです。 

 

 胎児はお母さんのお腹の中で一○月一○日、お母さんから

は肉体的エネルギーを、また、神仏からは心的エネルギーを

頂いて成長するのですが、両親のどちらかに悪霊が憑依して

いると、悪霊は調和を嫌い、不調和を悦ぶため、円く豊かな

魂にならないのです。それが顕著に現れるのが、新生児の肉

体的な不調和のように思います。 

 

 調和とは神仏のみ心に適った、即ち愛豊かであり、円満と

いうことです。愛豊かで円満な心の人は、法を正しく学習す

ることにより正しい判断が出来るようになるのです。 

 

 

【2002-6 月】Ｐ078 

【伝導だより】 

 ある方が「私の子供はアトピーがひどくて悩んでおりま

す」とご相談をされ、先生は、 
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 「貴方様がお子様を宿された時に、夫婦が円満であったか

どうか、ご主人様に不平、不満を持っていなかったかどう

か、点検をしてみてください。恋愛結婚のようですが一時不

調和なことがなかったかどうか。愛情があってもその質が問

題です。 

 

 ご主人様がどうも自分の思っていた理想とは違っていたの

か、それとも、父親を乗り越える存在になるであろうことを

想像していたのに、いざ結婚してみたら父親とそう変わらな

かったと思われたのではないですか。 

 

 貴方様がお子様を宿された時の心を反省してみてくださ

い。もしもそういった不調和なことが思い出されましたら、

今日から一週間、ご主人の、そしてお子様の魂にお詫びをし

てください。 

 

 なぜならアトピーとは心に原因がある病気だからです。お

子様にお詫びをされ、毎朝頬ずりをし、抱きしめてあげて下

さい。きっとよくなられると思います」 

 とご指導くださいました。 

 

 

【2002-7 月】Ｐ038 

【伝道だより】 

 例えば、自分の親が非常に憐み深い方であれば、自分も憐

み深い人間に育っていくのです。私は『憐れみ』という事は

非常に大切なことだと思います。特に女の子は憐れみを持た

ないと自分の子供を大事に育てることが出来ないと思いま

す。 

 

 私達は自分の心の中で全てを知って、前世もその前もこの

地上界に出させて頂いておりますが、赤ちゃんとしてこの世
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に生まれる時、お母さんの子宮の中で肉体が宿った時から、

お父さん、お母さんの影響を受けるのです。 

 

 お父さん、お母さんが本当に円満で、お父さん、お母さん

が共に大好き、という環境で生まれた子供は円満なのです。

物の価値観により決めた（打算的な）結婚は上手くいきませ

ん。息子さん、娘さんの結婚は相互に大好きな方を選ぶこと

が大切だと思います。 

 

 そのためには、好きになる人を正しく選別出来る心作りを

小さい頃から教えてあげることが大切です。『憐み深い人は

いいよ』、『思いやりのある人がいいよ』ということを一言

いい聞かせていれば、子供がおかしくなる筈がありません。 

 

 『常に大好き、大事な宝だよ』と言い聞かせた子供が悪く

なる筈がありません。ですが、それを聞かされていない子

供、親に抱っこをして貰えない子供は、心が貧しくなりま

す。どうしても自分の親はこの人ではないと思うようになっ

てしまいがちです。 

 

 しかし自分が選んだ両親ほど素晴らしい人はいない筈で

す。親を愛しいと思える心作りが大事ではないかと思いま

す。 

 

 

【2002－9 月】Ｐ053 

【伝道だより】 

 以前から五歳の長男のことで悩んでおられるある方が、

「先月先生から、子供がお片づけをしなくても、しつこく言

わないで、甘えて来たら充分甘えさせて、しっかりと抱きし

めるようにとご指導頂いたので、その通りしていたのです

が、何故か日が経ってくると段々イライラして来るのですが
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……」と尋ねられました。 

 

 すると先生は「何故でしょうか？ イライラするのは、貴

方のお母さんになりきっていない心がイライラするのです。

貴方はそのお子さんをお腹に身ごもった時、ご主人様とは調

和しておられなかったのではないでしょうか。その結果、お

母さんの心が不安定な時、その魂を頂かれたのではないでし

ょうか。また、空気を吸う力が弱い。深く吸えない、早いは

ずです。違いませんか」と言われますと、その方は即座に

「はい、そうです端息です」と答えられました。 

 

 「そうですね。そうなります。そしてまだ十分にお母さん

になりきれていないお心は、貴方のお父さんとお母さんにも

関係があるように思います。偉大な高橋信次先生のご著書を

拝読されたら反省をして、神のみ心から、自分の思い、行い

が外れていた部分を修正する。そういう行為を繰り返すこと

によって、貴方のイライラはなくなると思います。 

 

 『悪かった』これは反省ではありません。『これからは法

により、こんな風にやっていきます』と誓いの言葉がないと

駄目です。悔い改めることを反省と言います。後悔して『あ

あ悪かつた、失敗した』これは反省ではありません」 

 とご指導くださいました。 

 

 続けてその方が「最近、子供が聞かなくても良いようなこ

とを聞いてくるのですが……」と質問されました。すると先

生は、 

 

 「貴方は聞き返すと良いのです。『何でそう思ったの、ど

んなこと思ったとき、そう思ったの』と聞き返すのです。そ

れが貴方がお母さんにならせて頂く修行の機会なのです。何

故飲み込んでしまうのですか。何故聞き返さないで自分の心
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の中に納めるのですか。 

 

 それは、貴方もお母さんに対して聞き返すことが出来なか

ったのではないですか。お母さんに一方的に言われたことを

飲み込まないで、お母さんに『どうして』と質問することが

出来なかった……これは何故か。お母さんに、心が非常に満

たされていなかったためではないですか。満たされなかった

結果がそういうところに現れるのです。今の子供と一緒の関

係です。 

 

 もっともっと子供を抱きしめてあげることが大事です。

『この子に愛を与える事によって私がお母さんにならせて頂

くんだ』と、そういう思いで、何回でも何十回でもそれを惜

しまないことです。愛とは与え尽くす、捧げ尽くすものとお

導き頂いています。二人のお子さんを修行台にして、やらな

ければならないのです。私が申し上げた通りやって行かれた

ら、貴方もお子さまも元気になります。その為にはご著書を

拝読しないと実行出来ません。ご著書に書かれてある通りに

実行することです」 

 と温かいお言葉で分かりやすくご指導くださいました。 

 

 

【2002-10 月】Ｐ035 

【伝道だより】 

 子供と親との関係は、子供がお母様のお腹にいる時から大

変重要になってくるのです。それは、お母様の思いや行いそ

して、心の愛念が子供に伝わります。その中で子供の心身が

育つのですから、例えば、目が見えない、股関節脱臼、声が

出ない等、肉体的に不調和な子供が生まれてきたり、また、

カッとする子、イライラする子等、心の不調和な子供が生ま

れてきたりいたします。ですから、母親の生き様と夫婦の心

の調和がとても大事になってくるわけです。 
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 両親の心の調和度によって、天よりお守り頂く、頂けない

ということがあると思います。 

 

 

【2002-10 月】Ｐ046 

【伝道だより】 

 ・・・私が申し上げたい正しさは、いつも笑い声で、笑い

ながら話すお母さんになられることにより、心からの愛とい

う正しさが分かられるのではないかと思います。 

 

 正しいということは愛です。思いやる・許し合う・かばい

合う・助け合うことです。 

 

 お子様は一人前ではないのですから、お母さんから色々な

事を教えて頂いて成長していくのです。特に男の子はお母さ

んから愛情を一杯頂かなければいけないのです。それも生真

面目な顔をして話すのではなく、冗談を言いながら、自分自

身も吹き出すような楽しい話をしながらお子様に接する、ご

主人様に接することが、楽しく明るい家庭づくりの根本だと

思います。 

 

 お母さんに笑いが無かったらダメです。笑っておられる方

はいつも目が笑っています。普段でも目が笑っておられるの

です。それは常日頃からそのような心がけで自分を作り変え

る努力をすればなれるのです。それには常に、ひっくり返っ

て笑い転げるような自分づくりが大切だと思います。 

 

 ・・・貴方様はもっと笑う訓練をされたら良いと思いま

す。努力されれば必ずなれると思います。笑うという事は温

もりであり、また優しさであり、思いやりであります。いつ

でもこぼれるような笑顔をたたえている女性こそ美しい女性
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だと思います。 

 

 

【2002-10 月】Ｐ055 

【伝道だより】 

 ・・・子供さんの前では決して口論しないことです。子供

さんにとって両親の言い争いほど悲しいものはありません。

非常に悲しまれますよ。貴方も子供の時経験されたでしょ

う。絶対しないことです。 

 

 ……負けるが勝ち……です。いいですか、この事をよーく

覚えておいてください。ケンカ、口論では負けるが勝ちで

す。負けた方が心が痛まないのです。 

 

 

【2002-11 月】Ｐ037 

【伝道だより】 

 生まれてくる子供の心の形成は、誕生以前の夫婦の調和が

最も重要です。夫婦は、互いに心から愛し合い、尊敬し合え

るようでなければなりません。その調和のエネルギーによっ

て心身共に健全な赤ちゃんが誕生するのです。 

 

 胎児は、母体から肉体的な栄養を吸収すると共に、夫婦が

調和し、愛し合っている心的エネルギーを吸収し、正常な細

胞分裂により健全な五体が形成されます。そして各機能が発

達し、調和されたエネルギーによって育まれた健全な赤ちゃ

んが誕生します。 

 

 母乳を飲むとき、赤ちゃんは下顎を前後に動かしてお乳を

乳房からしごき出すようにしています。たった一五分間（九

百秒）に千回以上も汗まみれになってこれを繰り返すため、

鼻の頭から、おでこは勿論、背中、髪の毛の中までびっしょ
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り汗をかいて、息つく間ももどかしい程真剣に乳房にすがり

ついています。 

 

 私たち大人がご飯を食べたりするときに、これ程真剣に食

べることがあるでしょうか。母乳を飲むときに下顎を前後に

動かす運動が、顔面や顎、特に歯列の発育にどんなに大きな

役割を果たしているか知れません。 

 

 しかし、不調和な両親に育てられた子供は、お腹にいる時

から両親の心の波動が伝わりますから、細胞分裂がうまくい

かず、指が四本しかない、生まれるなり目が見えない、心の

病、難病等の子供が生まれてきます。原因に相応した結果が

生まれるのです。 

 

 十数年前、高橋信次先生のご著書を読まれ、私のところに

訪ねてこられたご婦人がおられましたが、その背中におんぶ

された子供を見て大変驚いてしまいました。生まれて三、四

才ぐらいの子供でしたが、顔が三、四○歳ぐらいに老けて見

え、まともに歩けない状態でした。 

 

 そのご婦人は、『私は子供の時から優雅な環境で育ったた

め、何でも当たり前と思い、少しも感謝の気持ちがありませ

んでした。親の地位、名誉、お金という次元で人を見下した

生活をして来ました。その結果、私の愚かな思い、行いを気

付くようにと、有り難いお慈悲を頂き、今このような子供を

お与え頂いたのだと思います。自分が死ぬ日まで一生かけ

て、この子をこうして背負っていかなければいけないと覚悟

を決めています。正法から見てどのような原因でこのような

子供を授かったのかお教えください』と、尋ねられたことが

ありました。この若いお母様を拝見し、そのご立派なお心に

涙が流れました。 
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 人間は、間違いを犯したら絶対許されないのかというと

『許される』と、偉大な主・高橋信次先生にはおっしゃられ

ています。それは、正しい反省をして、神仏に対して、また

その子供に対して、心からお許し頂くまで謝罪し続けること

です。正法しか世を救うものはありません。正法は愛です。

人間は互いに未熟で万全ではないのですから、相手を思いや

り、生かし合い、助け合い、許し合い、かばい合い、補い合

う等、より温かい愛の心を持って、心から相手を思いやるこ

とにより、より愛の心が豊かで円満になって行くものと思い

ます。両親の円満な愛で子供は心豊かに育つのです。 

 

 

【2002-11 月】Ｐ040 

【伝導だより】 

 ・・・『上手く言えない』ということは、貴方様がご両親

から愛を頂いていない証拠です。口が上手い、下手というの

ではなく、正しく話せないのは両親の愛情と関係があるので

す。心を固く閉じて生きて来たから、自分の思うことを正し

く相手に伝えることが出来ないのです。 

 

 子供が親に対して愛しいと思えない人は、自分が親から愛

情を貰わなかったからです。愛情を貰っていなかったため、

自分自身も本当の愛を与えることを知らなかったのです。両

親から愛情を一杯頂いて育った子は、誰もが全て心から親を

愛しいと思います。 

 

 

【2002-11 月】Ｐ040 

【伝導だより】 

 「六月から両親の家を出て一人暮らしを始めました」と話

された若い独身女性の方に対して先生は、 
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 「貴方様が家を出られてご両親様がどんなに心配されてい

るか、今の貴方様にはお分かりにならないでしょうが、将来

親になった時、初めて、子供から貴方様が親に対して行った

事と同じことをされるのです。 

 

 原因があるから、その原因に等しい結果が与えられるので

す。決して親が悲しむような原因を作るような生き方をされ

ないことです。ご両親様に『勝手なことをして申し訳ありま

せんでした』とお詫びされることです」 

 とご指導されました。 

 

 

【2002-11 月】Ｐ056 

【伝道だより】 

 精神異常者による殺人事件がよく起きておりますが、その

本人は、自分に憑いている者（悪霊）から『こうしなさい』

と命令されて事件が起きたのです。 

 

 ですから、現在の警察官や検察官や裁判官のように、法律

だけ学んでいても、まずその憑いている悪霊を確認すること

が出来なくては、正しく処罰することは出来ないのです。正

法を学び心の眼で、その後ろにいる悪霊とその人間の心の状

態を、法により正しく確認出来るようにならなければ、これ

らの犯罪を防止したり、あるいは根絶する方策を確立するこ

とは出来ないのです。 

 

 人を殺したからと言って、刑務所に入れても、その人間の

心は正しくはならないのです。 

 

 その原因は、両親の殆どの不調和と愛情不足により、母親

の胎内にいた時から心が歪み、悪霊に支配されるようになっ

たのです。その治療は、まずご家族がご著書『心の発見』を
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拝読したうえ入会し、指導を受けることが大事です。 

 

 昔から『三つ子の魂百まで』と言うことわざがあります

が、身ごもって三歳までの間、両親が円満であるか、心から

愛し合っているか、その調和度により子供の能力が違ってく

るのです。三歳までの両親の調和された愛情のエネルギーが

とても大切なのです。 

 

 お母さんのお腹に宿った時から、両親の心の波動が子供の

心に伝わります。両親が不調和ならば、そのまま子供の魂に

伝わり、肉体の細胞分裂に影響します。 

 

 赤ちゃんは十月十日（とつきとおか）お母さんのお腹の中

にいるのですが、現代医学ではお母さんが栄養を摂ることに

よって立派な赤ちゃんが産まれると言われています。肉体細

胞は両親から頂き、お母さんの栄養によって成長するほか、

細胞分裂により成長するのです。例えば手や耳などが出来て

くるのです。 

 

 その細胞分裂のエネルギーは、心的エネルギーによるもの

とお導き頂きました。妊娠中両親が円満であるか、お母さん

の心が平安であるかどうかが特に大事とお導き頂きました。

子供の心も、お母さんの心も、すべて神仏に直接通じている

ことを知らねばならないのです。 

 

 

【2002-12 月】Ｐ058 

【伝導だより】 

 ・・・子供さんの肉体の不調和は母親の愛情ひとつでどう

にでもなります。必ず治るものです。 
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【2003-2 月】Ｐ059 

【伝道だより】 

 ・・・その方が、 

 「先生に、『子供の要求することは何でも聞いてあげなさ

い』と言われたのでそうしていたのですが、一向に何ごとも

自分でしようとしないので、イライラして、仕方なくやって

いるのですが……」 

 

 と言われました。すると先生は、 

 「三歳までの間に、貴方はこの子に充分愛情を与えたと思

いますか。そうでなかったら、五歳のこの子が、『して欲し

い、して欲しい』と言うならば精々してあげることです。満

ち足りてないから言うのです。文句を言わないで、抱きしめ

てあげて、頬ずりをして、精一杯その子の欲求を満たしてあ

げることです。 

 

 人間は、愛が満たされることによって自分からやる気が出

るようになります。お母さんである貴方の心がイライラして

いたら駄目ですよ。『お母さんも一緒にするから、一緒にや

ろうね』と言いながら、根気よく粘り強く、励ましながらや

ることです。カーッとなったらお母さんの資格なしです。 

 

 今貴方は大事な時なのです。今はお母さんの言うことを聞

きますが、愛情を与えなかったら、青年期になると聞かなく

なります。手に負えなくなりますよ。貴方は子供によってお

母さんにならせて頂くのです」 

 と、・・・お教えくださいました。 

 

 

【2003-4 月】Ｐ048 

【伝道だより】 
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 同じ温かい言葉を掛けて頂いても、取る人によって受け止

め方はそれぞれ違います。それを温かく返す人もいれば、冷

たく返す人もいます。何故このような違いが出てくるのか、

お導き頂いたことを申し上げますと、母親のお腹に宿った時

から、三歳までの生まれ育った家庭の環境、思想、習慣によ

っておおよその人格が決まり、子はその両親の影響を受けて

育ちます。 

 

 特に、子を宿した時から三歳になるまでの夫婦の調和はど

うであったか、その夫婦の調和度によって、お腹の中での肉

体細胞が形成されていきます。夫婦が円満で調和されている

と、細胞分裂が円満に行き、五体満足な子供が一○月一○日

で生まれます。逆に、夫婦が喧嘩ばかりをしていて不調和な

場合は、その次元に応じた魔が入り込みやすくなり、細胞分

裂が邪魔され、不調和となる場合があります。 

 

 また、お腹の中にいる間も子供は、親の思いや行動をすべ

て知っています。『お腹の中にいるのだから分かりっこな

い。子供だから何を話していても、どうせ分からないだろ

う』と思っているとしたら、それは大間違いです。 

 

 あの世（天上界）にいるときは、九○％の表面意識であ

り、その意識で母親のお腹に入る訳ですから、殆ど分かって

いるのです。この世（地上界）に生まれてからは、九○％の

意識は潜在しますから忘れてしまいますが、一○％の表面意

識で理解出来なくても、潜在意識である魂、心は通じている

のです。 

 

 両親の仲が良かったか悪かったか。喧嘩ばかりしている親

の子供は、同じく気の短い子供が生まれることでしょう。ウ

ソつきの親からはウソつきの子供が育つといったように、子

は親の心を敏感に感じて育ち、必ず影響を受けるのです。両
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親は魔に魅入られない明るく円満な家庭を築くことが最も大

事なのです。 

 

 

【2003-4 月】Ｐ059 

【伝道だより】 

 近頃、子供さんの事故が非常に多いようです。子供が怪我

をしたり病気をしたりして一番悲しむのは両親です。という

ことはそれを裏返しますと、神様はその子供を通して両親に

警告しておられるのです。 

 

 『あなた方の思い方、行い方が法から外れていませんか。

あの世を出る時、親子が約束したことを思い出しなさい』と

叫んでおられるのです。 

 

 子供に愛情を持たないお母さんが多いようです。昨日まで

『娘さん』だった人が、子供が生まれたからすぐに『お母さ

ん』になれるかというと、そんなにうまくいくはずはないと

思います。 

 

 寝ないでオムツを代えたり、おっぱいを上げたり、一生懸

命、命懸けで育てる事によって、段々愛情が出てくるので

す。赤ちゃんを通して、一歩一歩本当の母親にならせて頂く

のです。一人の立派な女性にならせて頂くための修行の機会

を頂いているのです。 

 

 

【2003-5 月】Ｐ039 

【伝道だより】 

 ・・・精々、親孝行をされることです。その分だけ子供に

も愛を与えることが出来るようになります。お母様を愛しい

と思えることが、どんなに大きな悟りであるかを学んで頂き
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たいと思います。 

 

 

【2003－6 月】Ｐ063 

【伝道だより】 

 ある方にお目にかからせて頂いた時、その方からお母様を

恨んでいる波動が出ているように思いましたので、そのこと

をお尋ね申し上げましたが、思い当たる節がないと言われま

した。しかし、その方のお母様はいつもその娘さんに「ごめ

んな、ごめんな」と謝っておられたそうです。 

 

 どうしていつも謝るのか不思議に思っておられたそうです

が、ある時、お母様からその方がお腹にいるとき、既に多く

の子供を産んだため、今後の生活面で困ると思い、何とか流

産しないかといろいろやってみたけれど、とうとう生まれて

しまった子供だったことを聞かされたそうです。 

 

 赤ちゃんであっても意識ではすべて分かりますから、お母

さんの思い行いが全部分かってしまいます。お母様は自分が

生まれることを望まず、流産させて何とか殺そう殺そうとし

ていたことを、お腹の中にいて全部知っていたのです。その

ため『お母さんって、何てひどいひどい』といつも恨んでい

たのですが、生まれてしまうと皆忘れてしまったので、『何

故、どうして何時も、泣きながら謝るんだろうか』と思って

来たというのです。 

 

 このように、お母さんのお腹の中にいる時から、お母さん

の思いと行いの影響を心に受けて生まれるようです。この事

を通しても、夫婦の思い、行いのすべてについて、調和がい

かに大切かお分かりになると思います。 
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【2003-11 月】Ｐ042 

【伝道だより】 

 まず、夫婦が家庭でウソのない生活をすることです。ウソ

がないと家庭が明るくなります。ウソをついて丸め込もうと

しても、ウソは何時かバレて大きな喧嘩になります。喧嘩ば

かりしている両親のもとで育った子供は、心が変形していき

ます。心が丸く豊かでない、変形するということは、正しく

思うこと、正しく行うことが出来ないのです。 

 

 一番大切なことは、独身時代、正しい生き方をして来た

か、結婚して夫婦としてお互いに愛し合っていたかというこ

とです。本当にお互いに尊敬し、愛し合っていなかったな

ら、夫婦生活の中の妊娠という子供を宿す、そこに不調和が

生まれるように思います。 

 

 妊娠する前後、ご主人に対して非難する心がなかったか、

ご主人を排他的に、嫌だなと思わなかったか。両親の心の波

動が子供の心にそのまま伝わります。妊娠した瞬間から子供

の細胞分裂に影響します。 

 

 正しくない思い行いについて、心から反省をすることによ

り、細胞分裂が正常になることをお導き頂いています。 

 

 ・・・現在ただ今在るということは、原因があってその結

果を今頂いているのです。今悪いことがあるとしたら、何か

必ず悪い原因を作っているのです。結婚されて、お子様が、

生まれつき眼が見えにくいとか難病であるとか、色んなお子

様を持たれた方もおられると思いますが、始めからそれを望

んでおられる方は一人もいないと思います。みんな円満で、

身心とも健全な子供であって欲しいと思っておられるに違い

ないのです。 



184 

 

 

 残念乍ら現代医学では、正しい心の原因が分かってはいま

せん。しかしこれは身ごもった瞬間、これは両親の心の不調

和がそこに出ているのです。夫婦が円満だったら、絶対そう

いうことはないのです。 

 

 

【2003-12 月】Ｐ038 

【伝道だより】 

 「偉大な主のお言葉」からの抜粋、『子どもの心は白紙で

あり、赤にも青にも染まってゆく。染めてゆく者は、ほかな

らぬ両親の生き様であり、大人たちの考えや行動にある』 

 

 特に、お母さんの生まれてから今日までの思ったこと、行

ったことが、生まれて来る子供の心に対して、非常に重大な

影響を及ぼすとお導き頂いています。子どもの五官を始め心

身に障害が発生する原点は、お母さんの心です。 

 

 生まれてから結婚するまでの心の悩みを始め、両親や主人

に対する不平不満、義理のお父さんお母さんに対する不平不

満、自分のいびつな心が周囲から受ける様々な思いで煮えく

り返っている、そのような心とつながっている母の胎内に大

切な子どもを宿しているのです。 

 

 そのような暗い思いの結果、胎内では胎児の細胞分裂が正

常に進まず、胎児の心身に障害が発生するのです。あるい

は、胎児の心に悪影響を与え、精神異常に育ってしまうこと

にもなります。女性は、すべてこのような重大な使命を頂い

ているのです。 

 

 

【2003-12 月】Ｐ047 
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【伝道だより】 

 ・・・子供のことで悩み、具合が悪くなっている子供のこ

とを話された、ある若いお母さんに、「子供さんが帰って来

るとき貴方は子供に対してどうされていますか」と尋ねられ

ました。その方は、「すぐ『お帰りなさい』と言って、先生

に教えて頂いたように出来るだけ抱きしめるようにしていま

す」と言われました。すると、 

 

 「家に子供が入ってから『お帰りなさい』と言っているの

ですね。子供さんが帰る時刻に玄関の前に出ていないのです

か。必ず玄関の外に出て待ってあげたら、次第に治ると思い

ますよ。帰ってきたら、すぐ抱きしめて、オデコとオデコを

くっつけ合って、『お母さんはねー、ずーっと待っていたの

よ』と愛一杯の言葉を工夫して出すよう努力する、そういう

ことによって愛の心が、思いやり、補い合い、許し合い、生

かし合いという行為となって出来るようになるのです。 

 

 もっともっと貴方がお母さんにして貰わなかったことを、

考えて、喜ぶことをしてあげたら良いのです。自分がして貰

わなかったからと言ってしなかったら、貴方は益々愛情を与

えることが分からなくなります。またこの子も、今度親にな

った時、愛情を与えることが分かりませんよ」 

 

 とお話しくださり、「ところで、そのお子さんの歯並びは

続麗ですか」と質問されました。 

 

 その方は、「矯正をするように言われています」とお答え

になられました。「歯並び悪いのは何故か。それは愛情不足

の結果なのです。バックナンバーの『ひかり』誌にみんな書

いてあります。歯列矯正しなければならない子供は、お母さ

んのお腹の中にいるときからのお母さんを始め、お父さんと

の心の調和度が出ているのです。きっとそのお子さんは、お
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っぱいに吸い付いても、強く吸えなかったのではないかと思

います」 

 

 「出なかったのでミルクでした」 

 

 「そうでしょう、赤ちゃんはお母さんのおっぱいの乳首に

ギューッと吸い付くことよって、赤ちゃんの顎や歯が発達し

成長するのです。人工の哺乳瓶の口は、ドボーと出るので、

何も努力する必要がないから、歯の肉体細胞の成長が円満じ

ゃなくなるのです。 

 

 一生懸命汗をかきながら約一五分程吸い付くによって、肉

体ばかりか知性を始め心の各機能も正常に発達するとお導き

頂いています」 

 

 

【2004-4 月】Ｐ060 

【伝道だより】 

 抱っこというのは、心と心の愛のエネルギーが高まり、同

時に肉体的エネルギーも一段と調和するように思います。 

 

 最近の若いお母様はお子様を抱っこすることの大切さを知

らない人が多いように思います。また、お産に際して自然分

娩でなく帝王切開するケースが大変増えているようです。そ

れは、赤ちゃんの首に臍の緒が巻き付いている場合やお子様

の位置が悪い場合、医学では帝王切開しているようですが、

正法では、そうなるにはなる原因があっての結果だと思いま

す。 

 

 その心の原因を見てみますと、結婚する以前、他の男性と

の交渉があったことに起因している場合が多いように思いま

す。 
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 新しい生命と両親は、先に天上界において予め約束をして

母の胎内に宿る精妙なことを考えますと、母親の胎内は最も

調和された神仏の聖域ではないでしょうか。 

 

 そこで、まず神仏に対して、お母さん自身の今日までの心

の間違いを心からお詫びさせて頂き、同時に、胎児に対して

も同様に、心から深く何回も何百回もお詫びすることが大事

と思います。そして、お母さんの意識と調和するようお願い

されることです。さらに母親の六○兆から成る肉体細胞に対

しても深くお詫び申し上げてください。 

 

 やがてお許し頂き、正常な分娩が始まると思います。ま

た、つわりもおさまるでしょう。その結果、帝王切開しなく

ても済むようになるでしょう。但し、正法に帰依された正し

い学修と精進をされている方に限ります。 

 

 また、子供を抱っこしておでことおでこをくっつけるの

が、母親の子供に対する最高の愛情の表現であること、歯並

びの悪い子、視力の弱い子、呼吸の浅い子等は、夫婦の不調

和によるものか、母親の愛情不足が原因の場合が多いようで

す。愛情の与え方について、妊娠している人の心の在り方に

ついて、これから結婚される人は、日々法を大切に生きるこ

とについて、書物による知識ではなく、すべて法に帰依さ

れ、実践して体験された間違いない真実が、これまでの『ひ

かり』誌に多数掲載されています。 

 

 

【2004-4 月】Ｐ062 

【伝道だより】  

 「・・・現在、遠方に下宿している息子が、お金を送って

ほしいと言って来ました。主人は、『お金を送るな、言うま
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まにお金をやると子供をダメにする。送るなら、親子といえ

ども、ちゃんと返してもらえ』と言うのです」とここまで話

されますと、先生は、 

 

 「送ってあげたらいいです。ご主人様が『送るな』と言わ

れてもお母様は、『ハイハイ』と言って送ればいいんです。

息子さんにあげたお金は返してもらう必要はありません。も

っともっと息子さんに優しく優しくしてあげてください。 

 

 ご主人様が厳しい分だけ、もっともっとお母さんは優しく

してあげることが大事です。もっともっと温かい言葉を手紙

や電話でどんどんかけてあげてください。息子さんを立ち直

らせるのは、お母さんの愛情ひとつですよ」 

 とご指導くださいました。 

 

 

【2004-4 月】Ｐ079 

【伝道だより】  

 ある方が「幼稚園ではいい子なのに、家に帰ると下の子を

いじめたり、我儘になる娘に対し、精一杯抱きしめてあげる

ようとにご指導頂きましたが、形ばかりで心から出来ません

でした。あるとき○○様の体験談を読ませて頂き、私は自分

も休みたいとか、娘の我儘な姿は見たくないという思いがあ

ったために、幼稚園で精一杯頑張って来た娘の気持ちを思い

やれず、両手を広げて受け入れてあげることが出来なかった

ことに気付かせて頂き……」とお話しされると、 

 

 先生は「かつて、貴方様はどんなお子さんでしたか」と尋

ねられ、「私も外ではおとなしい子でしたが、家で暴れるよ

うなことはなかったと思います」と答えられました。 

 

 すると先生は「そうしたら他に問題があるのではないでし
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ょうか。まずご夫婦の間で、お互いに対する思いを点検さ

れ、十分に話し合うことが一番大事です。子供の心は汚れて

いない分、敏感です。両親のことが気に掛かって伸び伸び出

来ないと、不平不満が溜まって行くのです」とご指導され、 

 

 「夫婦でなかなか会話のキャッチボールが出来ないので

す」とお話しされると、先生は「貴方様はご主人様を出来上

がった一人の夫として見ておられませんか。ご主人様にも足

りない所があるのです。そこを見抜かれ、何時も妻、妻では

なく、時にはお母さんになって、補って差し上げることが大

事です。○○様はそれをされておられるのです」とお話しさ

れました。 

 

 

【2005-2 月】Ｐ069 

【伝道だより】  

 ・・・娘さんが家を出て独立し、一人暮らしをしたいと言

い出され、すぐ感情的になられる娘さんについて 

 

 「心が大切だと思います。自分の家にいても楽しくないか

ら、人との楽しさに引かれて、出て行きたいと思うのです。

家を楽しく、ご夫婦で力合わせて正しい愛情を子どもに与え

る事が一番大切だと思います。大事な事をぬいて、形に走っ

ても、その娘さんは出て行きます。 

 

 娘さんの言う事に合わせたら、その子の我儘を通してあげ

る事にもなります。話し合わないで、ごちゃごちゃ考えても

仕方ないし、みんなで、ご著書をしっかり拝読されて、家族

愛・家族の調和をうまくもっていく努力をなさったら、おか

しくなるはずはありません。 

 

 何か、お二人がしり込みをして、破れた袋を繕おうとして
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いるように見えます。恐れる必要はない、かといってケンカ

する必要もありません。 

 

 すぐ感情的になる様に育たれたという事ならば、生まれて

から三歳までの反省をすることです。本当に愛情を与えられ

たかどうか、反省し、悔い改めて、こんな事しか出来ていま

せんでした、と神仏に対して、心からお詫びをして行かれる

事により、お許し頂けるのです。 

 

 そういう努力をされて、その反省した心で、子どもに接し

て行けば、調和して行きます。お父さんもお母さんも、一生

懸命育ててくれて有り難う、いとしい、嬉しいということに

なります。堂々と、『いけない事はいけない、ダメです』と

話されたらよろしい。 

 

 『出て行ったらお母さんは悲しいわ、お父さんもお母さん

もとても心配しているんや、あなたが幸せになる事ならいい

けれども、若いんだから、もう少し、自重し、自分を大切に

して、しっかりした段階で好きな人が出来たら、結婚したら

いいよ、なんでも反対しているのではないのよ、今一生懸命

に正しく生きる、そういう努力をする年頃なんだから、そこ

をお母さんも協力する、家が楽しくなる様に、一生懸命に力

を合わせて努力しよう、お父さんやお母さんの悪かった所、

足りなかった所は、これから直していくし、あなたもいい娘

になるように努力をしてね』と話をなさる事も大切です。 

 

 お父さんからも話してください。女の子はむしろお父さん

の話を聞くかもしれません。全部自分が引き受けるのではな

く、相手にも責任を持ってもらって相互に楽しい家庭を築き

あげていく事が大切です。 
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 常に必ず、「健康祈願文」をあげて下さい。神仏にお願い

して、不可能はないのです」 

 と、多くの事をご指導くださいました。 

 

 

【2005-8 月】Ｐ066 

【伝道だより】 

 テレビを見ていましたら、幼児に、今の環境を聞いている

番組がありました。 

 

 私から見て、一人として母親から溢れる程愛情を頂いてい

る方がいないように思いました。そのため、子供達の五官が

正しく成長していないようで、眼は近視で、鼻も正常でない

子供が殆どのように思いました。また、質問に対して、ハキ

ハキ答えている子供は、たった一人位でした。狭い顔の中に

心の状態がすべて現れているように思いました。 

 

 子供は、お腹に入って母親と魂の調和を計り、十月十日、

母親のお腹の中で成長し産まれるとお導き頂いています。夫

婦喧嘩が絶えなくて、心をイライラさせておられた母親のお

腹にいたらどんな影響が出ているかは、想像しても恐ろしい

ことです。子供はその中に生きているのです。どんなに苦し

い、悲しいことでしょうか。夫婦の不調和の中での出産は、

順調ではないと思います。 

 

 生まれてくる子供は、お母さんの両親との調和、夫婦の調

和、家庭環境の調和等のお母さんの心と肉体の調和を経て産

まれてくるのです。生まれてくる赤ちゃんは、十月十日、そ

の過程にあるお母さんの心の悩み、苦しみを受け、心に歪み

を一杯持って産まれてくるのです。そのためか、母親が出産

時に、痛み、苦しむ人もおられます。 
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【2008-2 月】 Ｐ051 

【心と肉体の法則：1976-1/10「関西新年講演会」録より

のテープ起こし】 

 皆さんが、天上の世界、光明に満たされた世界から出て来

ている人もいます。或いはまた、神界や幽界から出てきてい

る人もあります。人それぞれです。ただし、如何に人間の肉

体が欠陥中であろうとも、地獄からは絶対に生まれてこない

のです。もし、欠陥車が生まれたとしたならば、それは両親

の肉体的条件、心の条件が左右しているのです。 

 

 子供の肉体細胞が出来る間における胎教の中で、母親の心

の状態が作り出しているということを知らなくてはいけない

のです。それは細胞分裂の時に核酸反応が起こります。その

核酸が正しく細胞分裂に協力するときは、心が美しいときで

す。心が混乱をしておったならば、その核酸は即座に、核分

裂を起こすときの不調和な地獄霊を呼び、その地獄の細胞が

分裂を阻害していくのです。 

 

 現代医学では分かっていません。次元の違った世界から観

れば、その事実が分かるのです。不思議でも何でもないので

す。 

 

 皆さんの肉体の中におけるところの、外因性によるところ

のウイルスも同じ現象として現れてくるものなのです。 
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【3．「ひかり」誌抜粋-2：丸山先生のご指導・・・夫婦

の調和】 

【1994-2 月】Ｐ042【伝導だより】 

 「・・・妻の場合は一番がご主人、ご主人の場合は一番が

奥さんです。そして二番が子供なのです」 

・・・日々の生活の中で、主人は大人だから分かっている

だろうとか、こんな事ぐらい出来るだろうと思い、つい子供

の方に心をかけてしまいがちです。先ず夫婦が調和をしなけ

れば子供にその結果が出る。夫婦が調和をすれば子供には特

にしつけをしなくても、しっかりと育っていくということ

を、この法を学んで初めて知る事が出来ました。 

 

【1994－8 月】Ｐ044【伝導だより】 

 「今日から感謝を持ちましょう。神の計らい・主の計らい

に対して感謝して生きて下さい。生爪を剥がす事より自分の

人生のカルマを修正する事の方が難しいのです。 

感謝が無いと人を見下します。それは自分中心に自分の方

がちょっと上だからと見るからです。 

ご主人に対して感謝しているかどうか点検しましょう。感

謝がないから愚痴不満が出るのです。ご主人様の立場で修業

をしないかぎり解りません。 

ご主人の良いところに感謝し、悪い所は己の姿と見る事で

す。感謝の深い人は健全です。 

法の始めから終わりまで感謝であります。 
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自分の心が満ちたりないのは他に与えていないのです。い

ただいた以上に他に与えないと、いただくばかりでは心は重

くなります。 

感謝を大きくするには悦びを忘れず、無所得の愛の奉仕を

する事です」 

・・・ある方は『師のお話をお聞きし、主人を裁いていた

と思いました。今日帰って主人に手を付いて謝ります』とお

話をされました。 

 師は「それは止めた方が良いです。相手にそれを理解する

心があるかないかしっかり見て謝る事です。何でも謝ればい

いというものではありません。却ってやっぱり自分の方が正

しいんだと思い上がらせることにもなりご主人様を生かさな

いことともなります。ご主人の気根を知る事です」とご指導

されました。 

 

【1996-03 月】Ｐ032【伝道だより】 

 ・・・その方は『子供のしつけのことで主人と話し合った

ことで心に引っかかっているものがあります。それは子供が

三才になって我が出始め、我儘になってきて言いたいことを

言うようになり、おはようという挨拶もわざとしなくなった

のを見て、主人や両親から、この四月から幼稚園に入るのだ

から挨拶はきちんとしなくてはいけない、また子供に対して

甘やかし過ぎると言われていたので、私はそうかなとは思う

のですが、また、子供が悪いことをした時は、子供と良く話

し合いをするようにやって来たのですが、特に二、三日前

に、そんなことでは駄目、挨拶は何事にも基本だから出来な

ければ怒ってでもきちんと言えるようにしつけることが大事

ではないかと言われました、そのことが心にあります』と話

されました。 
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先生は 

 『ご主人様は何処かからそういう考えを聞かれたのでしょ

う。いわばそれはご主人様の一つの考えです。貴方は正法の

通りだと思っていますか。ご主人の通りにしなくてはいけな

いからと、心で抵抗しているのではないでしょうか。それも

苦しみ悩みになっています。ご主人様の言われる通りにする

と子供の心を傷つけることにもなります。 

正法は「愛」ということを学んでいるのでしょう。正法に

よって貴方が愛豊かなお母さんに、またご主人様も愛豊かな

お父さんとなるよう、ご夫婦がより円満に思いやり合って生

きるようにすることです。 

そしてそのお二人が調和された愛を一杯、子供さんに差し

上げるようにされれば、子供は放っておいても円満な愛豊か

な子供に育って行くのです。 

夫婦の円満は、波風が立たないことが調和していると思っ

ていませんか。貴方は法を学んでおられるのですから、ご主

人様の考えや主張に傾いていけば、必ずや心は苦しくなりま

す。 

 ご主人であれ、正しくない考え、つまり思想に合わすこと

は決して調和ではないのです。常に相手が言うことに対し

て、法という物差しに照らしてみる点検が大事です。 

自分を大切に生きることです』 

 とご指導されました。 

 

【1996-6 月】Ｐ039【伝道だより】 

 人と人との対話が充分に出来ない人は、すぐに一人合点や

早合点をして行動してしまうことが多い。これは子供の時か
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ら両親と充分な対話をして来なかったことに原因がありま

す。例えば、鉛筆一本買うにしても、母親が一緒について行

って『これにしようかね、あれにしようかね』と親子で楽し

く語り合いながら成長して来た子は、大人になってからもど

んな人とも臆せず心を尽くしての話が出来ます。 

ところが子供の時に両親と充分な対話をしてこなかった人

は、自分が家庭を持った時にも、どうしても夫婦、親子の間

で対話がスムーズに出来ません。何を話したら良いか解らな

いのです。また職場においても、とかく自分一人で事を決め

たり、頼まれた仕事等も一人で仕上げないと気が済まないと

いった傾向があり、他の人の意見を広く聞く、お互い話し合

うという過程を疎かにしてしまいがちです。 

そこでです。今日から夫婦いっしょにスーパーヘ行き一本

の大根を買ってください。そして『お父さん、こちらの大根

の葉っぱが青々していて新鮮そうだよ』『でもね、お母さ

ん、こちらの大根もなかなか太くていいよ』というふうに一

本の大根をめぐっていろいろ智慧をしぼって話し合って見て

下さい。 

そこから話し合いが如何に心が満たされ楽しいか、またそ

の結果、夫婦、親子間が如何にきめ細かなものとなるか実践

してみてください。そうしたことから始めて行って、ひとつ

ひとつレンガを積み重ねて行くように、また機で布を織り上

げて行くように、きめ細かな夫婦、親子の対話を進めて行く

ようにしてください。そうすれば次第にどんな人とでも心を

割って話し合えるようになります。 

 正法実践の要はここにあるのだと思います。 

 

【1996-6 月】Ｐ044【伝道だより】 

 奥さんのお買い物について行くにも、ただ、車の中で待っ
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ている人、車を降りて一緒に荷物を持って上げる人、それぞ

れあります。本当に奥さんをいとおしく思うなら、重い荷物

を持ってあげたいと思うでしょう。そして、いろいろ話し合

いながら買うと、お買い物ももっと楽しいものとなり、品物

も生かされ、買う人間も生かされ、さらには食べる人もまた

生かされることになるでしょう。 

 

【1996-11 月】Ｐ045【伝道だより】 

 ある女性の方が 

 『私はユーモアのある、人を引きつける話が出来れば家の

中がもっと明るくなるのにと思います。 

以前先生より、落語を聞いたりして、とにかく楽しく出来

る勉強をされたら良いですね、といわれていろいろやっては

みるのですが、娘からもお母さんの話って面白くないと言わ

れてしまい、なかなかユーモアとか人を楽しくさせるという

事は私にはとても難しいと思います。 

また、今日、ある方のご指導の中で真の夫婦になる為に会

社経営をしているのですよ、とお聞きしたとたん私は何か叩

かれた様な気がしました。私は主人と朝も昼も夜も四六時中

ずっと、どうして一緒にいなければいけないのだろうという

思いがあって、店にいても家にいてもいつも仕事の話ばかり

で新鮮味が無く、なかなか調和が出来ず、きっと私はお店に

出るのを辞めて家に居たら、もっと明るい感じで主人に接し

られるかもしれないという思いを持っていたのですが、そう

ではなく、私はまだまだ真の夫婦になれていないから家庭だ

けでは不十分なので、会社経営を通してもっと夫婦になる為

の修業をさせて戴いているのだと解らせて戴き、何かすっき

りと心の思いが取れて嬉しくなりました。長年こんな思いを

していた事を反省し、帰ったら主人にお詫びをしなくてはと
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思いました』 

 という発表をされました。先生は 

『お詫びをするのは待った方が良いですね。今ここで話を

聞いてさっと掴んだ事はシャボン玉の様なものです。それは

ただ、形だけの上辺で思っただけで貴女の心が納得していま

せん。もっとしっかりと心を見詰め自分のものにして反省を

してから、お詫びをされたら良いのです。本当に自分達夫婦

の修業が大事だという事をしっかり喰いついて心に落とす努

力をされたら良いと思います。 

また、お嬢さんがお母さんおもしろくないわといわれるの

なら、面白い奥さんなり女性になったら良いのです。その娘

さんの言葉もただじゃないと思います。私はいつも家内と話

をするのですが、正法の方だけでなく、いつもいろいろな方

に会う機会がありますが、あの人の話は聞きたくないなと思

う人と、あの人の話は聞きたいなと思う人がおられます。 

なぜその人の話がおもしろいか、それはその人の心が明る

いからです。だから暗い話でもその人の心に入ったら皆明る

くクリーニングされて、明るい話になって飛び出して来ま

す。明るいものが飛び込んで来ても心が暗かったら、明るい

話もみな暗いものになってしまうのです。要は心が根本なの

です。心を明るく楽しくすれば良いのです。 

その心を明るくするには貴女の場合だったら結婚して今の

自分は暗いな、うまくいかないなと思っているとしたら生ま

れた環境、そこが暗かったらそこを引きずっていないか、そ

こからの自分を明るく切り換える反省をして、一言話しても

楽しい話の出来る自分になろうと努力をして下さい。 

自分の事は自分では解っている様で何も解らないもので

す。自分の嫌な所を人に言って戴いて、その悪い所を取り去
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る努力をしていって始めて丸くなれるのです。だから言って

くれる心の友がいるということは、有り難い事なのです。ご

著書にも書いてありますが正法は一人では修業出来ない、自

分よりも上の人を選んで修業しなさい。法友を持ちなさい

と。だからこの場に出て来る事は有り難い事なのです。人の

話を聞いて学ぶのです。 

それぞれ自分の思いで話していると思っておられますが、

これも皆天上からの計いで話をさせられているのです。だか

ら貴女の話も皆さんに共通する課題なのです。今日から人が

楽しく聞いてくれる、楽しく明るい話が出来る人間になろう

と努力して下さい。そうすればご主人も子供も身を乗り出し

て、それで、それでと聞いてくれる様になるでしょう。自分

の思っている事を何でもしゃべる事は正しい事ではなく、相

手に勇気と希望を持って立ち上がれる言葉を出す事が大事で

す。嬉しいな、よーしがんばるぞと思うような言葉をあげる

のがお母さんであり、お父さんであるべきです』 

 とご指導をされました。 

 

【1997-3 月】Ｐ037【伝導だより】 

 ・・・ご養子さんと結婚し、自分や母はご主人の家にはい

ろいろと心使いをしているが、ご主人の実家からは何も付届

けがない事に実母が不満を抱き、その間に立って悩んでおら

れる方のお話がありました。 

先生は 

 『これはこの方だけの問題だけではなく、皆様の中にもよ

く似た環境の方がおられると思います。そこで、私の家の実

態をお話ししましょう。私の家も養子縁組をしております。

いつも私と家内が話す事は、「大学まで仕込んだ大切な息子

さんを養子に下さったご両親様に対して、どんなに感謝して

も足りないね」と、付届けをして貰ったらその倍以上にして
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お返しをしています。そして向こうのご両親様を尊敬し非常

に親しくさせて戴き、親戚の間でいざこざとかおかしな事は

微塵もありません。 

男と女というものを区別する訳ではないけれど、特に男性

を戴いている立場として、これ以上有難く幸せな事はないと

思います。大事な大事なお子様を下さっているのに何をそれ

以上欲しいのでしょうか。 

また、次女はお嫁に行っていますが、その家のご両親も非

常に尊敬し付き合っております。長女と次女の二人の旦那様

は非常に品行方正で思いやりの豊かな人でいつも感謝してお

ります。私達夫婦に、もしも男の子が授かってもこのような

立派な人に育つ事は出来なかっただろうね、と何時も感謝し

ながら悦んでおります。 

儀礼上の事はお互いにしますが、なくても別によいので

す。貴女がお母さんのものの考え方を変えなくてはいけませ

ん。立派な一人の人間を後継ぎに戴いているため、貴女もお

母さんもどれだけ寄りかからせて戴いていることか、こんな

幸せな事はないではありませんか。そこを反省し、話し合う

事です。 

正法に叶ったお母さんの意識革命、貴女の意識改革をしな

くては神からお与え戴いたご養子さんやお嫁さんを貰う資格

はないのではないでしょうか。お嫁さんであろうがご養子さ

んであろうが、お互いに尊敬しあい讃えながら付き合う事が

大切です。 

付届けなどでその人を秤に掛けている様では非常に悲しい

ことです。人間の命、魂というのはそんなものではなく尊厳

なものなのです。我々ごとき者のところへようこそ来て戴け

たと感謝をどんなにしても足りないくらいだと思います。こ
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こに根本があり、原点がある。それを知って下さい』 

 とご指導をされました。 

 

【1997-7 月】Ｐ016【伝導だより】 

 ・・・夫婦は寝室を別にしただけでも心が通じなくなるも

のです。 

 

【1997-12 月】Ｐ046【伝導だより】 

 ある方が「うちの主人は非常に怒りっぽい性格で、何かと

落ち度を私のせいにしますので、家のことは一切合切、何で

も私がしなければなりません」と話されたのに対し、 

『ご主人様は何人兄弟ですか』 

 「七人兄弟の四番目です。母親は主人が十七歳の時に亡く

なりました」 

『やはりそこに原因があると思います。ご主人様の幼い

頃、お母さんは次の赤ちゃんに意識を向けなければならない

ため、充分愛情を与えることが出来ないまま、特急列車で通

り過ぎて行かれたのではないかと思います。溢れるほどの愛

情をお母さんからいただくことが出来なかったため、心が満

たされず、今でも常にイライラしておられるのです。 

三歳までにお母さんから充分な愛情をいただいたかどうか

によってその人の運命の三分の二が決まります。愛情によっ

て心が満たされていないとどうしても心が暗く、しかも小さ

くなってしまうので、自分を守ろうとして自己中心的になっ

てしまいます。 

ご主人様の魂の一部は今でも三歳、四歳の時のまま成長し

ておられないのです。そんな所が出た時は、母となって、そ
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の次元にまでおりてあげ、愛情を与えてあげることが大事で

す。 

何時も妻として主人に求めてばかりではなく、ある時は、

母として、またある時は一人の女性として精進することが大

切です。この世では精々愛を与える修行のために出させてい

ただいている訳ですから、精々与え尽くす努力をしてくださ

い。それによって心は豊かになっていきます。 

特に、女性は“清濁併せ飲む”広い心を持つことが大事と

お導きいただいております』 

 

【1999-4 月】Ｐ022【伝導だより】 

 ご主人が朝出勤されますとき、「行ってらっしゃい」と言

われますか。 

明日からはその後に、「早く帰ってきてね、待っているか

らネー」と言うようにしてください。そうしますと、ご主人

は寄り道をしないで、真直ぐ家に帰って来られますよ。 

 

【1999-7 月】Ｐ043【伝導だより】 

 旦那様はびくびくおどおどする自信のない奥さんは嫌いで

す。いつもその家の妻として、母として常に堂々としていれ

ばいいのです。そうすることによって家庭が調和し、家族が

安心するのです。しかも、自分の旦那様なんですから、何も

怖いことはありません。 

自分の手のひらの上で旦那様を好きなように踊らせてあげ

れば良いのです。男性というのは子供みたいな時もあった

り、また父親みたいな時もあるのです。女性は、時には母親

になったり、また妻になったり、女性になったりと色々状況
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に応じて変化することが大事です。女性は謙虚で、明るく、

そして堂々としているものなのです。 

 

【2000-1 月】Ｐ038【伝道だより】 

 ・・・夫婦間でもこれは相手に言わなくてもいいなとか、

これは隠しておこう等と、お互いが相手に見せない自分だけ

の世界を持っているとしたら、このような夫婦は表面上かみ

合っているかに見えても実はとても不調和なんです。しか

し、お互いに心を裸にし、とことん話し合っている夫婦は、

がっちりとかみ合っているため容易に崩れることはありませ

ん。 

夫婦の話し合いは、生まれてから今まで、特にお互いの子

供の頃からのこと等について自分はどうであったか心を裸に

し、正法の物差しによって語り合うことが大切なのです。そ

して、正法の最も基本は常に嘘のない生活をすることなので

す。 

今日からは自分に嘘のない生活、一秒一秒の思い行いに嘘

のない生活を実践してください。自分の良心（潜在意識）に

相談し、良心に忠実に嘘のない生活を実践したならば、今以

上に高橋信次先生の偉大さが分かって来る筈です。 

高橋信次先生には、決して嘘を言ってはおられません。正

法に嘘はありません。ですから、実践された結果は、高橋信

次先生の言われた通りになるのです。 

 

【2000-7 月】Ｐ048【伝道だより】 

 ・・・家庭において奥さんは家庭の太陽でなければなりま

せん。朝から晩まで笑い声の絶えない家庭をつくってくださ

い。それには、夫婦はお互いをよく知らなければなりませ
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ん。お互いが包み隠さず、心を裸にしてすべてを話し合うよ

うにしてください。一方的に話を聞くイエスマンになっては

いけません。常に謙虚に、時には意見を言うことも大事で

す。お互いに生かしあうことです。 

夫婦が円満になれば、お子さんの心もまた円満となり、両

親を尊敬するようになります。お子さんの心も調和されま

す。そして、お子さんに対しては親が訓示するよりも、自分

自身の今日まで体験した良いことも悪いことも、苦労したこ

とも包み隠さず、すべてを話してあげてください。心のそこ

にあるものを与えてください。 

子供をお与え頂いたから親にならせていただけるのです。

今日から一年生になったつもりで、実践してください。 

 

【2000-7 月】Ｐ050【伝道だより】 

 ・・・調和とか自我我欲とか、そんな正法言葉ではなし

に、仲が円満かという事です。夫婦が円満で、朝から晩まで

笑い声の絶えない夫婦、そういう夫婦で無いところに、いろ

いろと問題がおきるのです。 

正しいとは愛であり、調和という事なのです。『心の発

見』をはじめご著書には全て、調和と言う事が書かれてある

のです。 

 

【2001-5 月】Ｐ092【伝道だより】 

 ご主人様が何か言ってきても、直ちに自分の思いを止観し

て『あっ、いかんいかん』と自分自身の思いを修正すること

です。心を静めて深く深呼吸して、心を丸く調和するように

努力することです。 
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『お父さん何？』じゃなく、『お父さんなぁに？』という

ように優しく言うように努力することです。すると心はいつ

も平安です。それは訓練です。 

 

【2002-3 月】Ｐ034【伝道だより】 

 夫婦の能力は、夫が○・五、妻が○・五であり、夫が如何

に一人で頑張っても一・○にはなりません。夫婦が共に心を

調和し、正法に帰依し精進努力して初めて、○・五プラス

○・五で一・○の能力を発揮することが可能となるのです。 

そして、どちらかが死を迎えたとき、残された方が『引導

文』を読んで差し上げることで亡くなられた方は肉体から離

れ、地獄に堕ちずに済むのです。そのためにも夫婦で正法に

帰依することはとても重大なことなのです。 

 

【2002-6 月】Ｐ044【伝道だより】 

 「・・・また私が丸山先生の元で学ばせて頂いていること

に対して、妻が大変失礼なことを言ったものですから、つい

カッとして言い合いになってしまいました」と発表された方

に対して、先生は『その原因はどこに在ると思われますか』

とお尋ねになりました。 

その方は「人の上に自分を置いてはいけないというお話が

ありましたが、私は妻に対して自分を上に置いて、物を言っ

ているからだと思います」と答えられますと、すかさず先生

は 

『奥様を大好きで愛しておられるかどうかです。それが根

本です。よりお互いを思いやることです。奥さんをもっと愛

して頂きたいのです。夫婦が大好きで結婚しなかったら、不

調和な子供が生まれます。相思相愛の夫婦の間では、妊娠し
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てもお母さんのお腹の中で子供は心身共に円満に育ちます

が、そうでなければ細胞分裂が順調に進まず、肉体に欠陥の

ある子供が生まれて来る場合があります。夫婦は、お互いに

愛し合い、敬いあう関係であることが大切です。 

正法については、一方の人が正法に熱心だと、どうしても

不熱心な方からいろいろと言われるものです。 

・・・でも、原因の根本は貴方の奥様に対する愛情ですか

ら、是非もっと愛してあげてください。そのためにも貴方

は、もっと己に厳しく正法に沿った実践をされることです。

正法は万能です。正法によって解決しない問題はありませ

ん』 

 と、慈愛に満ちた温かいご指導をされました。 

 

【2002-7 月】Ｐ058【伝道だより】 

 顔に吹き出物が出来たという方に対して、 

『貴方は何時も心にブツブツ思っておられませんでしょう

か。心の中に、ご主人に対する不平・不満を持ってはおられ

ないでしょうか。病気は、神と結ばれている一人一人の心が

神のみ心からはずれているから、そのはずれた分だけ反作用

となり、心に悩み苦しみが起き、病気となって肉体に現象化

するのです。 

ご主人は一生懸命に生きておられるのです。如何なる人

も、人間は百点満点取れる人はおりません。ご主人に対し

て、こうもしてくれない、ああもしてくれないと、もしも思

っていらっしゃるようでしたら、自分は、主人に対してどう

かなと心に問いかけてみられたら良いと思います。ご自分も

満点ではないはずです。ご主人を非難するより前にまず、ご

自分の非難する心をなくするようにしてください』 



207 

 

 とご指導くださいました。 

 

【2002-9 月】Ｐ072【京都・春の研修会ルポ】 

 ・・・ご主人様との調和が難しい、逃げ出したいという思

いは、神という存在を忘れた思いなのです。特に大好きでも

なく、尊敬しているわけでもなくという思いは、神の存在を

払いのけた思いです。夫婦にならせて頂くのは、神との約束

事なのです。神に自ら願い出て許され、ご主人様と貴方様

と、神との契約のもとに夫婦にならせて頂いたのです。 

ですから、必死になってご自分の思いを変えて、今生一刻

も早く、ご主人様を大好きになってあの世に帰ることが大事

です。そうした時に貴方様は、今のご主人様を卒業出来るの

です、ご夫婦の卒業式です。しかし、今の思いのままでは、

来世、またやり直しになるかも知れません。 

ご主人様の、もっと良い所、素晴らしい所を見つけてくだ

さい、不満な点が見えてきたら、自分自身はどうかな、同じ

所がないかなと点検して見てください。貴方様が見ていた

ら、相手も貴方様を見ているのです。 

『私にどこか不満がある？』とお話し合いをしてくださ

い。話し合えないということは、『私はあなたのこういうと

ころが不満だ』と、もし、ご主人様に言われたとしたら、自

分も答えなくてはいけない、だから話し辛いのではないでし

ょうか。ご主人様から見られて、ご自分にも欠点があるとい

うことを承知しておられるからではないでしょうか。 

ご夫婦の調和は、そういう点も含めて、反省、ご精進され

ることが大切だと思います。 
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【2002-10 月】Ｐ049【伝道だより】 

 あなたはご主人様とお話しされるとき、笑顔で話されてい

ますか。お互いに愛し合っていますか。暗い心では夫婦の調

和は望めません。まず、奥さんであるあなたが、常に笑顔で

おられることにより、夫婦の調和、家庭の調和が出来るので

す。 

私ごとで恐縮ですが、私の家内は結婚したときからいつも

笑顔でいます。一日中笑顔いっぱい人間です。子供や孫たち

から預かっているぬいぐるみが沢山置いてあるのですが、家

に来る前、夫々の家の隅の方に置いてあったようなぬいぐる

みに対しては、何時も何時も『隅っこの方にいてかわいそう

やったね』と頭を撫でながら話しかけているため、いつのま

にか皆表情が明るくなりました。 

あなたの家族の中で一番若いあなたが何時も笑顔で、ご主

人様を始めご両親に接することにより、笑い声の絶えない明

るい家庭になるとは間違いありません。しかし、そのために

生まれてからこれまでの反省が大切です。 

 

【2002-11 月】Ｐ061【伝道だより】 

 ・・・例えば今生うまくいかないで別れるでしょう。する

と、来世また別れた相手を選んで出させて頂くのです。この

世に出させて頂くことは、神との約束なのです。神との約束

を破棄した人は、何回でも約束を全うするまでやらせられる

のです。すべて神との契約のもとにあります。お互いに生か

し合い、許し合い、助け合い、補い合う、『愛』の実践によ

る自己確立の修行のためと、約束した人々に法を伝道するた

め、結婚する人を選んで出て来ているのです。 
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【2003-1 月】Ｐ063【伝道だより】 

 ご主人様のご両親様に対しては、前世で実の親の場合が殆

どとお教え頂いていますので、自分の親のように甘えること

が大事です。 

ご主人様に対しては貴方様が謙虚になればなるほど、今ま

で分からなかったご主人様の愛の大きさがお分かりになられ

るでしょうし、ご主人様もまたより大きな愛を現されるでし

ょう。 

・・・自分の親のようにご両親様と接して行かれること

が、ご主人様にとって一番嬉しいことであり、貴方様もまた

嬉しくなるのです。 

 

【2003-3 月】Ｐ052【伝道だより】 

 ・・・親元を離れて遠くの大学に行く若者が増えています

が、その人はそれだけ親から愛情を頂く時間が少ないし、常

に親の側にいて親を思いやり、話し合い、常識、礼儀につい

て教えて頂き、親の貴重な体験から学ぶことも少ない。 

また自分自身も親に対して報恩感謝の行いを捧げる、また

親を愛おしむ（親孝行する）時間が少ないので、どうしても

心が萎み、愛の心が豊かにならないのです。 

夫婦の調和についても、両親の姿から良い点、悪い点を学

ばせて頂き、その親から学んだ体験を自分たち夫婦で常に語

り合い、お互いの両親を褒め讃え合い、共に感謝し合い、明

るく生きることにより、両親を超えた素晴しい夫婦の調和が

築けるようになり、やがて、両親も生かされ、自分たち夫婦

も生かされ、また愛する子たちも生かされるのです。 
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2003-5 月 Ｐ066【伝道だより】 

 結婚する前に何人かと交際することがあるものですが、前

にお付き合いしていた人に対する思いを反省しないで結婚し

てしまった場合、その母親の混乱した思念が、生まれる子供

の細胞分裂に影響してしまうことにより、細胞分裂が正常に

進まないため、例えば心臓に穴が開いているなど、肉体等に

異常を持った子供が生まれているように思います。きっと現

代医学では不明のことと思います。 

最近、特に欠陥を持った子供が多く生まれているようです

が、そのほとんどが、母親の過去における人に対する、そう

いった思いが原因ではなかろうかと思います。ですから結婚

する時、以前にお付き合いした人に対する反省を正しく実践

しないと、何時までも、以前交際した人に対する思念を心か

ら完全に抜くことが出来ないため、苦悩することになりま

す。 

この事は、夫婦がより調和するためには、特に大事なこと

です。年頃の娘さんや息子さんを持っている人は、是非、こ

の事をお話ししてあげて頂きたいと思います。 

 

【2003-7 月】Ｐ046【伝道だより】 

 ・・・もっと奥様と心を裸にして話し合って、悦び、お互

いを称え合い、感謝し合って生きることです。まだ心からの

話し合いが足りないのではないかと思います。これからは奥

様と共にどんどん話し合って、互いに心が向上するよう努力

されることです。 

今日からは奥様の言葉の中に悦びの言葉がないか、探して

みてください。『こんなことを言って貰って元気が出たよ
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ー』と言って、悦び、誉めてあげてください。貴方様は神仏

を信じておられますから絶対に大丈夫です。 
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【4．「ひかり」誌抜粋-3：丸山先生のご指導・・・いじ

め】 

【1986-02 月】Ｐ005【正しい道】丸山弘先生 

 この頃、校内暴力とかいじめ事件についての記事やニュー

スをよく見聞する。 

そのために、政治家や学識経験者等が集って議論をした

り、また諸外国にまで出掛けて、教育のあり方について視察

をしている人もいるようである。 

また、ある大学では、全国の一般社会人から講師を募集し

て、人生経験から学生に学ばそうとしている。講師の中に

は、女性の有名タレントまで選ばれたということである。 

また、この春から開校される、ある高校でも前記の大学の

ようなやり方で、一部の教師を一般人に委嘱するような方向

にあることを聞いた。 

我々が所属している商工会議所や組合・業界の団体等で

も、研修と称して各界各層からの有名人を招いて講演を聞か

せている。 

ある宗教団体でも一般の信者とのつながりを強化するため

に、月に何回かの日曜日に早朝参拝と称して、有名人の講演

を聞く集いを開いている。 

ある宗教では、諸宗教の長所をとって、それを一つの宗教

のように組みたてて自分の宗教としているものもあるようで

ある。 

このように教育の場である学校を始め、政治・経済・宗教

等の各界において、いま、何が正しいのか、人間として知ら
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なければならない「正しい道」が、わからなくなっているよ

うに思われてならない。 

神とか仏、あるいはキリストといったら、もういやがる人

もいる。宗教は誰も知らない所で自分だけこっそりやるもの

といったふうに思っている人も、少なくないようである。 

ここで、人間誰しもが「神の子」であるといったら抵抗の

ある向きも、多々あるかもしれないが、しかし、誰しもが、

夜になると睡眠をとることは事実である。眠っているとき

は、肉体から魂が抜け出て、あの世にゆきエネルギーをいた

だいているときである。また人間誰しもが、他人には嘘をつ

けるが、自分に嘘をつけないことが、「神の子」の証しであ

る。 

すべての人間の心は神に直結している。神のもとに人間は

皆兄弟である、と高橋信次先生は説かれている。 

先生が叫ばれている「神理」を先ず学習することが最も大

切なことであって、各界各層の人生経験の豊かな人の話をい

くら多く聞いても、真の心の「かて」とはならないのではな

かろうか。外に向けて求めるのではなくて、自分の内なる心

に求める道こそ正しいものである。 

「神理」という人間に共通した場を基本としての、実践体

験を聞き学ぶことであれば人間の魂は進化向上してゆくもの

であるが、神理を離れた、神理を知らない自我我欲に汚れた

人達の話を聞いても、参考にはなっても心の中にいただくも

のは少ないのではないだろうか。 

人間は子供といわず大人といわず、誰もの心が神と直結し

ている。その心が、人間としての正しいあり方を知っている

のである。世の中のすべての人々は、先ず、不偏的な神理を
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学習して、人生の目的と使命を知り、自分の置かれている

「いま」という大切な現実を知らなくてはならない。他に求

めるものではなく、己の心に求めるものである。己の内なる

心の叫びに心の耳を傾け、一秒一秒を正しく歩まねばならな

い。 

いまという「とき」は、二度と帰ってこない。一刻一刻こ

の地上界を卒業する日が近づいている。立派に安らいで卒業

する道は、いまというこの一ときを、命がけで、法を学び、

実践することにつきるのである。 

人間として最も大切なことは、神の子としての生きる道

を、正しく学び、実行していったとき、一人一人の心は、神

の光に満たされ、家庭は調和され、いじめ問題や校内暴力・

政治・経済・社会の混乱等の暗い様相は消え去り、始めて日

本が調和され、世界のリーダーとして、人類をすべて神の心

の方向へ向け、大調和への使命を果すことができるのであ

る。 

先ず、己から、夫婦・家族・職場・地域社会へと、善なる

光の輪を拡げよう。 

その根本は、報恩感謝の実践にあると思う、感謝のない人

は悦びがない。どんなことにも感謝し報恩の行為をしている

人は、にこやかで、明るく、あたたかい。心はなごやかでみ

ずみずしい。眼は輝き、生き生きしている。したがって、心

も身体も健康で軽やかである。さわやかである悦びに燃え、

声もはずみ高らかである。 

求めよ、さらば与えられん。尋ねよ、さらば見出さん。門

をたたけ、さらば開かれん 

 狭き門より入れ、滅びにいたる門は大きく 

 その道は広く、これより入る者多し。 
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 生命にいたる門は狭く、その路は細く、これを見出す者少

なし 

 いま、悲しみの人よ、苦しみの人よ、歎きの人よ、汝は救

はれん （聖書より） 

 高橋信次先生に感謝と悦びを捧げて 

 

【1996-02 月】Ｐ040【伝道だより】 

 最近、新聞やテレビでは、『いじめ』の間題が盛んに報道さ

れていますが、それを見ていますと、いじめた子が悪い、先

生が悪いと、いじめによって死んだ子供を基準にして──い

じめられた子供が正しいという観点から──周囲の人を裁い

ているように思われます。確かに先生やいじめた子供にも落

ち度はあるでしょう。 

しかし、いじめられる子供にも必ず原因があると思いま

す。いじめにあう子は周囲から受けるものを何でも強く受け

てしまって、それを跳ね返す心の気力に欠けるのです。ゴム

毬に譬えますと、両親の愛情を充分に受けて育った子供の心

は、空気をいっぱい入れて弾んだゴム毬のようです。周囲の

ちょっとしたいじめや悪意も跳ね返す気力（弾力性）がある

のです。 

ところが愛情不足のため心が丸く豊かに膨らんでいない

と、空気の抜けたゴム毬のように、外からの圧力を跳ね返す

ことができず歪んでしまいます。ですから、いじめられる子

供の側の両親も、果たして我が子の三歳迄に、両親の調和さ

れた愛情を充分与えて、豊かな円満な心を持った子供に育て

てきたかどうかを振り返ってみることが大切だと思います。 

そしてもし我が子が学校でいじめにあうようなことがあれ

ば、先生や親しい友達に会って、我が子の学校での友人との

付き合いや、友達のために進んでお世話をする子かどうか、
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などについて聞いてみることが大切だと思います。とかく親

は自分の子供を中心にものを見たり思いがちですが、こうす

ることによって公平な立場から我が子の姿が見られるように

なると思います。 

すると目然に対処の方法も分かってくるでしょう。そして

家庭では両親が反省をされて、これまで子供に与えていなか

った愛情を二歳、三歳、四歳と十歳迄の分を、充分に与える

ように努力工夫をされたらよいと思います。 

 

【1996-04 月】Ｐ044【正しく聞く、語る、思う】丸山弘

先生 

 今日世情でとかく大問題となっています、いじめっ子問

題、子供の自殺問題等、子供の問題が悲しく伝えられていま

すが、これらも親子の関係が小さい時から調和された円満な

関係であれば、まずそのような問題は発生しないと思いま

す。 

 報道や裁判等では、受けた人間を中心とした結果だけを見

ての、法律による、または人の考えで判断し、心の面でのそ

れまでに至る問題が見落とされていることは、非常に重大な

ことと言わねばならないと思います。 

 両親の調和された愛情によって成長した子たちは、心が円

満で健全ですから、如何なることに遭遇しようとも、簡単に

自分の命を断つなど、神仏との約束を冒涜するようなことは

しないでしょう。 

 

 

【1996-06 月】Ｐ037【伝道だより】 

 四才の自閉症の子供さんをもつ母親が、何故、私だけがこ

んな不幸な人生を送らなければならないのだろうかと涙なが
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らに訴えて、私も皆様のように奇跡が欲しいと話されまし

た。 

これに対し丸山先生は、まずご著書を拝読され、いつも明

るい心を持つことと、子供に愛をもって抱きしめて、常にス

キンシップを与えて下さいと言われ、必ずよくなります。と

ご指導されました。 

又、ある母親は子供さんが中学に入学され、一学期は楽し

く通学し、こんなに中学生活が楽しいものだと家族に話して

いた男の子が二学期に入り、集団によるいじめにあい、本人

は肉体的に異常を訴え登校拒否を訴えているにもかかわら

ず、両親は高校進学の事を考え、無理に毎日学校へ送り迎え

をした結果、子供が自宅から外出しなくなりましたという苦

しみを話されました。 

これに対し、丸山先生はまず、ご著書を拝読され、夫婦が

調和し、母親は家庭内でやさしい心で愛を持って接しなさい

とご指導されました。 

 

【2001-01 月】Ｐ029【伝道だより】 

 うちの孫もよく学校で友達から疎外されるということが起

きていました。私は最近、孫の韓国への修学旅行の写真を見

た時、その本当の理由が分かったのです。写真を見た時、友

達の殆どが愛情不足の顔をしているのに驚いてしまいまし

た。 

原因はここにあったことが分かり、孫に対して次のように

話しました。 

「友達が誰一人あなたの周りに集まってこなくても、少し

も気にしなくてもいいよ。それは一方に光があり、もう一方
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に光がないと、どうしても類は類同士が集まることになるん

よ。決してその人達はあなたをわざと疎外しようといった思

いではなく、その人同士が集まっていると心が安らぐからな

のよ。 

あなたもあの子達と一緒にいてもあまり楽しくない、と言

っていることと同じことなのよ。それは、生まれてから今日

までの間、ご両親から愛情をいっぱいいただいて育った子

と、どうしてもお母さんが外に出て働いている場合は、帰宅

してもお母さんがいないとどうしても甘えたりして愛情を頂

くことが出来ないため、次第に愛情不足となり、心が満たさ

れないためイライラしたり、幸せな子を見るといじめたくな

ったり、またはひがみっぽくなったりしてしまうのよ。だか

ら悩みが一緒だったりする者同士が集まるようになるので

す」 

また担任の先生も、自分自身の子供をカギっ子にして愛情

を与えることを知らないため、子供を教育する正しい愛の物

差しを知らず、さらには豊かな愛によって子供たちの心を調

和させることが解らないため、何か物事がある都度、好きな

子、嫌いな子、または問題が起きそうな子に対しては、何か

起きると大変だから、その子の心に合わせるような処置をし

てしまうなど、その間違いが心の美しい子たちの目に写るた

めに、先生に対する信頼と尊敬が次第に失われていることが

原因であることを、十分に分かるように話をいたしましたと

ころ、それからは孫は元気を取り戻し、いくら疎外されても

動じなくなりました。 

 

【2001-05 月】Ｐ087【伝道だより】 

 ある方は、先月先生より登校拒否の子供さんは愛情不足が

原因だから、今からでももっと抱きしめてあげるようにご指

導頂かれたのですが、「子供が階段から降りてきた時に少し照
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れくさかつたけれど、抱きしめることが出来ました」とお話

しされたところ、先生は、 

「抱きしめる前にあなたはしなくてはいけない事があるは

ずです。それは、お母さんが同じ年頃にどんなことを思って

いたのか、親とどんな話をしたか、良いことも悪いこともま

た、嬉しかったこと悲しかったことなどすべて包み隠さず、

子供に自分の経験を話してあげることが大事なのです。 

すると、子供はお母さんも矢張子供の時があったのかと安

心し、またお母さんに親しみが持てるようになる等、子供の

心が満たされて行くのです。またお母さんに親しみが持てる

ようになる筈です。それの積み重ねによって、子供はお母さ

んに何でも話してくれるようになるのです」 

 と、ご指導されました。 

 

【2003-09 月】Ｐ045【伝道だより】 

 ・・・離婚をされたあるご婦人が、高校生の長男が担任の

先生から、二年生になってから授業態度が横着と言うか、ふ

てくされた態度になっていると言われ悩んでおられました。

先生は、 

「僕ちゃんは、親から溢れるほど愛情を頂いていないの

で、周りの人に対して、温かくとか、やさしくなどといった

思い方や態度が出来なかった。そういった心に接して来なか

ったので、心が愛で満たされることなく、むしろ何事にも反

抗して来たものと思います。 

貴方はお父さんと別居をされた。お父さんとの不調和によ

る、僕ちゃんは最も大きな被害者だということに気付いてお

られないのです。貴方とお父さんによって、この子の一生が
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めちゃめちゃになったのです。だから貴方とお父さんは僕ち

ゃんに対して、心から謝罪をしなければならないのです。 

せめて、貴方様だけでも、今後日々もっともっと愛情をあ

げる努力をしなければならないと思います。毎日毎日時間を

作って、貴方様も心を裸にして、また、僕ちゃんも心を裸に

してお母さんと楽しい話し合いをされることが大事と思いま

す。そうした努力の中で、次第にこの子の心が母親の温かい

愛情によって満たされて行くものと思います」 

 とご指導くださいました。 

またその方が、長男にチョッカイを出してくる子がいて、

いじめに遭っていることも相談されました。直ぐさま先生

は、 

「チョッカイを出してくるその子にも問題があると思いま

すが、僕ちゃんの心も暗く、その子の心にひっかかるものが

あり、類は類同志が集まり、相反発するのです。その原因

は、両親との調和、両親の子供に対する愛情の与え方に問題

があるのです。愛により心が満たされないため寂しいし、自

分の心を満たしようがないのです。 

貴方がお母さんとして今一番やらなければならないこと

は、僕ちゃんの心の悩み、心の内を常に聞いてあげることが

大事です。それには常に、ご著書をしっかりと拝読して、反

省され愛豊かな心づくりをされ、心を出来るだけ埋めてあげ

る努力をしてあげることが大事です。チョッカイを出され

た、どうした、そんなことは関係ないのです。チョッカイを

出されようが、何をされようが常にニコニコ笑える僕ちゃん

にしてあげなければならないのです」 

 とお話しくださいました。 
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【2004-02 月】Ｐ059【伝道だより】 

 小学生の娘さんを持つ女性の方は、娘さんのクラスに、ク

ラスメートに対し順番にいじめをする子がいて、現在、娘さ

んがその子のいじめの対象になっていることについてお話し

されたところ、先生は、 

「いじめは、いじめをする相手ばかりが悪いという見方で

は、自他ともに生かされません。自分の子が何故その子にい

じめられるのか、その原因が自分の子にもないかどうかを見

ることも大事です。 

自分では気付かない部分で、何か相手を傷つけたり、妬ま

れたりするようなことはしていないかどうか、お子さんに

は、そのような見方をするようお話をしてあげることが大切

であり、また、お子さんもそうすることによって、より生か

されるかも知れません。 

また、いじめをする子に対しては、周りのお母さん方や生

徒が批判する中で、貴方様はその子に、どれだけの愛を差し

上げることが出来たか、その子を通して、貴方様はイエス様

の愛を実践する機会を頂いているものと思います。愛とは、

その子の心の次元まで降り、その子の悲しみや苦しみ、痛み

を聞いて上げて、そっと手を差し伸べて上げることです。 

また、先生は両者の間に入って、平等に扱うことが正しい

ことです」 

 と、お話しくださいました。 

 

【2004-04 月】Ｐ069【伝道だより】 

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

素直に実践して来られたある若いお母さんが、 

「先生！今日はとても嬉しいことがありました。子供のク

ラスで、一人の子供に対してクラス全体の子供が関わるいじ

めが半年に渡ってあったことを聞き、『あなたはどうしている

の』と聞くと、『僕は、うわさを聞いた時は嫌だと思ったけ

ど、見たわけじゃないし仲良くしているよ。その子に本を見

せて貰ったりするので感謝しているよ』と言ったのです。 

担任の先生からも、『今まで一切態度を変えずに接して来た

のは、女の子と○○君の二人だけだった』ということをお聞

きし、本当に嬉しく思いました。 

 いじめにあったお母さんからも、『有り難うこさいまし

た。一人でもそんな人がいてくれて、うちの子もここまで頑

張れました。○○さん良い子育てしておられますね』と言わ

れたので、正法のお陰様と思って、その方にもご著書を渡そ

うと思っております。 

そういう子供に育ってくれたことが嬉しくて、子供に対し

て、『偉いね』と抱きしめてあげました。もう有り難くて嬉し

くて……」 

と、当時の厳しい環境を思い出され、感動で溢れ出る悦び

の涙でお声を詰まらせながらお話しくださいました。 

先生は、「これまでの厳しい経験がなかったら、そんな素晴

しい生き方は出来なかったかも知れませんね。ご主人との問

題、僕ちゃんとの問題、色々な問題を体験したからこそ、こ

のように正しく生きることが出来たのです。自分の心を磨く

ための良い材料を神様がお与えくださったのです。原因をう
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まく生かしたのですね」と、その方のご精進を愛一杯に讃え

られました。 

 

【2004-04 月】Ｐ079【伝道だより】 

 ・・・ある方が「幼稚園ではいい子なのに、家に帰ると下

の子をいじめたり、我侭になる娘に対し、精一杯抱きしめて

あげるようとにご指導頂きましたが、形ばかりで心から出来

ませんでした。あるとき○○様の体験談を読ませて頂き、私

は自分も休みたいとか、娘の我侭な姿は見たくないという思

いがあったために、幼稚園で精一杯頑張って来た娘の気持ち

を思いやれず、両手を広げて受け入れてあげることが出来な

かったことに気付かせて頂き……」とお話しされると、 

先生は「かつて、貴方様はどんなお子さんでしたか」と尋

ねられ、「私も外ではおとなしい子でしたが、家で暴れるよう

なことはなかったと思います」と答えられました。 

すると先生は「そうしたら他に問題があるのではないでし

ょうか。まずご夫婦の間で、お互いに対する思いを点検さ

れ、十分に話し合うことが一番大事です。子供の心は汚れて

いない分、敏感です。両親のことが気に掛かって伸び伸び出

来ないと、不平不満が溜まって行くのです」とご指導され、 

「夫婦でなかなか会話のキャッチボールが出来ないので

す」とお話しされると、先生は 

「貴方様はご主人様を出来上がった一人の夫として見てお

られませんか。ご主人様にも足りない所があるのです。そこ

を見抜かれ、何時も妻、妻ではなく、時にはお母さんになっ

て、補って差し上げることが大事です。○○様はそれをされ

ておられるのです」とお話しされました。 
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【2006-03 月】Ｐ078【伝道だより】 

 あるお母さんが、小学六年生の男の子が叩かれたり蹴られ

たりといういじめに遭い、先生にご相談されたところ、剣道

を習うようにとのご指導を頂き、その通り実践されたとこ

ろ、子供が精神的に強くなり、今日では、いじめを跳ね返す

勇気が出るようになってきたという体験を、「子供がいじめに

遭い、登校出来ない日があったので、先生にご相談しました

ら、『剣道を習った方が良いと思います』という御指導を頂

き、子供に話したところ、始めは、全く受け入れてくれませ

んでした。 

神様は正しいことをしている人を必ずお守りくださるとい

うことを言い続け、話し合いました。しかし、学校に出かけ

ると、やはりいじめに遭うようでした。やはり、もう剣道に

行かせて頂くしか道はないと思い、正法で教えて頂いている

ことは大丈夫ということを話しましたところ、大分かかって

どうにか『じゃあ剣道に行ってみる』ということで、……」 

そこまで話されると、先生は、 

 「剣道はどこでもやっています。しかし私は、お母様にも

っと細かく申し上げたはずです。きっと僕ちゃんに対して、

お母さんの思いも入って、自分流に掻い摘んで話されたので

しょう？ 如何ですか。私から貰った通り、その侭を話すこ

とが大事です。それを私意（自分の思い）が入っている、と

言うのです。私意とは、自分中心の考えを言います。 

決して、あなたを叱っているのではありません。私がお話

ししたことを、お母さんの思いを入れてお話しされたのでし

ょう。だから僕ちゃんは、『ヨーシ、剣道習おう』という決意

が一時遅れたのです。 
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『丸山からこの様に聞いた』と、聞いたことをそのままお

話しするようにされることが大事なのです。自分の思いを

所々入れて話してはいけないのです。貴方が作ったお話で

は、この場合、僕ちゃんは勇気を持つはずもないし、立ち上

がる気力も湧きません。 

そこにも、平素あなたは僕ちゃんに対して、お母さんが噛

んで食べて、『このようにすると美味しいよ』という法による

愛の心でお話ししておられなかったのではないでしょうか。

正法により愛の心を学んでおられたが、お母さん流の思い方

になっていたのでしょう。 

正しいということは、自分の考え、私意を入れたらいけな

いのです。私意が入ったら、○○教になったり、○○さん流

になり、心がなくなるのです。己を生かし他を生かす愛の心

がないと、勇気と希望と悦びを頂くことが出来ないため、立

ち上がれなかったのです。 

私意を入れないということは、自分中心の思い、考えでな

く、愛を中心に、正しく語りなさい、ということです。自分

の考えでなく、正法の実践による愛の心でお話し申し上げた

ら、どんな人の心にも勇気と希望と悦びが頂けるのです。人

間の心は誰もがすべて神仏様と結ばれていますから心で分か

るのです。『あーそうか、やろう－』となるのです。ここが、

特に大事なところです。 

偉大な主・高橋信次先生の法を生活に生かし、日々精進努

力することが大事です」 

 と、先生は・・・お話しくださいました。 

 

【2006-04 月】Ｐ079【伝道だより】 

 いじめや登校拒否などに遭遇し、子育てに悩んでおられた
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ある母子家庭のお母様が、「子供に良かれと思い言ってきた事

が、逆に子供の心を潰し、悦び一杯になるのではなく、悦び

を消すようなことばかりしてきた。思いやり、愛が小さいた

め、子供の心の次元に下りることが出来ないことを、今回い

やという程分からせて頂きました」とご発表されました。 

先生には、 

 「愛する子供だから、一生懸命言ってあげよう、言ってあ

げようと思うけれども、心が豊かでないため、子供の心が分

かっているつもりでも何一つ母らしいことが出来ないと、次

第に『何よ、何で分からないかねー』等と、我慢して口には

出さないけれども、心の中に燃えるような思いが出て来るよ

うになり、これが、子供の心にも伝わり益々不調和になるの

です。 

それでは、思いばかりが先を行くようになり、法を精進努

力することがついて行かなくなり、遂に思いの世界で、自分

よりも子供を責めるようになられたのではないでしょうか。 

法によって自分の心が豊かになり、人に対する思いやり

等、愛が心から溢れるようになれば、子供が分からないとき

は直ぐさま、『自分自身、心が出来ていないんだなあ。私自

身、もっともっと愛豊かな母にならないといけないんだな

あ』等と自戒できるようになるのですが、ここまで出来ない

人は逆に、子供を責めるのです。 

子供はすぐに察知しますから、『なんや、お母さん、怒って

ばかりいて……』と、こうなるわけです」と先生が申される

と、直ぐさまお母様は、「その通りです」と答えられました。 

続いて先生が「自分自身の愛の心作りが正しく分かってい

なかったのです。精進努力が追い付いて行かなかったので

す。お母さんはこんなに愛情持って、こんなに愛しているの
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にと、思いだけは持っていたのですが、自分中心の感情が大

きくなり、愛の心・精進が未熟だったからです。私のような

心の通訳がいないと、最愛の親子でも、心の話し合いが出来

ず、不調和な状態になるのです」 

 とお話しされますと、お母様は、 

 「その通りでした。先生からお電話を頂いてから、子供に

『お母さんは良かれと思って言って来たけれども、お母さん

の気持ちばかり言ってきたことゴメンナサイ』と謝まりまし

た」と答えたら、更に先生は、 

「子供も生かされ、お母さん自身も生かされる調和した悦

び、愛がなかったら、お子様がいくら愛しくても、立ち上が

れないのです。親が法から外れた自分中心の思いを話すと、

親子は不調和になります。 

良い子でいて欲しいと思うその前に、愛豊かなお母様にな

ることが大事なのです。お母様自身が出来ていない分、自分

中心の思いが強くなるのです。 

調和するようになると、笑っているだけで、力を入れなく

ても、心と心が伝わり合い、うまく行くようになるのです。 

お母様にとってお子様は、ある時は子供であり、ある時は

先生です。親にならせていただくための修行を、我が子によ

ってさせて頂いているのです。 

三歳までの魂の次元を、一生持ち続けるのです。 

三歳までに親からどれだけ愛情を一杯貰ったかどうかによ

って、その人の愛の心の次元が決まる、とお導き頂いていま

す。だから、『三つ子の魂百まで』と言うのです。 
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ですから、我が子の三歳までに、精一杯愛情を与えないと

いけないのです。両親が円満で、夫々法により心を精進努力

しないと、精一杯愛情を上げようとしても、愛情を与えるこ

とは出来ないのです。そのための学修教科書は、偉大な主・

高橋信次先生のご著書『心の発見 神理・科学・現証篇』で

す。 

まずご著書を、当会の学修テキストにより正しく拝読する

ことが大事です」 

と、正しい子育てについて、具体的に大変分かりやすくお

話しくださいました。 

 

【2006-11 月】Ｐ072【伝道だより】 

 現在、国内では、『いじめ』を始め『ひきこもり』等、子供

や老人に対しての不穏な事件が多発する中、教育、医学、警

察関係者は、結果については対応しておりますが、何故多発

するようになったのか、その原因の究明については、まだ十

分掴めていないようです。しかし、当会では、約二○年前か

ら、偉大な主のみ教えにより、原因は親の愛にあると大きく

叫ひ続けて来ました。 

両親が常に愛し合い、尊敬し合う環境の中で生まれた子供

ならば、日々温かい愛情に満たされた環境で、深い愛情によ

り育てられれば、心身共に健全な子供に成長した筈です。し

かし、その親自身も十分両親から愛情を頂かなかったため、

何代も不調和が続き、益々その不調和が大きくなり、結果も

また比例して大きくなり、個人的な問題として処理出来ない

大きな社会問題として、さらに大きな事件となって、一斉に

各地で火の手を上げるような事態となっているのが現状で

す。 
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しかも、その原因については、未だに発表されていない状

態の侭であります。当会が、いち早く『愛の問題』として取

り上げたのが、去る七月九日七時のＮＨＫの放送以来ですか

ら、もう既に二ヶ月が過ぎました。 

平成一二年、小渕内閣発足当時、当会では『教育改革に関

する意見書』公募に際し、『意見書』を提出いたしました。一

人でも多くの心在る方が、偉大な主・高橋信次先生のご著書

を拝読され、学修して頂ければ、心も政治・経済も安定し、

生活に困る人も少なくなるであろうし、難病等の病に苦しむ

人も少なくなるであろうとの悲願のもと提出いたしました。 

偉大な主・高橋信次先生には、国政を司る人の心得の第一

は「愛」であり、すべて自分の善なる心に素直であれと、お

説き下さいました。 

常に無所得のもと、国民の中にあって、国民と共に生き、

国民の悦びを悦びとし、国民の悲しみを悲しみとする「心在

る人」が政治家となり、大宇宙大神霊・仏様のもと、その御

心を心として、調和した社会を築かねばならない。 

今日、私たち法に生きるものすべてが、 

 『何故、偉大な主・高橋信次先生が日本にお出ましになら

れたのか、今こそご著書をしっかりと拝読され、その尊いご

意志をこの地球上に具現することこそ、私たち法に帰依した

心在る魂の重大な使命であることに気付かねばならないので

す。そして一時も早く立ち上がらねばならないのです』 

とご指導下さり、私たちが神の子として自覚し、その目的

と果たす唯一の道は、伝道に奮起することである、と強く思

わせて頂きました。 
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【2006-12 月】Ｐ055【この世から『いじめ』を無くすた

めに】 

 医師の方とその奥様の連名での投稿 

 最近、「いじめ」を苦にした子供達の自殺が相次ぎ、過日、

「文部科学大臣からのお願い・未来のあるきみたちへ」とい

う異例の呼びかけが発表されました。 

私たち「高橋信次先生の法を学ぶ会」では、お導きを頂

き、「いじめ」の原因は、『愛』の不足にあることを、広く皆

様に知って頂きたいと思います。 

『愛』については、偉大な主・高橋信次先生には、数々の

ご著書の中でお説きくださっています。私たちは、偉大な

主・高橋信次先生のみ教えを学ばせて頂き、いじめについて

は、「いじめる子供も、いじめられる子供も、共に親の愛情を

十分に頂いていないこと」また、「親から、人に対する思いや

りの大切なことについて、教えて頂けなかったこと」が原因

であることをお導き頂きました。 

偉大な主・高橋信次先生は、「親の愛」について、ご著書の

中で次のようにお導きくださっています。 

『人々は良く自分達にできなかったことを子供に託してそ

の希望を果たそうとする教育や虚栄心による子供への束縛を

原因として不調和になる場合がある。 

肉体舟は確かに与えたものだろう。しかしそうした場合、

その魂まで両親の独占物だと考えていることに誤りがあると

いうことを知らなくてはいけない。 

全くの親子であっても、魂は個の生命であって、自ずから

相違があるのだ。 
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なぜなら、魂も親が与えたものであり、親の分霊だと思う

なら、その思考性や行為のすべては同じでなくてはならない

だろう。 

残念なことに、親のいうことを利かない子供が多い事実を

考えなくてはならないのが現実なのである。 

従って親達の、子供の環境や教育についての育成は、溺愛

でなく、家柄や自己保存的な考えを捨てた純粋な心からの愛

でなくてはならないということだ。 

子供が自分の思った通りの道を歩くと、世間の両親の中に

は「あんなに可愛がって育てたのに、親の恩を忘れて、親不

孝をしている」などと嘆く者達がいる。 

しかしこれも親のエゴイズムであろう。報いのみを求め

る、そんな心だから子供達は自分達の真実の道を求めて去っ

て行くのだ。 

親子相互の対話の不足を考え、子供の人格を認めてやるこ

とも親の愛というものだ。対話のない家庭の中には孤独な子

供達が育ってしまう、これが現実だ。 

だから両親は、子供の魂の乗り船は、互いに約束して与え

たのだということを忘れてはならない。 

与えた、と思う心があるから、親の尺度ですべてを計り、

子供に注意などをする。 

親の意志に反したことをすれば、きびしく叱り、肉体はお

ろかその心まで束縛してしまう。 
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私達は、こうしたことを良く考えて、子供達を指導するこ

とが必要であろう。 

最も自由自在の中で、良く心の在り方を教え人間としての

道を教え、感謝と報恩の意味をさとし、両親が実践模範を示

した生活環境を造り出すことが先決なのである。 

純真な子供心を素直に育ててやることが、より良い豊かな

心を大きく育てる道、これが本当の愛情というものだ。 

きびしく叱ることも、正しい中道の判断によれば、その真

実が子供心にひびくことなのである。 

子供と親の対話、日々の行動が、心の交渉が、愛の心をよ

り豊かに育てて行く。子供の心もそこで広く人々のなかに調

和され、自分自身の魂を磨いて行き、円満な人格を作って行

くのである。 

親が子を放任し、正しい道をその愛情によって示さない生

活の中で育てられた子供達は、気の毒といわざるをえない。 

たとえば学校の成績ばかりを気にしている親達の心は、自

己慢心にしかすぎないということだ。 

心の中の智性の領域だけが発達しても、心にゆとりがなく

情緒のない人間は、人生での正しい判断すら決定することは

できない。 

知性は、人生をいかに正しく生きるかという、調和した生

活をするための早道であって、自己保存、自我我欲の道具で

はない。 

智策、智に溺れるの愚を犯してはならないのである。 
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知性と理性、本能と感情、そして想念の領域が調和され

た、円満な人間に成長することが神理である。 

試験、試験の人生は、自己保存的な、かたよった人格を造

り出し、人間本然の心を失ってしまう結果にもなってしま

う。 

また本能的な領域だけが発達しても、不調和な人格を造っ

てしまうものである。 

いずれにしても心の不調和が、想念に曇りを造り出し、神

仏の慈悲と愛の光をさえぎり、ノイローゼの原因を造り出し

てしまうというわけである。 

その暗い想念意識は、不調和な霊によって憑依され、人生

を灰色と化してしまう。不調和な満ち足りぬ心の病いは、神

理を悟った生活以外、修正することは不可能である』 

（ご著書「心の発見・科学篇」一八四頁～一八七頁より抜粋

させて頂きました） 

当会代表の丸山弘先生は、「母の愛」について、次のように

お話しくださっています。 

『公園などで、子供達だけが遊んでいて、親が離れてベン

チに座っているような光景をよく目にします。お子さんがお

母さんを呼んでも、子供達と一緒に遊ぼうとされない、その

ようなお母さん方が大変多いように思います。 

それは、どうしてでしょうか。 

如何なる母も、我が子を愛さない母はおられないはずで

す。どの方も溢れるほどの愛を差し上げたいとお思いになっ
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ておられるに違いないのです。しかし愛は、思った通り限り

無く降る星のように差し上げることはできないのです。 

何故でしょうか。 

それは、お母さんにも「自我」という意識があるからで

す。「自分中心」という心が、しっかりと心の中に居座ってい

るからなのです。この幼い時からの「自我」という心（自分

中心の思い）が、年とともに大きく成長し、善なる心（良

心）を押しつぶそうとするのです。 

母として、子供を抱きしめたいと「善我」なる心が思って

も、もう一方の「自我」という「偽我」の心が、貴方よりも

お母さんこそ疲れたわ、私こそ誰かに抱きしめて欲しいわ。

慰めて欲しい、等と叫ぶのです。 

そしてこの二つの心の衝突により、善なる心が偽我に負け

てしまい、ついついその溢れるほどの愛を我が愛する子に差

し上げたいという思いが消え去っていくのです。 

その母の心が未熟で幼い限り、その子は、母の愛をいただ

くことはできません。そしてその子は苦しい一生を過ごして

いくのです。やがて、その子も母親となり、やはり愛する我

が子に愛を差し上げることが出来ない侭、またその子も苦し

んでいくのです』 

 （「自我・我欲」については、ご著書「心の発見・神理篇」

一三四頁最終行～一三五頁一三行目及び、一六五頁五行目～

一六八頁四行目、「心の発見・科学篇」四六頁七行目～四七頁

三行目にお導きくださっています） 

また、当会「ひかり」誌「二○○○年八月号二八頁、北九

州地区伝道だより」の中で、「母乳を飲むことが子供の発育や
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歯並びに、大切な役割を果たしている」ということについ

て、次のようにお話しくださっています。 

『赤ちゃんは産まれると直ぐにオッパイに吸い付きます

が、それは過去世で経験があるからです。 

赤ちゃんが母乳を吸うのに要する時間は、一回が平均十五

分ですが、母乳を飲むとき、その十五分の間に、赤ちゃんは

下顎を前後になんと千回以上も動かして、汗まみれになって

お乳を飲むのです。 

そしてそのことが、赤ちゃん自身の発育に、そして歯列の

形成に大きな役割を果たし、乱杭歯（らんぐいば）などがで

きないのです。そして母親は赤ちゃんの顔を見ながら、夜も

寝ずにオッパイをあげ、「かわいい、かわいい」と愛情一杯の

心で育てることにより、肉体的にも精神的にも母親にならせ

て頂き、母性本能が益々大きく目覚め、同時に赤ちゃんの心

身も、母親の愛情の分、成長していくのです』 

さらに、「いじめ」、「親子の愛」について、丸山先生は次の

ようにお話しくださっています。 

『母親の愛情が不足すると、子供の心はしぼんだ風船のよ

うになり、心が満たされることなく、それを満たそうと思

い、次第に年とともに心が強く自分中心の思い、行いに向か

うようになります。そして、次第に「いじめ」という思い、

行いにより、心の不満を解消しようとします。 

しかし、それでも根本的な不満は解消しません。なぜなら

その不満はご両親様、特にお母様の子供に対する愛情の不足

から来ているからです。心が母親の温かい愛情により満たさ

れない限り、愛情不足という傷を心に持ったまま成長し、や

がて結婚しても、夫婦の思い、行いが不調和となり、常に自
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分中心の「幸せでない、満たされない」等の思いが大きくな

って、愛を夫にも、妻にも、子供達にも与えることを知らな

いため、欲しがってばかりの人間が世に溢れるようになって

いるのです。 

したがって、いじめられる子も、やはり親から愛情が十分

頂けなかったため、何事にもめげずに乗り越えていくという

自力が足りないのです。両親、特に母親の愛情を一杯頂いて

育った子供は、常に目が輝き、口元にはほほえみがありま

す。常に、心が満ち足りているからです。そのような子供

は、常に勇気があります。そして、周りのお友達の面倒も、

進んで見るようになります。それは常に心が温かく、心にゆ

とりがあり、心身共に健全だからです。 

自分の子供に対して、これまでこのような溢れる愛情を一

杯差し上げて来られたか、もう一度振り返って、ご著書をお

読みになり十分反省してみてください。結婚したからといっ

て、子供を産んだからといって、誰もが直ぐに優しく、温か

いお母さんや、お父さんになれる訳ではないのです。 

子供によって、母親に、父親にならせて頂く修行の機会を

常に頂いているのです。両親が円満で仲良く、限りない無償

の愛情を与えながら子供を育てることにより、子供の心は丸

く豊かに成長していくのです。 

まずは、お子様が生まれる前、お父様とお母様が調和され

た円満な夫婦であったか、どうかを、振り返って反省してみ

てください。次に、お子様が生まれてから三歳までの間にど

れだけ調和された愛情を与えてきたか、どうかについて考え

てみてください。それには、夫婦が円満であったかどうかが

特に大事です。でないと、子供に対して、両親の調和された

愛情を与えることができないのです。 
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偉大な主・高橋信次先生には、「大人も子供も、その心はす

べて、神仏のみ心と直結している。それ故、人間はすべて自

分の良心にウソをつくことが出来ないのだ。すべて人間は、

神の子であり、仏の子である。あらゆる地球上の人の心は、

大人も子供も、女も男もすべてが神仏の元に一つである」と

お導きくださっています。 

如何に小さな子供であろうと、親から愛情を頂いていない

ことが心で分かるのです。そして、やがて恨むようになるの

です。今日特に、その親自身も、自分が小さいとき、親から

愛情を十分に頂けなかった方が多いようです。そういう人

は、人の親にはならせて頂いたけれど、自分の子供に温かい

愛情を十分与えることが出来ないのです。 

ここが原因となって、親子のトラブルを始め、夫婦の不調

和、世の中に争い等の混乱が発生するようになり、社会が、

国が、地球が混乱するようになっているのです。このよう

に、両親の愛情、特に母親の愛情がどれだけ子供の健全な心

作りに重要かがお解りになられたことと思います。 

このことは、偉大な、偉大な主・高橋信次先生がお説きく

ださいました、地球上唯一の「正法神理」を学ばなければ、

知ることの出来ないことであり、そうしなければ、愛情不足

の侭成長した人間が増え、益々争いや混乱が増大して行くこ

とになるのです。 

それについて、ご著書の中で、次のようにお導き頂いてい

ます。 

「子供達は、環境や親のしつけによっていろいろと精神面

も発達して行くのであるが、未だ煩悩の動きは小さい。やが

て自己意識が発達し、親から離れるようになると、神仏のこ

とや感謝の念すら忘れ去って行く青少年が多くなり、学校で
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は学問の詰め込み主義、智のみ発達して心の教えを受けるこ

とは無に等しい環境におかれ、神の子としての本性を忘却し

てしまう。 

 年頃になると、恋愛、結婚、そして家庭、子供、隣人な

ど、不調和な要因はますます多くなり自ら苦しみの原因を人

生の上で作るようになる。そして、エゴイスティックな生き

方を多くするようになり、結果に対して責任の希薄な人間と

化して行く」 

（「心の発見・科学篇」二三二頁より抜粋させて頂きました） 

今からでも遅くはありません。もし、我が子に対する愛情

不足に気づかれたら、ただ今すぐ、ご著書を拝読され、精一

杯愛情を差し上げるよう努力してください。 

人間は、誰もがすべて心に愛情が満たされると、如何なる

困難にも立ち向かい、また一人でも多くの困っている人々に

愛情を差し上げようと、神の子として、神仏のみ心の侭に、

我が命を捧げて尽くされることでしょう。 

また偉大な主・高橋信次先生がお導きくださいました正

法・神理を学ぶ方が、地球上に多くなるにしたがい、次第に

お導きにより、「仏国土ユートピア」が誕生するのです。この

ことを叫ぶために、私たち、正法者は、偉大な主のお供をし

て、この地に出させて頂いたのです。 

さあ！！只今からご著書「心の発見 神理篇・科学篇・現

証篇」を「はじめての人に」により、根気よく毎日拝読しま

しょう。そして頂いた『愛』という悦びを、地球上の一人で

も多くの人に捧げましょう。 

 

【2007-01 月】Ｐ059 
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【文部科学省に提出した「いじめ、ひきこもり等青少年問題

の解決についての提言」について】 

 最近、テレビニュースや新聞において、いじめに関する報

道を見ない日はありません。八正道によっていじめ問題を見

ると、いじめる子供、いじめられる子供、そしてそれぞれの

両親などすべての人が、三歳までにお母さんの豊かな『愛』

を貰えず、心が満たされないままに育ったことが「いじめ」

の原因であることが分かります。 

母親の愛情が不足すると、子供の心はしぼんだ風船のよう

になり、心が満たされることなく、それを満たそうと思い、

次第に年とともに心が強く自分中心の思い、行いに向かうよ

うになります。そして、次第に「いじめ」という思い、行い

により、心の不満を解消しようとします。 

また一方では、愛を貰えないまま成長したがために、自分

に自信が持てずおどおどして、いじめられてしまうのです。 

 しかし、学校をはじめとする関係者の方々は、正法を知ら

ないがために、対症療法的な対応しかとれないのが実状であ

ります。当会では、すべての方が、偉大な主・高橋信次先生

がお説きくださった「正法」を学修して頂き、いじめ問題を

始めとする青少年問題、教育問題の解決につなげて頂きたい

と考え、まずは学校教育を所轄する文部科学省に対して、「い

じめ、ひきこもり等青少年問題の解決についての提言」を送

付させて頂きました。 

今回は、紙面の都合上、提言本文ではなく、添状を掲載さ

せて頂きます。 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 拝啓時下益々ご清祥のこととお悦び申し上げます。 
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貴省におかれましては、日頃より教育行政の分野から、

我々国民生活の安寧のために心を砕いてくださり、心より感

謝申し上げます。 

さて、「いじめ」「いじめによる自殺」等の問題が連日報道

されておりますが、それはもっぱら「いじめが起こるのは学

校が悪い、学校教育の責任だ」という批判が中心であるよう

に見受けられます。そして、無礼であることを承知で申し上

げますが、この問題に対する学校および貴省の対応は、いじ

めの原因は何かということが分からないまま、対症療法に終

始しておられるように思います。 

当会は、偉大な主・高橋信次先生という方がお説きになっ

た「正法」を日々勉強し、実践している会であります。そし

て、その「正法」の中に、いじめ問題の原因と解決の道が示

されていることを、広く皆様に知って頂き、平和な社会が実

現することを願い、標記提言をまとめたものであります。 

偉大な主・高橋信次先生とは、世界で唯一、心と肉体との

関係を科学的に説き明かされた御方であられます。一九六八

年、四一歳の時神理を悟られ、コンピューター機器製作会社

を経営されながら、無所得で全国各地を講演されるなど、一

九七六年六月、この世を去られるまで、人間の心の偉大性を

お説きくださいました。 

偉大な主・高橋信次先生には、「慈悲」「愛」ということを

お説きになっておられます。「慈悲」を一言でいえば、なさ

け、いつくしむ、思いやりということ。人の苦労を見て、な

んとか助けてやりたい、苦労をとり除いてやりたい、楽にし

てやりたいという心です。また、「愛」とは、人間同士が互い

に、生かし合い、助け合い、補い合い、許し合うということ

です。 



241 

 

そして、偉大な主・高橋信次先生には、人間は誰もが「慈

悲」と「愛」の心を持っている、「慈悲」と「愛」が人間の本

性であるとおっしゃっておられます。したがって、すべての

方が「正法」を学び実践し、自らの心の中にある「慈悲」と

「愛」を呼び覚ますことができれば、人をいじめたり傷つけ

たりするはずがありません。 

これは、「いじめ問題」だけでなく、ひきこもりや家庭内暴

力を始めとするすべての青少年問題にも当てはまることであ

り、「正法」こそが全ての青少年問題を解決する処方箋であり

ます。 

全ての基本は家庭にあります。いじめる子供、いじめられ

る子供その他問題を起こす子供、そしてそれぞれの両親が、

三歳までにお母さんの豊かな『愛』を頂くことができず、心

が満たされないままに育ったことが原因であります。 

何卒、貴省におかれましては、別添させて頂きました偉大

な主・高橋信次先生のご著書「心の発見」（神理・科学・現証

篇）および本提言をお読み頂き、これを始まりとして、「正

法」を教育行政の基本に取り入れてくださることを、強くお

願い申し上げます。 

そして、家庭教育から始まり、学校教育、社会教育、広く

様々な場において、すべての人々が、正法を学修し、実践さ

れれば、青少年問題にとどまらず、すべての社会問題が解決

することと信じてやみません。 

最後になりましたが、当会のホームページ 

http://houwomanabukai.org/ も何卒ご高覧くださいます

よう併せてお願い申し上げます。 
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さらに、偉大な主・高橋信次先生のご著書、ご講演カセッ

トならびに資料の提供、または講師派遣等についてご要望が

ございましたら、ご下命くださいますようお待ち申し上げて

おります。 

全ての方々の心の平安をお祈り申し上げます。 

                 敬具 

平成一八年一一月二七日 

              高橋信次先生の法を学ぶ会 

                 代表  丸山 弘 

文部科学省初等中等教育局 

  局長  銭 谷 眞 美 殿 

※添付図書・資料 

 ・偉大な主・高橋信次先生ご著書 

  「心の発見 神理篇」「心の発見 科学篇」「心の発見 

現証篇」 

※資料 

 ・「いじめ、ひきこもり等青少年問題の解決についての提

言」 

 ・高橋信次先生の法を学ぶ会発行小冊子 

 ・「第三一回偉大な主・高橋信次先生に捧げる感謝と誓いの

会」 

 ・「はじめての人に」 

 ・月刊「ひかり」誌一一月号 

            以上 

 

【2007-02 月】Ｐ060【伝道だより】 
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 ・・・今年になっていじめ問題が社会現象として取り上げ

られています。 

政府は、この問題に対し、いろいろ解決策を考えているよ

うですが、なかなか核心的な話にならず、いじめの原因につ

いては誰も分からないのが現状のようです。 

正法では、いじめる側もいじめられる側も原因は夫々母親

の愛情不足であることをお教え頂いています。母親がお腹に

子供を宿した時から三歳までに与える愛が、その子の心を作

るとお教え頂いていますが、いじめをする子供達は、母親か

ら十分な愛情を頂いていないし、また、その母も母から十分

な愛情を頂いていなかったがため、人に対する思いやりの心

や感謝の心を教えてもらっていないのです。 

そうした愛情不足の子供達にいじめたり、いじめられたり

することが現れているのです。 

 

【2007-03 月】Ｐ070【伝道だより】 

 ・・・いじめを始め親子の問題についても、独り、我が国

のみでなく、最近ドイツの新聞でも大きく取り上げられてい

ましたが、その原因については、文部科学省を始めとした政

府部内でも、未だ議論の域を抜けていないようです。 

偉大な主・高橋信次先生には、既に一九七五年当時から、

その根本は母の愛であり、愛情不足が原因である、とお導き

くださっておられます。 

要は、現在、お母様になっておられる方が、幼少時代（特

に三歳までの間）に、夫々お母様から愛情を十分頂くことが

出来なかったことが原因であります。 
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何らかの理由で、お母様から愛情を頂くことが出来なかっ

たため、お子様の心が、ちょうど風船の空気が抜けたよう

に、丸く豊かな状態でなくなり、思いやる等、温かい愛の思

いが出せなくなったことが大きな原因となり、弱者をいため

つける、いじめに繋がるような心の人間になったのです。 

お母様から愛情をたっぷりもらったお子様であれば、人様

を傷つけたり、まして、人様の命を奪うようなことは絶対に

しませんし、むしろ、弱者をいじめる、愛少なき子等に立ち

向かって行くことでしょう。 

それが選ばれた神の子であります。神のみ心と直結した熱

き心の、恐れを知らない神の子なのであります。 

 

【2007-04 月】Ｐ026 

【NHK テレビ番組 日本のこれから「いじめ、どうすればな

くせますか」に対する提言】 男性の方の投稿 

 二○○七年三月三日の午後七時半より放送されました、貴

局の番組、日本のこれから「いじめ、どうすればなくせます

か」を拝見させて頂きました。私も、昨今におけるいじめの

問題につきましては、かねてより心を痛めている一人でござ

いますが、貴局がこうして「どうしたらいじめをなくせる

か」というテーマを大きく取り上げられ、解決策を見いだそ

うと努力されているそのご姿勢に大変感激致しております。 

この度は、「いじめをどうすればなくせるか」という問題に

対して私が頂いておりますお導きを是非お伝えさせて頂きた

く、筆を執らせて頂きました。 

さて、私ごとき者が、このような意見を申し上げるご無礼

を、何卒お許し頂きたいのですが、私が、ご出席者の方のご

意見を拝聴して感じましたことは、ある若い参加者の方も述
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べられていましたが、お互いを批判する発言が多く、いじめ

の本質に目を向ける発言が少なかったことです。 

貴局のホームページで事前に募集されていたアンケートに

も書かせて頂きましたが、いじめの根本的な原因は「親の子

供に対する愛情不足」にあります。これは、私一個人の意見

ではありません。偉大な科学者で、お悟りになられました高

橋信次先生というお方がお説きになられた、正しい心と行い

の法則である「正法」によりお導き頂いたことです。 

高橋信次先生は三一年前の一九七六年六月二五日に、自ら

の予言通りに四八歳でお亡くなりになられたのですが、四一

歳で大悟されてからお亡くなりになられるまでの七年間、全

国各地をまわられ無所得で数多くのご講演会をなされ、また

一六冊にも及ぶご著書をお著しになられた偉大なお方です。 

そのご著書は、三○年以上経った今も、書店に並び、今尚

沢山の方々に「現代の聖書」として読み継がれています。そ

の偉大な高橋信次先生のみ教えによりますと、「いじめ」は、

いじめる子もいじめられる子も、共に親から溢れるほどの愛

情を頂いていないことが原因であるとお導きくださっていま

す。 

私はこの偉大な高橋信次先生がお説きくたさいました正法

を「高橋信次先生の法を学ぶ会」という学修会で勉強させて

頂いております。会の代表であり、講師でいらっしゃいます

丸山弘先生は、偉大な主・高橋信次先生に師事され、三○年

以上にわたり無所得で、高橋信次先生のみ教えを曲げること

なく正しく、多くの方にご指導されておられます。 

現在八十三才で、金沢にお住まいです。数年前までは、北

陸大学にて「人間学」という心の講義をされておられた、愛

情溢れる、心の清らかな、本当に素晴らしいお方です。丸山
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弘先生がお書きくださいました小冊子「母の愛」を、同封致

しましたので、是非お読み頂ければと存じます。 

その中で、親の愛情不足がどのように子供に影響するか

を、解りやすくお話しくださっています。また、会の月刊誌

「ひかり」二○○六年一二月号を同封させて頂きました。こ

れには、「この世からいじめをなくすために」という文章が載

っております。この文章は高橋信次先生のみ教えと、丸山弘

先生から頂きましたご指導をまとめさせて頂いたものです

が、お読み頂ければ幸いに存じます。 

丸山弘先生のご指導により、いじめだけでなく、登校拒

否、引きこもり、家庭内暴力等々、様々な問題を抱えておら

れた数多くの親子が、現実に救われています。先生には、そ

れらの原因は、すべて『親の愛情不足（特に、生まれてから

三歳迄の間に、お母さんから十分愛情を頂いてない方が多

い）』によるものとお導き頂いています。 

「愛情不足で育った子供の心は、しぼんだ風船のようにな

り、心が満たされることなく、それを満たそうとして心が強

く自分中心の思い・行いに向かうようになります。この愛情

不足という傷を心に持ったまま成長すると、大人になっても

満たされない思いが強く、結婚しても愛を夫にも妻にも子供

達にも与えることを知らず、欲しがってばかりの人間が世の

中に溢れるようになってしまいます。そのことが、現在の社

会の混乱を招いている大きな原因と思います」と先生はご指

導くださっています。 

偉大な主・高橋信次先生には「日々正しい基準により、心

と行いを正し、恨み・妬み・謗り・怒り・愚痴・情欲や、足

ることを知らぬ欲望を心から無くし、心が調和された状態に

なると、心のスモッグが晴れ、心が神の光に満たされ、相手

の心が見通せるようになる」と、お導き頂いています。 
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私達は、学修会において、丸山弘先生より貴重なご指導を

頂き、苦悩から開放させて頂ける道をお導きいただいており

ます。苦悩の原因となっている本当の原因をお示しいただ

き、それを自らの努力によって取り除いて行く方法を御教示

頂けます。丸山弘先生には、「本当の指導というのは、相手の

方の心の状態が分からないと出来ません。相手の方のお顔を

拝見するだけで、その方がお生まれになってから三歳まで

に、親から溢れるほどの愛情を頂いて育ってこられたかどう

か、即分かるのです」と、お導き頂いています。 

丸山弘先生には、この番組をご覧になり、次のようなお話

を頂きました。 

「討論会に出席されていた多くの方が、感情的になられて

おり、愛の心ではなく、感情的に他を責め、怒り、自己主張

されていたように思いました。まず、発表者で感情的になら

れた方は、殆ど母親の愛情不足の方のようにお見受けいたし

ました。 

偉大な主・高橋信次先生には、八つの正しい基準をお導き

頂いていますが、その中で特に大事なことは、次の三つであ

ります。即ち、『正しく見る、正しく思う、正しく語る』で

す。『正しく見る』とは、肉眼と心眼の二つの眼で見ることで

あり、『正しく語る』とは、相手の心の状態を眺めたら、相手

の立場に降りて、あるいは相手の立場に立って、常に感情的

になることなく、聞く人の心に温かい愛の心が伝わるように

語る（自分の良心に素直に述べる）ことであるとお導き頂い

ています。 

今回のご出席者の多くは、自分の感情を相手にぶつけてし

まうことが多かったため、話された方々も、聞いておられた

方々も、大変疲れてしまわれたように思いました。そこは、

安らぎある、愛に満ちた話し合いの場ではなく、感情的な自
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分中心のお話が多かったため、その心から出た毒に犯された

のです。その原因は、皆様が夫々、愛の心で正しくお話をさ

れていなかったからです。私は、皆様を責めようという気持

ちは微塵もありません、心の尊厳と正しさを皆様に知って頂

きたいと思ったからです。 

人間には皆、すべて心かあります。但し、人によって心に

段階があります。正しい愛の心を中心に話されないと、相手

に心から納得して頂けませんし、自分の心も満たされませ

ん。感情という物差しにより、『正しく見る』『正しく思う』

『正しく語る』ことなく、そのような感情のぶつけ合いの討

論を何十回されても、むしろ心が毒され、残念ながら何一つ

感激や悦びも望めないと思います。 

この番組を見ておられた方の中には、ご発表された方々の

不調和なお心が、夫々その方のお顔に現れていることに気付

かれた方も多くいらっしゃったに違いありません。大変ご無

礼ですが、私が拝見していましたら、出席された多くの方

は、母の愛情を十分頂いておられないように思いました。愛

情不足の方ほど、口から泡を飛ばして感情的になり、自己中

心的な話をされているように思いました。きっと、幼い時、

お母さんがお勤めか何かでお忙しかったために、十分愛情を

頂くことが出来なかった環境で成長されたのではないかと思

いました。故に、『愛』が分かっておられないのでは、と思い

ました。このように、感情的に述べられるご意見は、正しい

意見とは言えないということを、深く知って頂きたいので

す。 

偉大な主・高橋信次先生のお導きによる、『人は、すべて神

の子であり、神のもと、すべて平等に無限の神の光を頂き、

言語・皮膚の色に関係なく、すべて平等に生かされている』

ことを知らねばならないのです。お話し合いをするときに

は、神の御光のもと、愛の心でお話し合いをするのが、神の
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子人間としての正しい道なのです。その正しいお話し合いの

中から、初めて真に愛ある解答が頂けることをお導き頂いて

います。そのような愛に満ちたお話し合いが、ＮＨＫを始

め、すべての場においてなされる日が一日も早く到来します

ことを、心よりお祈り申し上げます」 

丸山弘先生が代表をされています「高橋信次先生の法を学

ぶ会」は、宗教団体ではございません。偉大な主・高橋信次

先生のお説きになられました、正しい心と行いの法則である

「正法」を、真摯に学ばせて頂いている学修会です。会員一

同「いじめをこの世からなくしたい」と心から願っておりま

す。 

私達は、偉大な主・高橋信次先生がお説きくださいまし

た、真の心のみ教えをすべての人が学び、各人が、自分の思

い・行いを反省して心を正すこと、そして、「人に愛を与える

こと、人を思いやること、互いに慈しみ合うこと」を学び、

実践していくことが、この世からいじめをなくすための、根

本的な問題解決の唯一の道であると確信しております。 

偉大な主・高橋信次先生には、心について、次のようにお

導きくださっています。 

 「人間にはだれも善なる心（良心）があり、その善なる心

はすべて神とつながっているので、いかなる人も、他人には

嘘がつけても、自分には嘘がつけないのである。神とは人間

が造り出したものではなく、この大宇宙の意識のことである

が、この神とつながっている心（良心）に正直に生きること

が、神の子人間として、唯一正しい道である。故に、何が正

しいかは、本来自分自身の心（良心）に問えば答えが出るは

ずである」 

多くの神の子人間が、この心の偉大性を忘れてしまってい

る為に、いじめを始めとする様々な混乱が生じているとお導
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き頂いております。また、教育の場では、まず教師自身が心

の本質を知り、生徒に対し「私たち人間にとって何より大事

なのは心である」ということを教えることが大変重要である

とお導き頂いております。 

偉大な主・高橋信次先生には、正しい学校教育・学問とは

何かということについて、ご著書（心の発見現証篇二七～三

八頁）の中で、次のようにお説きになっておられます。 

『学問を教える最高指導者までが、混乱した世相の原因が

よく解らないという。教育者までが、人生の価値を忘れ去っ

てしまったのだ。 

学校の教育は、語学や自然科学、人工科学のオートメ式教

育で、点数さえとれば良いという規格人間の製造所になり果

てている。 

筆記試験が、その人の価値を決めてしまう。 

豊かな心などどうでも良いという、試験さえ通れば式の社

会に問題があろう。 

心の在り方や生活の在り方など、全く日常生活に関係がな

いといった方法、人間の基本を忘れた教育が、社会の混乱を

造り出しているのだ。 

そこには、自己保存と自我我欲の塊りしかないのではなか

ろうか。自分の地位や権力を、金や財産、家柄でつかもうと

する点に問題があるのだ。 

学問という知識でメッキされた人間であってはならないの

である。 
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正しい基準を失ってしまった人々の集まりは、混乱と自滅

への道を辿るよりほかないだろう。 

何のための学問であるか。 

人間は根本を失っているのである。 

学問は、より豊かな知性を磨き、品性と教養を高め、すべ

ての諸現象を通して片よりのない判断をするとともに、人類

社会の大調和を目的としたものでなくてはならないのだ』 

私は、熊本県で医師をさせて頂いておりますが、正法に出

会わせて頂いて初めて、「医療の面でも、肉体を中心に考える

のではなく、心を中心に考えることが最も大切である」とい

うことについてお導き頂きました。 

医学の世界においても、現代はあまりにも肉体中心の考え

方に偏ってしまっており、心の存在がないがしろにされてし

まっていることにつきまして、偉大な主・高橋信次先生に

は、ご著書（心の発見現証篇二三○～二三六頁）の中で、「現

代医学で生命の神秘が解けるか」という題で、次のようにお

説きになっておられます。 

 （内容：省略） 

貴重なお時間をお割き頂き、お読みくださいまして有り難

うございました。このように、偉大な主・高橋信次先生に

は、教育や医学の分野だけでなく、この世のあらゆることに

ついて（目に見えることだけでなく、見えない世界のこと

も）、お説きくださっておられます。 

様々な問題の解決の為には、私達一人ひとりが、宇宙の神

理である正法を学び、正しいとはどういうことであるのかを

知ることが必要不可欠であるとお導き頂いています。 
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番組制作に関わられる皆様におかれましても、偉大な主・

高橋信次先生のご著書「心の発見 神理篇・科学篇・現証

篇」をお読み頂き、国営放送として頂かれている重要なご使

命をお果たしになられますことを、心よりお祈り申し上げま

す。 

 

【2007-05 月】Ｐ034【伝道だより】 

 歯並びで、お母さんからどれだけ愛情を頂いたかが分かる

のです。歯並びの悪い方は、お母さんから十分愛情を頂けな

かった方です。偉大な主・高橋信次先生には、母親の愛情、

その前に夫婦の調和が如何に子供の心身に影郷を与えるかと

いうことを、お導きくださっておられます。 

・・・自殺の原因を、とかくいじめで片付けてしまってい

るケースが多いようですが、それでは大変なことになりま

す。お子さんが自殺した殆どの原因は、ご両親が調和するこ

となく、家庭が混乱していたからではなかろうかと思いま

す。 

調和するには、ご夫婦が必ず正法を心の教科書とされて、

毎日正しく精進努力すること以外、他に道はないものと思い

ます。 

・・・改めて、ご自分の歯並びとお子様の歯並びを点検し

て頂きたいと思います。 

 

 

 

 

 



253 

 

【5．「ひかり」誌からの抜粋：体験レポート】 

【1985-06 月】Ｐ027 

【感謝のことば】主婦の方の投稿 

 高橋信次先生の法に触れて早や三年になります。忘れもし

ない三年前の私は、肉体も心も疲れ果てていました。その一

年前まで主人と別居していたのです。原因はいろいろあった

のですが、主人の厳しさについていけず思い悩んでいたので

した。身体はやせ細り、主人との会話は腹のさぐりあい、口

からでてくる言葉は、怒りと、ぐちと、ねたみと、そしり

で、生き地獄の生活を送っていたのです。主人は K 町で小さ

な店を経営しております。そこで私も手伝っていたのです

が、店では平静を装い、一歩外へ出ると暗く沈んだ二重人格

のような人間でした。 

 家へ帰るのがいやだ、主人の顔を見るのもいやだ、と、重

苦しい毎日でした。もう死んでしまいたい！とさえ考えるよ

うになっていました。こんなことしていたら、主人も私もだ

めになってしまう、そうだ！子供二人を連れて家を出よう、

そう決心して実家へ帰ったのです。その間十ケ月間、心は一

日として休まる日はありませんでした。 

 毎日毎日家族会議、子供をめぐりどうしたらよいのか、そ

んなことばかり考え、息をするのがやっと、というような状

態でした。私には父がおりません。小学一年の時他界しまし

た。そのせいか、心がさけぶのです。子供を父なし子にして

いいのか、さみしい思いをさせていいのか、と、苦しみまし

た。どうしたらいいのかわかりません。主人の元には帰りた

くないという心と、子供達はどうなるのだ、という心と、い

つもこの二つの心が戦っていました。 

 上の子供はその時小学六年生でした。「お母さん、お父さん

いなくてもいいよ、お母さんだけでいいよ、私いっぱいお母
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さんのお手伝いをするね。お父さんが悪いんやから」といっ

てくれるのです。心の中では、そうだ、主人が悪いのだと思

っていたのですが、やはり子供には「そんなことはないよ、

お母さんだって悪いのよ。お父さんだけが悪いんじゃない

の、ただお母さんのわがままなのかもしれんね」、子供は私に

だきつき、首を横にふっているのでした。その年の暮れに、

上の子が高い熱をだしてうわごとをいうのです。 

 「お父さん助けて、迎えにきて」 

 私はこの言葉を聞いた時、後から頭を思いきり、殴られた

思いをしました。父親なんていなくてもいい、といっていた

子が、あの言葉は私への思いやりであったことに気が付き、

ショックでした。どうしたらいいのだろう。ますます心は重

くなっていきました。三月になり中学に入学する時期になっ

ていました。主人と話し合いをするのならこの時しかない、

と思い、皆に相談を持ちかけたのです。一度ヒビの入ったも

のはむずかしいよ、と言われ、よほどの覚悟がないとたいへ

んだとも言われました。母はただおろおろして、私や子供二

人のことを心配するのみでした。 

 子供達の為にもう一度やり直してみよう、と思い主人に話

をしたところ、すんなり受け入れてくれたのです。その頃、

主人は高橋信次先生の法に触れ、丸山先生の御指導を受けて

いたのでした。そして子供二人を連れて、金沢へ帰ってきま

した。 

 家には高橋信次先生の御著書が、何冊かおいてありまし

た。読んでみるように言われていたのですが、あまのじゃく

の私は、主人のいない時にこっそり読んでみたのです。心が

さわぎました。今まで自分が知りたかったこと、死んだらど

こへ行くのかということや、人間は何の為に生まれてきたの

かということ、自分の思いや行動のまちがいを、なぜ起こす
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かということなど、明快に書かれてありました。ぐんぐんと

引き込まれていきました。そして自分のまちがいに少し気が

付いていったのです。 

 自分も正しく生きなくてはいけない、そう思うようにな

り、丸山先生にお逢いする機会を与えていただきました。高

橋信次先生のお教えを、少しなりと実践することにより、あ

んなにきびしかった主人がやさしい言葉をかけてくれたり、

台所に立ち、一緒におちゃわんを洗ってくれるのです。言葉

にもトゲはなく、子供達の話も真剣に聞いているのです。主

人は別人のように変わりました。 

病気ばかりしていた私も、とても健康になりました。子供

達も明るくて、素直なやさしい子になりました。 

 高橋信次先生の御著書を読ませていただくたびに、心が一

番冷たかったのは自分ではなかったかと思えてくるのです。

自分の欠点を少しでも直し、できるだけ明るく、思いやりの

ある人間になれるよう努力しているつもりです。まだまだ実

践に欠ける私ですが、真の幸せを教えていただきました。 

 心の大切さを教えていただきました。 

 法の偉大性を学ばせていただきました。 

 地獄から救っていただき、生きる悦びを与えていただきま

した。 

 こうして金沢の地で、丸山先生の下で、仲間達と法を学べ

る、この幸せは何物にもかえがたいものであります。 

 高橋信次先生、ほんとうにありがとうございました。 

 心から、心から感謝申し上げます。 
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【1985-06 月】Ｐ028 

【悦びを感謝にかえて】自営業の方の投稿（前掲の方のご主人） 

 高橋信次先生の偉大な「法」に触れさせていただき、四年

余になりますが、この四年間にご著書により学び、また私た

ちの師より、事細かに教わって参りました。その間どう実践

し、自分の欠点をどう修正したであろうと考えたとき、その

不精進のなさが（注：「不精進が」or「精進のなさが」）恥ず

かしくなります。 

 三年前は正法に触れ、救われた悦びでいっぱいでございし

た。時がたつにつれ、法がわかったような錯覚の上にいて、

正法を行じているから私は救われているだろうとの思いの中

で、日々の生活を送っていました。救われた悦びも心の隅に

追いやり、苦悩の中にいても、それさえ気がつかずにいる愚

かな自分でございます。 

 この十年目の感謝の会を機に、もう一度原点に戻り、法に

触れた悦びを心いっぱいにふくらませ、その悦びを叫んでい

こうと思います。 

 自分の欠点は何処にあるだろうか、何時もそのことを考え

ておりますが、なかなか掴めません。ある方から「あなたは

非常に、＜きびしく＞＜きつい＞ものを感じる」と言われ、

自分では全く、そのことを考えてもいなかつたものですか

ら、怒りと、戸惑いを感じました。 

 自分は、誰よりも柔和で、人の心を思ってやさしく接して

いるつもりでおりましたから。だがよくよく考えていきます

と、そのことが今一番に修正しなければならないことに気付

きました。 
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 約三年前、私共夫婦が永い間別居生活をしていたその原因

が、其処にあったのではないだろうか、自分の悪いことは棚

に上げ、妻の欠点ばかりを言い、又心の中で、その思いをド

ンドンとふくらませていくものですから、次に出すものが人

の心を刺すような、きつい言葉となります。そんな言葉を、

毎日聞いていたら、誰だって逃げだしたくなります。 

 妻はそんな内にあっても、永い間辛抱し、私に尽してくれ

ていたのです。それを良いことに、ますます事態をエスカレ

ートさせるものですから、妻は二人の子供を連れて、実家に

帰ってしまいました。それでも自分の間違いに気が付かず、

世間体を気にして、もとに戻そうとしますが、お互いの話し

合いが何時でも相手を罵って別れるだけでした。 

 そうやっている時にある方から勧められて高橋信次先生の

ご著書の『心の原点』と『心の指針』の二冊を読ませていた

だきました。そのうちに少しずつ、ほんの少しずつ、今のま

まではいけない、子供達に対して取返しのつかないことにな

ってしまう、もう一度やり直せるものなら、と考えるように

なりました。だがその時はまだ、妻を許すことができませ

ん、暗い暗い処で苦しんでおりました。 

 そのうち○○さん宅での勉強会に出席させていただき、丸山

先生にご指導をいただけるようになりました。 

 先生から色々とご教示いただきますが、自分が正しい、相

手が悪いとしか思っていないものですから、先生の話しも上

の空で聞いております。人様のお話を素直な心で聞くことす

らできない私でした。 

 「いやなものを見るとか、聞くということはすべて自分の

ことです。相手ではありません。一日も早く奥さんや、お子

さんを迎えに行くことです」と教わってもなかなか実行でき
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ません。少しずつ自分の悪いところもわかってきましたが、

自我で自分の非を認めることができずにいると、先生から

《心の発見》を読みなさい。神理篇、科学篇の順に読み、法

に叶う正しさの基準《八正道》をよく勉強し、心におとすこ

とですといわれ、ご著書を読むのですが、良いことが書いて

あると感心しているだけでした。自分の問題との関連でとら

えないで、ただ読んでいたのです。 

 神理篇の中に「すべての不幸の原因は己自身にあり、生活

の不調和がもたらしたものであり、責任は他にはない。その

原因を追求し、その根本をとり去る心の反省の中から前進が

あるものである」とあり、また「たとえ他人からそしりを受

けようと、打たれようと、石で殴られようと刃物で斬られよ

うと感情的になって怒りの心を起してはいけない。忍辱の心

をもって一切の諸現象にとらわれない不動の心で、正しい生

活をすることである。たとえ肉体を引き裂かれようとも、怒

りの心を持つようでは神理の生活を守ることはできない。心

が正法の悟りを得るためには、いかなる難事でもなし遂げ、

良く忍び、施しがたいものでも良く施すこと。善行を施して

もその報いを求めることなく、己にきびしく他に寛大な心を

常に持ち続け、心に道を求め精進を続けることである。そう

すれば必ず人生の目的に達することができる。」と説いておら

れます。 

 自分にはこの寛容の心がなかったのです。それを少しなり

と自分の思いを修正した時、始めて相手から、あたたかいも

のが返ってくるのがわかったのです。自分を忘れて他にだけ

求めている時には、そのあたたかいものが受けとめられなか

ったのだと思います。自分の思いを修正した分だけ、妻のや

さしさが見えてきます。 

 何時も私にやさしい、あたたかいものを与えていてくれた

のです。 
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 己自身の思いを変えることによって夫婦の調和、家庭の調

和がとれてくることをお教えいただきました。己自身が夫婦

や家庭の調和を乱し、自我の欲望を満たそうとして、苦しみ

を創り出していたことがわかつてきました。 

 正法にめぐりあえなかったら、今の家庭、今の心の安らぎ

が得られなかったと思うと心が震えます。 

 この悦びを永遠に忘れることなく、より調和への道を精進

して参ります。 

 高橋信次先生ありがとうございます。 

 この悦びを感謝にかえて。 
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【1986-11 月】Ｐ011 

【神への祈り】主婦の方の投稿 

 七ケ月の三女がこんこんと咳をし始めたのがちょうど八月

八日の事でした。翌日には私は夏休みを利用して里へ帰りま

したので、子供の頃から診てもらっていた医院で診察してい

ただきました。「軽い風邪ですよ。」と言われ三日分お薬をも

らいました。それでもすっきりせず、今度は主人の里へ行っ

たので、その時に、近くの小児科で診てもらったところ、こ

れまた「軽い風邪」で心配はいらないとの事でした。にもか

かわらず十四日の夜三十八度の熱を出しました。朝を待って

さっそく（近所の医院は皆お盆休みでしたので）総合病院へ

連れて行き、診てもらったら「気管支肺炎になりかかってい

ます。要注意ですよ。」と言われ、主人も私もびっくりしてし

まいました。 

 そこで私は里に帰る前後の自分の心を反省してみました。

すると伯母の言葉が心にひっかかり、知らずのうちに伯母を

裁いていた自分。それと自分勝手な思いが先に立って主人の

母に少々不満を抱いている自分に気づきました。さっそく思

いを直して二人には心の中で謝り、気づかせていただいた事

に感謝しました。翌日には熱も下がり、「思ったより良くなっ

ていますよ。明日金沢へ帰ってもいいでしょう。」と言われ胸

をなでおろしたものでした。 

 こちらへもどってからもすぐ、かかりつけの小児科で事情

を話し診ていただきました。熱はなかったのですが、咳がす

っきりと取れずにいたのです。一時的に良くなったのかなと

思ったとたん、夜中ひどく咳こむようになりミルクを吐いて

しまうほどになってきました。それも時間が決まっていて午

前二時頃から四時半位までが特にひどいのです。そしてだん

だんと昼間でも咳こむ回数が増え、ミルクを吐く回数も増え

てきたのでした。私は咳のとんぷくをもらった時には、これ
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で今夜は咳で苦しむ事もないと思い込み、気持ちが楽になり

ました。以前長女が咳が止まらなかった時ピタリと止まった

からです。 

 三女にも「今夜はぐっすりと眠れるよ。良かったね。」と声

をかけそれを信じて飲ませました。ところが私の意図はみご

とにはずれて、夜中にまた、ひどく咳込みミルクを吐いてし

まいました。不安な思いで朝を迎え、小児科医でとんぷくが

まったく効かなかった事を伝え、大学病院での検査を希望し

ました。先生も心良く受けて下さり、さっそく紹介状を持っ

て病院を訪れました。待ち時間の間、いろんな思いがわいて

きましたが、なるようにしかならないと心を決め診察に臨み

ました。結果、百日咳だと言われ、悪い病名でなかった事に

ほっとし、感謝しました。 

 医師からは「軽い方だけど、ちょうどひどくなりかけたと

ころなので、これから一二週間位はこのような状態が続くで

しょう。」と言われ、感謝した矢先に今度は落ち込んでしまい

ました。今の状態でもとても可愛想でみてられないのにこの

先まだ続くなんて・・・。私には耐えられませんでした。 

 以前は名前の通り快復まで百日程かかったそうですが、現

在は良いお薬があるので一ケ月程だそうです。でも小さい子

ほど症状が重いらしく七ヶ月の我子は飲んだミルクはガバガ

バと吐いてしまうし、咳こんでいる時にはこのまま息が止ま

ってしまい死んでしまうのでは・・・と思うこともいく度も

ありました。 

 私は苦しんでいる三女を目の前に見て、こうなったのも自

分のせいなのだと思い込み始めました。元来怠け者ゆえ、日

頃の精進のなさを悔やみました。そして自分をいじめていじ

めていじめぬきました。でも、どれだけ自分をいじめてみて

も三女の苦しみは少しも軽くならないのです。何ら変わらな
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いのです。それをみて私は思いを変えてみました。四件のお

医者様は風邪とか気管支炎の診断だった。それ程、この子の

症状は軽かったんだわ。大学病院でも小さい割には軽い方だ

と言われた。ああ・・・。神に感謝しなくては・・・。 

 思いは一気に悦びに変わりました。私は心から神に感謝

し、一途に神に祈りました。ただただ我子を少しでも楽にし

てやりたい一心で祈り続けました。そして自分のわずかばか

りの光でもどうぞ我子に届くようにとの思いでさするのでし

た。翌日もミルクを飲んでからしばらくしてまた咳込みまし

た。私はすぐタオルを当てがいながら神に祈りました。その

時は吐きませんでした。 

 次にまた咳込んでもタラリと口から出しただけでガバガバ

と吐かないのです。その次の時も同じように咳込んでいるの

だけど不思議と吐かずにすむのです。それからずっとそうで

す。何故？昨日までと極端に違うよ。どうして・・・？ 私

はそこに神の大きな愛を思いました。どのように考えてみて

もそれ以外に思えないのです。私は神の存在をはっきりと確

信しました。涙があふれました。止めようもなくあふれまし

た。もう心はうれしさで一杯です。ありがとうございます。

ありがとうございます。何回も何回も叫びました。こんなに

もおろかな私にも神は光を与えて下さったのです。そして我

子を苦しみから救って下さいました。 

 次の日には咳込む回数も減り咳込む時間も短かくなってき

ているのが分かりました。そして三日目には、はや峠を越す事

が出来ました。それからはぐっと状態が落ち着いてきました。 

 そんな時、電話で母に私も幼い頃、百日咳にかかったかど

うかを尋ねてみました。母は私が二才の時にかかり、なかな

か良くならない私をおぶっては評判の良いお医者へと電車や
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バスを乗りついでは通った事や、良くなるまでに九十日もか

かった事などを話してくれました。 

 母はこんな思いをして私を育ててくれたんだ。幾晩も寝な

い夜が続いたんじゃあないかしら・・・。苦しむ我子にほと

んどなすすべもなく、ただただ涙して抱きしめてやるだ

け・・・。代われるものなら代わってやりたい・・・。きっ

と母も今の私と全く同じ思いだったに違いありません。そう

思えた時「お母さん、大変やったやろ。ありがとう！！」心

から母に感謝し、言える事が出来ました。 

 三十年も前の事を今ありがとうと言われ、母は思いがけな

かったらしく「いいお勉強させてもらってるね。しっかり勉

強するのよ。私にも良いお話を聞かせてちょうだい。」と喜ん

でくれました。 

 今回三女を通して丸山先生がいつも教えて下さっている苦

しみをも悦びに変える事の出来る正法の素晴らしさを身を持

って学ばせていただきました。今まで子供の苦しみや痛みを

も感じとれなかった自分でしたが、それを思いやれる心に、

そして母の愛にも気付かせていただき、少しずつですが母親

の自覚を持たせていただくことができました。本当に大きな

神のはからいに感謝いたします。 

 そしてこれからも、もっと精進して、心の成長を目ざして

頑張りたいと思います。 

 ありがとうございました。 
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【1990-04 月】Ｐ019 

【家庭の調和をめざして】華道教師の方の投稿 

 今年こそ、明るくほがらかに調和した家庭を築きたいと思

い、まずお互いに思っていることを話し合うことが大切だと

感じました。 

 元旦の朝、主人や子供たちを前にして「思っていることを

話し合いましょう。何でもいいよ、話し合いが大切なのよ」

と促しました。娘たちは雑煮を食べながら、それぞれ「お母

さんの見解が狭い」「私の気持ちを理解してくれない」など

と、わずか三十分の間に喧喧諤諤とした雰囲気になってしま

いました。 

 娘たちが私に対して、こんな見方をし、思いを持っていた

のかと驚きと釈明を感じました。しかし、私自身の心は平安

でした。こんな広い心で聞き入ることができる私の心も、随

分と変わることができたものだと嬉しくなりました。 

 二日目の話し合いでは、娘たちの小さい時のことまで出て

きました。「お母さんの言葉で私の心は傷ついていったのや」

等々、長女二十二歳、次女二十歳、三女十六歳、それぞれの

年月の中に母親に対する希望と不満が一挙に溢れ出したので

す。 

 時間の経過と共に私の自負していた広い心は何処か彼方へ

と消えてしまい、私のような母親はこの家には必要なのだろ

うかと、心は八方塞がりの状態に陥りました。 

 「正月早々に自分で言いだして、自分で苦しんでいるなん

て何をしているのや」と主人の言葉を背に受けて、私は丸山

先生の所へ今の苦しみの解決法を教えていただきたく出かけ

る道すがら、調和を計るつもりだったのに、こんな筈ではな

かったのにと、泣きたい気持ちでした。 
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 「娘さんの感情的な言葉をあなたはそのまま飲み込んでし

まったので苦しいのです。調和するためにお互いに話し合う

ことは正しいのですが、その前に貴方は母親として、妻とし

て、どれだけ主人や娘さん達に対して思いやりをもって接し

てきましたか、相手の喜ぶことをしてあげましたか、優しい

言葉、勇気づける言葉、思いやりのある暖かい言葉をかけて

あげることでしょう、与えつくすのですよ、太陽は与えつく

しているでしょう」と、話してくださる師のお言葉に八方塞

がりの苦しみから一筋の光を見い出せたことで胸がいっぱい

になりました。 

 話し合うことのみに走っていた状態から、常に暖かい言葉

を与えつくすという思いを、自分の心に言い聞かせながら、

娘たちに接していく日々へとかえていきました。 

 そうした中で娘たちの私に対する態度がやわらかく、明る

くなっていく姿に、早い変貌に目を見張りました。とっても

筆では書き表わせない嬉しさがこみあげてきました。 

 意を良くして、次は主人の方へと心を向けるのですが、娘

たちに対してあんなに素直に取り組んでいけたのに、一番大

切な主人に対して思いやりのある言葉が出てこないのです。 

 結婚して二十数年間、喧嘩もなく、仲が良いでもなく、無

口な人ですという思いで片付けて、それが不満であるとも不

思議とも感じませんでした。 

 「主人の横に座って、一日こんな楽しいことがあったと、

明るく話してあげるのですよ」と、教えていただき、横に並

んで座ってみるのですが、楽しいことが出てこないのです。

急に横に座る私に対して、主人の方が怪げんな顔で見るので

す。やっぱり私達は変な夫婦なんだと思うばかりでした。 
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 「お茶を一つ入れてあげるにも、熱いから気をつけて。

と、心ある暖かい言葉をのせるのですよ、お帰りなさい、寒

かったでしょうと心から労ってあげるのですよ。」こんな細か

なことまで教えてくださる師に感謝の涙が出てきます。なん

とかやらなければという思いで、いつも何気なく発していた

主人への言葉を心からという意識をもって話すように努力し

てみました。 

 ほんとうに言葉は心をこめて話していく中で、私の気持ち

が主人に対して感謝の心が湧いてきました。そして日を追う

ごとに主人の一言一言に今までの謎めいてた部分が見えてき

たのです。何処から突ついても殻の中に閉じこもっていた無

口な主人でしたが、最近は楽しそうに話しかけてきます。 

 こんな可愛いいところがあったのかと、新婚時代のような

楽しい発見の日々となりました。キラキラと輝いているとこ

ろが見えてきました。二十数年の結婚生活で性格の違いだか

ら一生調和はできないものと諦らめていただけに、主人との

調和をという思いで取り組みだして、わずか四十日余りで真

の夫婦の楽しさを今、噛み締めることができました。 

 なんと偉大な教えなのでしょう。この悦びに震えています。 

 そして日々生活の中における一言に対しても、法にそった

言葉を教えていただける神がお与えくださった師に対しまし

て、心より感謝を申しあげます。 

 ありがとうございました。今後もより以上の調和をめざし

て努力してまいりたいと思います。 
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【1992-01 月】Ｐ021 

【神の愛】主婦の方の投稿 

 ・・・先日、富山の学修会において 

 『母の役目は「勉強しろ」と言うことでなく、子供の心を

いかに暖かく安らかにしてあげられるかを考えることであ

る。そして、それは言葉によってであること、その時に子供

はその人のもてる限りの全能力を発揮する』 

 と師よりお話がございました。そして、母の一言一言は永

久に子供の心の中に残っていくものであることもお話しくだ

さいました。 
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【1993-05 月】Ｐ018 

【語りかける悦び】主婦の方の投稿 

 先日、一人息子の一歳六カ月児の保健指導を受けるため、

保健所に行ってまいりました。 

 二十人ほどの親子がきており、それぞれ、個々に指導を受

けるものでしたが、私はその集まりの中で、なにか「おや

っ」と感じるものがあり、それがなにかわからないまま帰っ

て来たのですが、あとで振り返ってみると、それは、母親が

子供に語りかける言葉の少なさでした。私が子供に語りかけ

る言葉ばかりが目立った気がしたのです。 

 なぜなんだろう、そう考える間も無く、きっとそれはまだ

一歳半で子供は話さないからだと思いました。単純に言葉が

返ってこないから留守番電話に話し辛いのと同じように話し

辛いのだろうと思ったのですが、子供が目の前にいるので、

それだけではないはずです。 

 私は、これまでの自分を「語りかける」ということにポイ

ントをおき、振り返ってみました。なぜなら、もし法を学ぶ

ことがなかったなら、きっと私も子供に指示や質問は言えて

も、語りかけることの少ない母親になっていただろうと、気

が付いたからです。私は法を学び行うようになる前までは、

自分の思っていることがすらすらと口に出せなかったり、な

にを言っていいかわからなかったりする時がありました。い

え、法を学んでからもでした。 

 学修会で、「花を切って生けるときなど、前もってお花さん

に、今から切らせていただきますからね、とことわってから

にしましょう」と、教えていただいて実行するのですが、長

い間、自分の心を伴っていないことに悩まされました。「なに

か、変」と思ってしまう自分でした。魂や意識のことは、頭

で理解できるし、信じているのにです。 
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 また「お風呂では、自分の体に対して、いつも修業に協力

してくれてありがとう、と感謝を込めて洗いましょう」と教

わった時も、心の中では感謝できても、口に出して言うの

は、なかなかできなかったことが脳裏をよぎりました。 

 そんな私が大きく変わったのは、ある事件を通してでし

た。ある日、毎月の富山への学修会の日、いつものように丸

山先生のお宅の門の所で何人かで待っていたら、見知らぬ猫

がうろうろと門の所へやって来ました。その時ちょうど丸山

先生が出ていらして、その猫を見ると、さりげなく「おや、

あんた、どこの子やいね？」と語りかけられたのです。「あん

た、どこの子や」と言うその言葉は、私にとって衝撃的なも

のでした。猫に対して語りかけたことなど、私にはそれまで

全くありませんでした。また、その言葉の波動のお優しいこ

とといったら……、私は感動し、真似したくなりました。そ

して、何回か真似をしてみてわかったのです。丸山先生の愛

の深さをです。 

 それからは先生のように愛の深い人間になりたいと強く思

うようになりました。自分の愛の浅さを知ってから、愛の深

い人間になりたいと思い、どうしたら周りの人が気持ちよく

過ごせるだろう、と思いついたことを少しずつ実践するなか

で、私はだんだん語りかけることができるようになってきま

した。今では、だいぶん自然になってきたなぁと思います。 

 そうして分かったことは、他人の子供をあやしたことのな

い人でも、自分の子なら語りかけてあやせるのは、愛のなせ

る業であり、その愛にも段階があるということです。語りか

けられるようになった自分にこんなにも悦べるのは、法のお

かげだと思います。主に対し心から感謝を捧げます。 

 そして私の固かった心がほぐれ、空気のいっぱい入ったボ

ールのように弾むような心を体験できるのも、常日頃、ご指
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導くださった丸山先生のおかげだと思います。ありがとうご

ざいました。 
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【1996-02 月】Ｐ023 

【大きなよろこびをいただいて】主婦の方の投稿 

 私は、十二歳になりました男の子を一人、神から預からせ

ていただいております。この子は、小さい頃からずっと夜尿

症のひどい子でした。夏は少し良いものの、冬にはまるでバ

ケツをひっくりかえしたようなすごさで、一晩に二、三度も

衣服や寝具をかえなくてはならない毎日でした。 

 ・・・子供が三年生の時、ある学修会で、ふと、私はこの

事を丸山先生にお話し致しました。今から思えば、私が気づ

く様に守護指導霊様が言わせて下さったのでしょうか……思

いがけなく、暖かく細やかなご指導を先生からいただきまし

た。 

 「ボクちゃんだけ、どうして床に布団を敷いて寝ているの

ですか。子供は神からお預かりしているのですョ。今日から

三人で川の字になって寝たらどうでしょうか。そして、ボク

ちゃんが生まれてから母としてずっと愛を与え続けてきた

か、夫婦が調和してきたかどうか反省してみて下さいね」 

 先生は、やさしく諭すようにおっしゃいました。私は、先

生のご指導にハッとしました。なぜ早く先生にご相談しなか

ったのだろう。母の愛情不足を、夫婦の不調和を、すべて子

供がかついでいたのかと思うと、子供にかわいそうな思いを

させてしまい、心が締めつけられる思いでした。 

 主人に先生からのご指導を話すと「さっそく、今日から川

の字になって寝よう」と同意してくれましたので、子供をは

さんで親子三人で寝るようになりました。「パパとママが両側

にいるョ」と子供はとてもうれしそうでした。 

 手を握ってほしいと言うので、そのかわいい手を撮りなが

ら、この子がお腹に宿った時、頭をなぐられたようにショッ
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クだったこと、同居していたきびしい義父にピリピリし、こ

の子をほったらかしで何度もけがをさせ、義父と別居してか

らも、仕事を始めたので十分に愛を与えられなかったこと、

ずっと夫婦が不調和であったことなど、思いだされてくるこ

とすべてを神に主に、子供の守護指導霊様に、涙ながらにお

詫び致しました。 

 すると、どうでしょう・・・翌日、翌々日と、あのひどか

った夜尿症がピタリととまりました。私は、天にも昇るよう

なうれしさでした。神に、主に、守護指導霊様に、愛情一杯

のご指導をいただいた丸山先生に心より感謝致しました。 

 その後、何度か、もどってしまい落胆することもありまし

たが、先生のご指導を素直に実行する努力をしましたとこ

ろ、数か月後には、ピタリと治ってしまったのでした。 

 その後も、今日までご指導を実行してまいりました。添い

寝をし、子供が眠るまでいろいろな話をし、今までになかっ

た親子の心のつながりができました。仕事をパートに変えて

もらい、毎日「おかえりなさい」と子供を家で笑顔で迎えま

した。夜尿症が治って明るく、自信をもてるようになった我

が子、ニコニコの笑顔で「ただいま！」と元気よく帰宅する

我が子を見て、心から母親としての幸せを感じました。主人

も私たちのことを第一に考えてくれるやさしい夫であり、父

親となってくれました。 
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【1996-4 月】Ｐ028 

【娘とのこと】主婦の方の投稿 

 高橋信次先生の御教えに出会わせていただき、早や十一

年、師のご指導を素直に実践させていただいた分、大きな幸

せをお与えいただき、深く感謝しております。 

 正しさの何かも知らず、感情の起伏のまま自分中心に夫に

接し、三人の子供達を育て、心の通わぬ家族でした。まして

私の母と同居なので、一番大切な夫婦の調和という事も知ら

ず、母と相談して何事をも決め、主人には事後承諾という間

違いを犯していたのです。 

 娘と一緒に、初めて師にお会いした時、「娘さんの心は老化

していますね」と言われました。ショックはあったものの、

事実、無感動、無感激だったと思いました。 

子供を宿していた時の反省の仕方を教えていただき、お腹の

彼女を始末しようとした私の罪を必死でお詫びをした所、翌

朝、娘が私に「お母さん、ゆうべとってもいやな夢をみたん

や」というけれどなかなか言わないのです。「もしかして殺さ

れる夢」と聞くと、うなずいてもう一度、「いやな夢やった

わ」 

娘の意識は本当に全て知っているという事を体験させていた

だきました。 

 ・・・ 

 ある日、娘より電話がありました。 

 『「今日ね、隣の奥さんが来て、昨日近所の人達と話してい

るうちにテレビドラマじゃあるまいし、主人に愛していると
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か、好きやなんて言えんね、という話になったんだけど、貴

女はどお？」と聞かれたんや。 

 「私たちは毎日のように言っているよ、だってお互いに好

きとか、嬉しいとか、ありがとうとかの言葉を、口出して言

うと嬉しくなるもん。 

 休みの日なんかは主人がごろごろして自分一人が動き回っ

ている時少しムッとしてしまうこともあるけど、寝る時に

“今日も一日、○○ちゃんのお陰で楽しく過ごせた、ありが

とう”と言ってくれると、嬉しくなって・・・毎日私達のた

めに働いてくれているのにムッとしてしまって悪かったな、

明日はもっと悦ばせてあげよう・・・と思うんや。 

 隣の奥さんは「私も主人から先日いいお母さんやねと言っ

てもらったら、うれしかったけど照れくさかつたから後を向

いて、エッヘヘとこっそり笑い、主人には誰だって母親なら

これくらいするわよ、と言ってしまったんや」』 

 娘が『「勿体ないわね、嬉しい、ありがとうって言ったらご

主人も嬉しくなって又、言ってくれるのに」「だから貴女はい

つも△△ちゃん（娘）に、やさしく接しられるのね」と言っ

てもらったんや』と、とっても嬉しそうに話してくれまし

た。 

 ・・・。 
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【1996-11 月】Ｐ017 

【第二十一回高橋信次先生に対する感謝と誓いの会】での女

性の発表 

 ・・・私の息子は縁あって八年前、ある進学学校に入学い

たしました。学校の体制と電車通学ですけれども、すっかり

それに嫌気がさし、学校を休みがちで、自宅へ帰って参りま

すと、テレビやファミコンやＣＤあるいは読書するなどし

て、だらだらだらだらと勉強することもなく、家人の者が寝

静まってもまだ一人だけ一時、二時と過ごしておりました。 

 さて、そうした生活が一年経ちますと、学校に週に一日ま

たは二日休むという生活があたりまえになって、主人や私た

ちの威嚇や慰めや煽っても馬耳東風で、もうそうなったら私

たち夫婦は唯見ているしか仕方がなく、本当にどうすれば良

いだろうかと一人悩んでおりました。そうした折、丸山先生

の学修会に出させていただき、そして正法を学ばせていただ

くようになりました。 

 学修会でのご指導の中で、正法によって愛豊かなお母さん

お父さんになるよう、また夫婦がより思い合って調和された

豊かな愛一杯を子供に与えることを、それが子供にとってい

ちばん大事なこと、幸せなことなんですよとお教え下さいま

した。 

 私はそうなんだ、そうなんだと思い、「母の愛」（『丸山先生

のご文章からの抜粋』(1992-10 月 P005)を参照下さい）

という小冊子を毎日毎日読まさせていただきました。そして

つたない自分の心を見ますと、エゴで子供を振り回して本当

に大事な大事な母の修行の場をいただいているにも拘らず感

謝一つせず、そして子供にあぁしなくてはいけない、こうし

なくてはいけないと勝手に思いこんで、その形を作って子供

を押し込めようとしていました。 
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 そして反省を致しまして、心より息子に詫び、そして折り

に触れては、あなたのような子供を持って本当にお母さんは

幸福だよと、嬉しかったよと口に出して勇気を持って言いま

した。はじめは、変な顔をして何を言っているんだというよ

うな顔をして聞いておりました。 

 しかし、そうして度々息子の手を取って、「お母さんは悪か

ったね、本当に、もっと遊びたかったらもう好きなように遊

びなさい。お母さんが手伝ってあげる。好きな魚釣りだった

ら、もう本当、一緒になって行ってあげるし、好きな畑仕

事、たんと水をおやり、あんたが教えてくれれば土も耕して

あげるし、いいよやりなさい」と言って、そして学校の成績

などいっさい申しませんでした。 

 そうすると息子はぶつくさ言いながらも、自分の友人関

係、学校のこと、そして先生のことなど折りに触れて私に心

を開いてくれました。そうしてはや高二の冬が来て、ある日

突然息子は「お母さん、今日から勉強するで」といって、今

までの生活からうって変わって百八十度の展開に、いままで

さんざん遊んでいたあの子が本当にすっかりすべてを捨て

て、勉強一筋に一年間勉強いたしました。 

 そしていよいよ大学の入試試験の当日、丸山先生より心か

ら暖かいお心遣いのお手紙をいただき、それを持参し心行

（「心の道」の資料集を参照下さい）を携えて、試験当日は心

穏やかに受けさせていただきました。そして無事彼の希望通

り合格させていただくことが出来ました。 

 ・・・心暖かな慈愛に満ちた先生より、偉大な正法を学ば

せていただいて、本当に今生は幸せでございます。このご縁

を心より感謝申し上げます。 

 ・・・。 
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【1996-12 月】Ｐ020 

【第二十一回高橋信次先生に対する感謝と誓いの会】での女

性の発表 

 小松の○○でございます。 

 今日、こうして出席させていただけましたことを心から感

謝いたしております。 

 高橋信次先生、丸山先生、奥様、本当にありがとうござい

ます。 

 私が正法にふれさせていただいたのは、長男を通してでし

た。 

 丸山先生とはじめてお会いした時、子供は五歳でしたが言

葉も出ておらず、落着きがなく、人との係わりがむずかしい

子でした。 

 私は病院へ行ったり、療育機関に通ったり、幼稚園にも入

り、大学の先生のところにも毎週通ったりと手をつくしたつ

もりでいました。 

 けれど、その時丸山先生より、夫婦の調和がとても大切だ

ということを教えていただきました。この子をみごもった

時、私達夫婦が調和しておらず、その不調和な波動が子供に

こうして表われているのだということも教えていただきまし

た。 

 そして子供を愛情一杯かわいがってだきしめてあげるこ

と、調和できていなかったことをおわびすること、また、私

自身女性としての身だしなみに気をつけて明るい妻となるこ

となど具体的なお話しを交えて、わかりやすくお話しして下

さいました。 
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 私達夫婦は好きで親の反対を押し切って結婚したのです

が、夫婦としての基盤も出来ないまま、すぐに親となり、そ

の不自由さからお互いに不満ばかりつのらせていたようで

す。 

 私はまず自分自身が変わることからはじめました。表面的

には変わって来ましたし、家庭の中もおだやかでした。思い

やりがあふれている様にもみえました。でもなかなか先に進

めないのです。こんなものかなあというのん気な性格もあり

ますが、思い違いをしていたのでした。 

 昨年、ちょっとしたことから、私達夫婦は心がすれ違い、

もうだめかもしれないという状態になってしまいました。そ

の時丸山先生はお忙しい中、毎日お電話でご指導をして下さ

いました。 

神はいませりという力強いお言葉とともにメリハリのない私

の行動を指摘され、思いを豊かに相手に伝えなければいけな

いこと、今出来ることを精一杯することなど、ひとつひとつ

の行動を手とり足とりお話しして下さいました。 

 私は、一日の主人とのやりとりをノートに書き留め、次の

日先生にお電話させていただき、ご指導をしていただきまし

た。そしてその通り実行するということを繰り返しました。

そして、主人から仲なおりしようということで、それまで心

の中にたまっていたことをお互いに話し合いました。口の重

い主人が涙を流して沢山話してくれました。そして私達はお

互いに好きだという気持ちがまたよみがえってきたのです。

そういう気持ちのもとで生活すると、自然とあれもしてあげ

よう、こうもしてあげたいという気持ちが心のそこからわき

あがってきます。 
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 これまで、気が付きませんでしたが、してあげているとい

う心で接していたのが、今はとてもよくわかります。本当に

申し訳ないことでした。 

 あれからもうすぐ一年がたとうとしています。私は丸山先

生にお救いいただいて、夫婦の調和が本当に大切なのだとい

うことを心からわからせていただきました。もし正法にふれ

させていただけなかったら、私達は心を閉ざしたまま終止符

を打っていたかもしれません。 

 そして子供も、今は言葉もふえ、自分の世界にひたりがち

の子ですが、自分の思いを言葉で伝え、こちらの質問にも答

えてくれるようになりました。何よりも表情が明るく、いつ

もニコニコしています。 

 主人も、現在大阪に単身赴任していますが、金曜日の夜に

なると毎週ニコニコの顔で帰って来て、ホッとしたようにく

つろいでいます。 

 それから、長女にも変化は大きく、とても積極的になり、

学校でも児童会の仕事をさせていただき、みなさんのお世話

を活々としてやっている元気な子となりました。 

 高橋信次先生、丸山先生、奥様、ここまでお導き下さいま

して本当にありがとうございました。また、この会場で発表

させていただけます機会をお与え下さいまして心から感謝申

し上げます。 

 これからも一秒一秒を大切に精進してまいりますことをお

誓いいたします。 
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【1996-12 月】Ｐ022 

【第二十一回高橋信次先生に対する感謝と誓いの会】での男性

の発表 

 感謝と誓いの場で発表する機会をいただきまして、ありが

とうございます。 

 以前の僕は、人と話の出来ない人間でしたので、人と会う

とおどおどして、顔を下に向けたまま話しした事がいつもあ

りました。 

 人と会うと、僕はびくびくなったり、恐い思いをして、子

供の頃生きてきました。 

 僕のお母さんには、こんな気持を分かってもらえません。

とてもさみしくなり、お母さんを恨み、イライラして生きて

きました。 

 本当の気持を分かってもらえる人がいなかったので、人と

話す事がどうでもいいように思い、話す事を止めました。幼

稚園に入って、友達を作ろうと思っても作れません。だっ

て、人と話せないのです。よし、言葉を出そうとしても口が

開かない。どうして、声が出ないと思い、僕は暗くなって、

いじめられるようになりました。小学校に行っても、楽しく

ない、つまらないようになって、勉強の出来ない、落ちこぼ

れになって、小学校に行くのが嫌になって、びくびくするよ

うになりました。 

 人と話し合いが出来ないので、みんなからバカにされ、僕

はいつもぶつぶつ言っているので、「ぶつぶつ言っているけ

ど、お前の日本語は通じない。ちゃんとした日本語を話せ」

と言われ、みんなからバカにされました。この時は哀しくな

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

た。 

 人と話せないので、おどおどして、ぜん息で苦しくなった

ので、死にたいと思い、このままだったら、生きていても苦

しい事ばかりや、死んだら楽になれると思い、自殺をしよう

としましたが、出来ません。おかしいなあ、なんでやと思い

込んだ事がありました。 

 丸山先生にお会いしたのは、小学校か中学校だったと思い

ます。初めて丸山先生にお会いした時は、顔が恐くて好きじ

ゃなかったけど、なぜか僕の苦しかった事が分かるので、不

思議に思いました。丸山先生は、僕に対して「やれば出来

る、やれば出来る」と言われました。僕はその時、心が楽に

なりました。 

 中学校三年生の時、僕は学校の成績が悪くて、担任の先生

から「高校に行くのは、むずかしい」と言われ、お母さん

は、丸山先生に相談され、ある時、丸山先生が立ち寄った書

店で、手にした本の中から、「（汗と涙の教育実験）・落ちこぼ

れ、挫折した子らが心を開くとき」の文書を読まれて、丸山

先生は、感動され、お母さんの職場に電話をして下さいまし

た。 

 そして、僕は丸山先生のお宅に行くことになりました。 

丸山先生は、僕に対して、「今の時代では、高校を出なかっ

たら、嫁さんの来手がない」と言われました。僕は、九州の

大分県、竹田市内の学校に行く事を決めました。卒業まで

に、資格が身につけられる事に僕は勇気が出て、僕はやるぞ

と思い、九州の学校に行きました。クラスの仲間はみんな、

いじめや登校拒否をした人達だったので、僕はその時、登校

拒否をした仲間を見て本当にびっくりしてしまいました。よ
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く自殺をしないで、生きてきた事に感動しました。よく自分

に負けないで生きてきたと思いました。 

 生徒は、全国各地から集まってきたので、まったく言葉は

分かりませんでしたが、分かるようになった時は嬉しくなり

ました。学校の教育は、生活能力が劣っている子や、ちゃん

と就職して、一人前の社会人として育てる教育だったので、

いつも基礎を繰り返し、丁寧にやさしい教えだったので、僕

は本当に楽しく勉強が出来ました。 

 高校に来て二年の時、担任の先生とうまくいかなくなっ

て、学校を辞めたくなって来たので、タバコを吸い問題を起

こしたら辞められると思い実行しました。 

 僕の思いは変わらないので、学校の先生は、金沢に帰って

ほしいと言われました。そして、金沢に帰って、問題を起こ

した僕は、丸山先生のお宅に行く事になりました。 

 最初は恐くて、丸山先生に殴られると思い、行きたくなか

ったけど、僕は、殴られてもいいと思い、丸山先生と奥様に

お会いしました。丸山先生と奥様はニコニコのとてもやさし

い顔で僕を励まして下さいました。僕は、その時、立ち直る

事が出来ました。 

 僕は本当に嬉しくなり、丸山先生が好きになりました。僕

は決意しました。絶対高校を卒業してもう一度、丸山先生と

奥様のニコニコの顔が見たいと思い、なんとか高校を卒業す

る事が出来ました。そして、丸山先生と奥様にお会いして、

とてもいい顔だったので、僕は嬉しくなりました。 

 そして二十歳の時、聖書に興味があったので丸山先生から

「高橋信次先生の『心の発見」のご本を読んでみたら」と言

われ、読みました。楽しくて楽しくて不思議なご本だなあと
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思いました。僕はいつも神はいるのか、いないのか、まった

く分かりませんでしたので、毎日毎日読んでいました。 

 そして勉強会に行く事となり、正法に帰依して、神は僕を

救ってくれた事が分かるようになりました。 

 本当に嬉しくなりました。 

 生きる事って、こんなにすばらしいって思ってもみなかっ

たので、生きてきた事がよかったなあと思いました。 

 僕を救ってくれました。神様ありがとうございます。 

 高橋信次先生ありがとうございます。 

 丸山先生、奥様ありがとうございます。 

 僕は本当に今、幸せです。ありがとうございました。 
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【1998-3 月】Ｐ019 

【娘とのこと】主婦の方の投稿 

 今年の夏、三年ぶりに北陸に帰って来ることができ、富山

の学修会にも月に一度出席させていただくことができるよう

になりました。毎月出席させていただき感じたことは、学修

会に出席すると不思議なくらいに心が明るく、悦び一杯にな

って「さあ来月までこの明るく元気な心で頑張るぞ」という

勇気と希望がいただけるということでした。 

 先月もこんな気持ちを胸に抱いて帰宅し、主人と娘に心を

尽くして接しようと努力しました。 

 ある日の夜、一人でご著書を拝読し、一日の自分の心を振

り返ってみると、ハッとしました。それは、私には二才八ヶ

月になる娘がおりますが、その子に十分な愛情を与えている

かということです。 

 私は、大学一年の時から正法を学び、丸山先生から、夫婦

の調和、子育てなどについて事細かに教えていただいており

ました。そのため、結婚し子供を育てることにも正しい物差

しを持っているから大丈夫という自信がありましたし、実際

に娘に対しても普通の人よりは愛情を与えているという思い

がありました。 

 でも、一日の自分の心を振り返ってみると、娘の思いより

も自分の思いを中心に行動していることに気づきました。私

は娘の思いをどれだけ大切にしているのだろうかと思いまし

た。 

 例えば、娘は毎朝「パパ、ママ遊ぼうよ」と言って起きて

きます。主人が会社へ出かけた後もすぐに「さあ、ママ遊ぼ

うよ。お買い物ごっこするって言ってたでしょう」と言って

私の手を引っ張ります。でも私はいつも「ママは今から掃除
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も洗濯もしなくちゃいけないから、それが終わってから遊ぼ

うね」と言ってしまうのです。 

 十回に一回くらいは、半分仕方なく遊びにつき合うのです

が、遊びながらも「早く片付けてしまいたいなあ」と思って

いるのです。 

 でも、これではいけない、もっと娘の心を大切にしなくて

は、と思い、一回でも二回でもいいから自分の用事を全て後

回しにして、娘との遊びを心から楽しもうと心に決め実行し

てみました。 

 掃除も台所の片付けも洗濯もしていない中で、二人で娘の

好きなお店屋さんごっこをしました。そして三十分ほどです

が、娘と同じ気持ちになって遊んだ後で「○○ちゃん、それ

じゃあママは今からお掃除するから、終わったらまた遊ぼう

ね」と言うと娘は「いいよ」とすぐに納得し、機嫌よく一人

で歌を歌いながら遊んでいました。 

 こうして、自分の「今これがしたい」という思いを横に置

いて、娘の気持ちを優先に考えて接することを何回か実行し

てみたら、元々明るい娘ですが、より一層明るく楽しそうに

なりました。そして以前よりも私に甘えてくるようになりま

した。ご飯を食べる時も「ママ食べさせて」といって口を開

けたり、気が付くといつも私の膝の上にちょこんと座ってい

たり、人が見たらべたべたしすぎと思うほど「ママ、ママ」

と甘えてくれる娘が本当に愛しくなりました。 

 しかし、それと同時に私の思いを少し変えて接しただけな

のに、娘が以前より甘えてくるということは、十分に甘えさ

せていると勝手に思っていたのは自分だけで、実は、娘が望

むほど甘えさせてあげられなかったと気づき、母親としての

愛のなさを反省させていただきました。 



286 

 

 過保護になるほど子供に愛情を与えることができる親はな

かなかいない、と丸山先生からお聞きしたことがあります

が、真にその通りだと実感しました。 

 親としての修業が始まったばかりだというのに失敗だらけ

で、自分の心の未熟さを痛感している毎日ですが、自分の心

の間違いに一つだけでも気づき修正することができる自分が

うれしく、法に触れることができた悦び、丸山先生にご指導

頂ける悦びを噛み締めております。ありがとうございまし

た。 
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【1998-7 月】Ｐ011 

【悦びと安らぎをいただいて】主婦の方の投稿 

 丸山先生、いつも愛いっぱいのご指導、本当にありがとう

ございます。私は、夫婦の調和ということで、これまで沢山

のご指導をいただきました。 

 平成五年三月、初めて先生にお会いさせていただいた時、

私は二人の子供の育児に、毎日てんてこ舞いの日々でした。 

 年子で下の子は、自閉傾向があり発育が遅れていました。

言葉が出なくて、多動。かたときも目が離せない子でした。 

 この子をご縁として、正法に触れさせていただきました。

そして、夫婦の不調和が、全てこういう形で出てきているの

だということを、教えていただきました。 

 この子を、みごもった時から生まれるまでのこと、そして

今までのことを思い出してみると、不満だらけで、いたわり

や思いやりの心もなく、私達夫婦はいつもイライラしていま

した。思い出すと本当に申し訳ないことばかりでただただお

詫びする自分です。 

 まず最初に、自分自身の生活を点検してみますと、ずいぶ

んがさつな、女性としてのたしなみに欠ける、なんとも味気

ない人間でした。先生は『お化粧や服装、言葉遣いなどに気

を配り、ユーモアのある明るい奥さんになるように、努力し

てください』と、ご指導くださいました。 

 『いつも同じではなく、時々部屋の模様替えをしたりし

て、気分を変えること。味噌汁ひとつとっても、いろいろ工

夫して、そこからも会話が生まれる。自分のグチや他人の悪

口を言わない、明るい話をする。いつも感謝する』など具体

的な分りやすい言葉でご指導くださいました。 
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 また、子供には、『常にだっこしてスキンシップを心がける

こと、一緒に遊んであげて、歌をうたってあげる。心をこめ

て接することが大切』などと、お話ししてくださいました。 

 さらに先生は、『指導されたことは実行する。参考にしては

いけません。また、頭で考えてはいけません。心から出来る

ようにして下さいね』とご指導下さいました。そして、学修

会の度に、私に愛と勇気と希望を、いっぱいくださいまし

た。 

 今までの間に、数知れない沢山のご指導をいただき、実行

することで大きな悦びと安らぎをお与えいただきました。 

 何よりも、子供の言葉が出て、お話が出来るようになった

ことです。行動も落着き、意思の疎通が出来、本当にありが

たいことで、感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうござ

います 

 それも、主人と調和が出来てきたからだなあと、思わせて

いただきました。 

 主人とは、ずっと調子良くこれた訳ではありませんでし

た。私の精進が足りないため、悦び一杯のお話をさせていた

だき、本当にありがとうございましたと、感謝させていただ

いたあとに、もうケンカを始め、どん底に落ち込んで情けな

い思いもしました。 

 大きな山を、ふたつ越えて、少し落着いた頃、先生は、『あ

なた方ご夫婦は、つるつるの棒を登っている様ですね。足を

かける所がないから、落ちる時はストーンと下まで落ちて、

またよじ登って行く、それでは同じことを繰り返すだけで

す。棒の途中、途中にくさびを打って、足をかける所を作っ

ていかなければいけませんよ』と、ご指導いただきました。 
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 また、『夫婦としてスタートする、最初の土台が出来ていな

かったのですよ』ともお話しくださしました。 

 当時の私達は、お互いに心から愛し合い、尊敬し合う気持

ちが無かったように思います。 

 「今の自分は、主人を尊敬したり、頼るということは出来

ないと思います」と、訴えると先生は、『そうですね。でも、

あなたが選んだのですよ』とおっしゃいました。 

 本当にそうでした。私は、神にお願いして今生は夫婦とし

て出させていただいたのです。愛を学ばせていただいている

のだと思いました。そうこうしている間に、主人の単身赴任

も終り、また家族そろって生活出来るようになりました。き

びしい時期を経て、家族が同じ屋根の下で暮せる幸せという

のを、本当にありがたいことだなあと、心から思わせていた

だきました。 

 また、私の心の中には、くさびを打つということが深く残

っていました。愛があれば、少々の欠点も許せるし、相手の

足りない所も補うことができる。子供には、無条件で愛情を

かけられるのに、主人に対しては、心の底から愛を差し上げ

られるだろうか、いただくことばかり考えていないだろう

か、などといろいろ自分の心をみつめてみました。 

 そして、御著書を拝読させていただき、自分に感謝の気持

ちがあるかどうか、考えてみました。思い行いに感謝はある

か。感謝、感謝と心の中に繰り返し、日々生活する中で主人

が変って来ました。こういったら失礼ですけれど、気持ち悪

いくらい穏やかになって来たのです。主人の口から、何度も

ありがとうの言葉が自然に出て来ます。本当にありがたいこ

とで、そのひと言でまたやさしくなれる私でした。 
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 それと、先生からご指導いただいた『うれしい時は、心か

らその気持ちを表わして言葉に出す』ということも出来るよ

うになりました。私と主人は似た者同士で、言葉が足りない

のです。感情を表現するのがヘタというか、思いを相手に伝

える時とか、相手の気持ちを知りたい時とかよく話し合えば

よいのに、少ない言葉ですませてしまうので、つい自分勝手

な解釈の仕方で、肝心要な所は想像で過ごしてしまっていま

した。 

 うれしい気持ちの時もそうだけれど、これは違う、おかし

いと思う時も、きちんと話し合うことなく、自分の胸にため

込んで暗い心を作っていました。 

 先生は私に『メリハリのある奥さんでなければいけません

よ。いつも言いなりで、ご機嫌を取っている奥さんはちっと

も面白くありません。相手が間違っている時ははっきりと言

って、ちゃんとしている時は精一杯やさしく気配りして甘え

させてあげればいいのです』とご指導くださいました。 

 最初は、勇気を出してドキドキしながら、言うぞ言うぞと

かまえてから言っていたので、ずいぶん妙な会話だったかも

しれませんが、先生に『正しい行いであれば、何も恐れるこ

とはありません。神は全てお見通しです。神はいませりで

す』と、力強くご指導いただいたお言葉を心に、まずはお話

しすることを実行して来ました。 

 いやな思いもするけれど、後を引かず処理できる様にな

り、毎日の生活は生き生きと楽しいものとなって来ました。

何よりも、子供達が明るくやさしい子に育ってくれているこ

とです。 

 先日も、下の子の集中力が付いて来たという、うれしいお

話をさせていただいた時、先生から『ご主人様が変って来ら
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れたからですよ』とお言葉をいただき、ますます私達夫婦の

調和が子供達の心の成長なのだと思わせていただきました。 

 とりとめなく書かせていただきましたが、今の安らぎをい

ただけた偉大な正法に触れさせていただいた悦びを、神と主

に感謝いたします。 

 そして、未熟な私を、ご慈愛溢れるお言葉でお導きくださ

います、丸山先生、奥様、本当にありがとうございます。心

から感謝とお礼を申し上げます。 

 これからも日々精進してまいりたいと思います。 
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【1998-10 月】Ｐ019 

【イエス様にお導きいただいて】主婦の方の投稿 

 長男の○○の幼稚園入園のことを、丸山先生にお話しした

のは、去年の十一月三日のことでした。どこで子供をお世話

してもらおうかと近所のお友達とも悩んだ末、家から一番近

い公立の幼稚園にやっと決めてホッとしていた時でした。 

 丸山先生は『あなたは車に乗れますか？』と。「はい」と答

えますと、『それでしたら、ちょっと遠くてもキリスト教を正

しく教えて下さる幼稚園がいいですよ。イエス様を学べるか

ら』 

 私は、「あるのですが、近所のお友達がいないし、ちょっと

遠いし・・・」と濁してしまいました。先生は、『私でしたら

遠くても、一人でも、入れてあげますよ』と先生のお孫さん

の中学入学のお話も交えておっしゃいました。その時、先生

のお言葉がとても気になり悩みましたが、主人にも言えず、

結局心にひっかかりながらも公立幼稚園の一日入園に行って

おりました。 

 そして年が明け二月のことでした。一緒に入園することに

決まっていたお友達のお母さんが、キリスト教の幼稚園を訪

ね、あたたかい保育の姿に感動されたことを私に教えてくれ

たのです。二月の最終段階にきて彼女のお話と、丸山先生の

おっしゃったことが思い出され「御縁があるにちがいない」

と思わずにはおれませんでした。しかし、その幼稚園には魅

かれるものの、とても遠くて、きっと家族の調和もくずれる

と思われ、主人も“大丈夫なのか？”と心配しながらの承諾

で、私も不安がとれず、やめることになってしまいました。 

 「もう公立に決めよう・・・」とあきらめていた矢先のこ

と、「△△△幼稚園もキリスト教の幼稚園だから一度だけでも

見に行こう」とまた誘ってくれたのです。その幼稚園は、ま
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さしく去年丸山先生とのお話の中で、私が思いうかべた幼稚

園でした。公立よりは二倍半程の距離だけど、諦めた幼稚園

よりは比べようもない位近く、思い悩むことなくクリアし、

近所では一人だけどお友達も一緒という条件が整い、そこを

見学して豊かな自然環境、特に根っこのある数本の大木に登

ったりぶら下がったりする園児達は、何か大きな愛に包まれ

ているようでした。 

 「自然の姿こそ人間のお手本です」とおっしゃる高橋信次

先生の御言葉が心に響き、即ここで○○は学ばせて頂こうと

決心致しました。このように神の大きな大きなおはからいと

しか考えられない、私が去年思い浮かべた通りのキリスト教

の幼稚園に、四月年中組から入園させて頂いたのです。 

 ところが一緒にと思っていたお友達が退園することになっ

てしまいました。そのことでいっぺんに私と○○の心は暗く

重い雲に覆われてしまったのです。「もう行かん。ぼくもみん

なと同じ幼稚園に行きたい。お母さんのうそつき。先に言っ

とったところへ行きたい！！」と泣き怒りました。 

 その時、私はうそつきだと思いました。我が子を受けとめ

る器は全くありませんでした。イエス様のことを学ばせてい

ただける感謝よりも、近所のお友達がいないことの悲観が立

ちはだかって我が子がふびんに思え、私もやめさせて頂こう

かと思っていたのです。その悲観は、小学一年生になる時一

人淋しくいるのでは・・・という先々まで及びました。誰も

小学校区域の子がいなかったからです。 

 「ひかり」誌、ご著書を拝読致しました。しかし読ませて

頂いて、元気が出てきてもすぐに暗くなるのです。光あふれ

る法、一言一句であるのに自分中心の思いをひきずったまま

では、どんなに拝読しても、もはや、その光を受けとめるこ

とはできないのですね。自分の思いで、法をゆがめてしまう
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のですから。何か暗い思いを持ったままでは、拝読してもダ

メなのですね。法ではないから。神を信じることができない

愚かな私でした。 

 主人は、「何でそんなに悲しんどんの？ 大人になって社会

に出れば自分の友達ばかりではおられへん。小さい時に、新

しい環境に入ってそこで友達ができたらすばらしいことやん

か。これで良かったと思うで」と言ってくれました。やさし

い主人です。 

 もう一度だけ幼稚園に行ってあの大木を見てみよう。高橋

信次先生の心の声を拝聴し、心して決めたあの場所に立って

みようと、祝日みどりの日の夕暮れ、下の娘とふらりと出か

けたのです。夕焼けと静けさの中でこんな心の私に神は大き

な大きな愛で包んで下さったのです。 

 「この新しい場で、あの子はがんばっている」と思えたこ

と、そして帰り道、教会に来られていた方にバッタリお会い

したのです。そのお方は私の話を聞いて下さり、明るい声

で、「そう、つらかったわね。でもきっと神様が導いて下さっ

たのよ。あなたのお子さんにとってこの幼稚園が一番いいと

ころだと選んで下さったのよ。悩まれないで、反対にどうし

て神様がこの幼稚園を選んで下さったのか追究してみたら楽

しいかもしれませんよ」とあたたかくお話しして下さいまし

た。私は素直な気持ちで神様が導いて下さった幼稚園なんだ

とうれしさ一杯で家に帰ることができたのです。 

 その翌日には、園長先生から私のことを思って書いて下さ

った心あたたまるお手紙をも頂きました。主人は、ふとんの

中で○○の思いをゆっくりと聞き、「それでも○○は、△△△

さんに行くんやぞ」と諭すと、「うん」とうなずいてくれたそ

うです。改めて母子共に入園させて頂く気持ちで通うことが

できました。というものの、年少から上がったクラスへの新
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入生は子供なりにストレスがあるのでしょう。やめたいとは

言わなくなったけれど「歩くのイヤ～」とぐずぐず言ったり

以前よりも怒りっぽくなっていました。（徒歩通園の幼稚園で

遠方の人は集合場所まで送っていきます） 

 そんな折、丸山先生にご相談させて頂いたのです。先生

は、私に対して『ぼくちゃんに「そんな事言わないで、イエ

ス様はずっとあなたのことを見守ってくれているよ。お母さ

んはここが一番いいと思っとるよ。そのうちきっといいこと

があるよ」と明るく笑って言ってあげたらいいのです』と明

るく笑って私におっしゃいました。そのあたたかいお声に私

の心は安らいでいきました。 

 早速我が子にも明るく笑って声をかけました。○○は、“い

いこと”に敏感に反応し、「いいことって何？何？」とせがん

できました。私は、「さあ何やろねー。でも○○くんが毎日が

んばって歩いて△△△さんに行っていたらきっといいことが

あるよ」と明るく答えたものの、この声かけは一時的な子供

へのなぐさめと励ましだと思っていて、その時はこれが愛の

言葉なのかと、何にも気付けずに私なりに納得していたので

す。おかげ様で○○は期待で明るくなり、私もこの文句をく

り返して大変助けられました。今までの愚かな自分を反省

し、感謝させて頂けたのです。 

 遅刻しそうだった六月二十三日の朝のことでした。私が、

「もうみんなに間に合わないかもしれやんね」と困っている

と○○は、「そんじやぁさー、△△△さんの近くに□□くんの

うち引越したらええやんか。近いで！！」と言ってくれたの

です。近くに行きたいというこの子の気持ちに感激し、早速

丸山先生にお電話しておりました。先生は、「思うとおりにな

ったね」と喜んでくださいました。 
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 その時私はこのことが“いいこと”だったんだと思ってお

りました。けれども、先生にあらためてご指導を頂いた今、

これは普通によくある“幼稚園に馴れた”という愛しい我が

子への喜びだと思います。 

 どうにか一日欠席しただけで、○○はよくがんばって一学

期を通ってくれました。夏休みになり、その二日めの七月十

九日の夜、○○のお祈りを聞いたのです。 

 「天のお父さま、イエス様のお心を愛しております。その

ことを感謝いたします」と。（以下、私との対話も含めて） 

 『天のお父さま。どうして太陽さんはいるのですか。暑い

し、のどが乾くし、葉っぱさんも枯れてしまいます。太陽さ

んは、いなかったらいいのに』 

 ＜○○くん。太陽さんがいないとみんなみんな死んでしま

うんだよ＞ 

 「えっ？何で太陽さんがいないとあかんの？」 

 〈太陽さんがいないと、まっ暗になって見えなくなって朝

が来ないよ。光がないんだよ〉 

 『太陽さん、ずーといて下さい。ずーとずーと。疲れすぎ

ないように、病気をしないように。このお祈りをイエス様に

よって、おささげいたします』 

 しばらくして、 

 『ねえ、お母さん。何で太陽さんがいないと死んでしまう

の？』 
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 〈太陽さんがいないと、まっ暗になって急に寒くなってき

て、こうして生きていられなくなるのよ・・・〉 

 ○○は即心をこめて祈るのです。 

 『太陽さん太陽さん。ずーとずーといて下さい。このお祈

りをイエス様によっておささげいたします』 

 〈○○くんが太陽さんを信じていたら、ずーとお守り下さ

るよ〉 

 『太陽さんの中に、誰かおるの？』 

 〈誰かって、太陽さんは神様だもの〉 

 『太陽さん太陽さんずーとずーといて下さい』 

 『天のお父さま。どうぞおしっこをしないようにお守り下

さい。☆☆ちゃんの熱を下げて下さってありがとうございま

す』（妹が夕方三十八・二℃の熱があって横で寝ています。九

時頃三十七・五℃に下がっていました） 

 〈○○くんは、やさしいね。ありがとうね。じゃあもう寝

よう・・・〉 

 そして○○は、☆☆と並んでスヤスヤと眠りに就きまし

た。私は、とても心が暖まり、すぐに主人にそのまま伝えま

した。 

 丸山先生がおっしゃっていました。 

 『幼稚園に行っていると、きっといいことがあるよ』っ

て。“イエス様のお心を愛し、またそのことを感謝いたしま

す”というイエス様のお心をプレゼントされていたのです

ね。 
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 先週の十二日に五歳の誕生日を迎えた貴方。 

 神様からのなんて素晴しい最高のいいことのプレゼントな

んでしょう。友達ではない。環境への協調性でもない。何よ

りも神様のこと、イエス様の御心を教えて下さることが大事

だったのですね。 

 イエス様はいつもみていて下さっていた。大変うれしくて

悦び一杯で丸山先生に速達でご報告させて頂きました。先生

は、すぐにＦＡＸをくださり、その中にはさらに偉大なるイ

エス様の愛を分からせて頂けたのです。 

 先生は、『私が平素月刊誌にも書いていますように、「貴方

様は自分中心の思いでいたので、正しい思いが出来ず苦しん

でおられたのですが、幼稚園の帰り道の途中で、バッタリ出

会われたお方から〈神を中心とした思いに切り替える〉こと

を教えて頂いたのです。それが神様というか、イエス様から

のそのお方を通してのお導きだったのです。そうです。ここ

にイエス様が直接愛する貴方様にお呼びかけになられたので

すよ』 

 また、お電話でも、くり返し教えてくださり、「このように

イエス様は、大変慈悲深いお方でいつでも語りかけて下さっ

ているのです」と。 

 そうだったのですね。イエス様ありがとうございました。

信じられず、どうしようもない私に、そのお方を通して呼び

かけて下さっていたのですね。今、あの日のことが鮮明に浮

かんでまいります。心が震え熱くなってまいります。こっそ

り私一人で出かけるところを見付け、ついて来たおてんばで

元気な一才七ヶ月の娘が、いつもとは別人のようにとても落

ちついていてその場から離れませんでした。聞いていたので

すね。イエス様がそのお方を通して語られる御言葉を。 



299 

 

 そういえば娘がおなかの中にいる時、高橋信次先生のご著

書にお出会いし、母である私は今までにかつてない深い感動

を頂きました。この子は、その場に必ず導かれるべき娘だっ

たと思われ、また深い悦びに包まれております。その方は、

日が暮れて暗くなっても一時間程もお話しして下さいまし

た。 

 「人ではない。いつもイエス様が守っていて下さる。そう

思うだけでうれしくなり、力が湧いて来るの。どうしたら良

いか分からないときは、イエス様にお祈りするの。そうする

と必ず答えて下さるのです。もし良かったら私の家にある子

供用の聖書の絵本があるのであなたに差し上げます。また読

んでみて下さい」と、しっかりと語られる中に、あたたかさ

が一杯伝わって熱くこみ上げてきたことが思い出されます。 

 お別れする時、「でも、なんだか不思議な気がします。（そ

の日はたまたまそのお方だけ遅くなられた様で）こんな時間

に、ここであなたにお会いし、こうしてお話をしていること

が」と首をかしげながら言われ、「これもイエス様から頂いた

御縁かしらね」とニッコリ感謝して下さったのです。 

 丸山先生のおっしゃる通り、このお方を通して私に呼びか

けて下さっていた。『何もかもイエス様に導かれていた！！』

ここに深い感動と悦び、深い感謝をおささげ致します。どう

もありがとうございます。この体験は、私にとって宝物でご

ざいます。神を中心とした思いは、どれだけ我が心を救って

下さるのでしょうか。悦びが満ちあふれてくるのです。 

 この大きな悦びを、私自身が自力で気付くように、その

時々の私の心の状態をみてご指導くださって、又喜んでくだ

さり、どうしても心に落ちることができなかったことに対し

ては分かるように教えてくださった丸山先生、本当にどうも

ありがとうございました。先生のお言葉がなかったらきっと
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このような悦びはありませんでした。法に触れさせて頂き、

偉大なるイエス様の愛をお与え下さった主よ、どうか未熟で

愚かだった私をお許し下さい。ここにあらためて感謝をおさ

さげ申し上げます。どうもありがとうございました。 
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【1999-2 月】Ｐ013 

【母と子】主婦の方の投稿・・・（前投稿：【1998-10 月】

Ｐ292 の第二弾） 

 長男の○○は幼稚園に年中から入園させて頂いたせいか、

たくさんのお友達に戸惑いました。私は“早く新しいお友達

になじむと楽しいかな”と思って幼稚園が終わってからもお

友達の家へ行ったり、来てもらったりして母子共々に遊ばせ

て頂いておりました。しかし本人は必ず「早く帰ろう」と言

い出し、家に帰ってからも怒りっぽいのです。 

 それでは幼稚園は違うけれど今まで仲が良かった近所のお

友達と遊ぶかな？と思って約束しても相手が一人だったらい

いけど他の子もいるのだったら、いやだ。家におる！！とな

るのです。自分だけ違う幼稚園で、子供なりに思うことがあ

るようでした。たとえ数人で遊ぶようになれても昼間は楽し

そうに遊んでいるのに、夜中に寝言で怒っているのです。 

 その時、母である私は、何を思って我が子を見ていたか

が、この子との大きなズレの原因でした。私中心の思いで

“お友達と仲よく遊んで欲しい”という思いは、○○にとっ

ては苦痛でしかなかったのです。 

 幼稚園での様子は、楽しく遊んでいる反面で、とうとう一

人のお友達とのトラブルが発生しました。その子は、○○と

同じ四月に入園した子で新しく入ったという同じ立場から、

その子に対しては、ストレス（イライラ）をぶつけている様

子にみえました。遊びの中での楽しいスキンシップではな

く、お互いの目が真剣で戦いごっこをしているのです。そし

て最後までやめないのは○○の方でした。その原因には、幼

稚園には、○○が赤ちゃんの頃から遊んでいたお友達が一人

いて、その子のおかげで楽しく遊んでいたようなのですが、

いつもその子を中心に思って遊んでいたということから、他

の子を受けつけられなかったのです。 
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 この我が子の姿をみると、これは私の姿、生き写しだった

ことを、まざまざとみさせて頂いた気がしてなりません。私

もいつの頃からか、どこか心の中で特定の友達のわくをこわ

したくないと思っていたのです。それは、よく世間でいう

“いつも一緒にトイレに行く”という行動があったと思いま

す。 

 二人の関係をみて、悩み、その子のお母さんとは入園時か

らおつき合いさせて頂いていたのでとてもつらくなってきま

した．思いきってその事を言いましたら、その方も気付かれ

ておりました。また先生も気付いておられました。 

 先生は、「別々にいることもあるけれど、なぜか一緒になっ

ていて、ぶつかり合うってふうなのです。あまりひどくなる

と“何でそんな気持ちになるの？遊ぶんだったら楽しい気持

ちで遊ぼうよ”と二人に声かけました。でも二人それぞれの

心に何か原因があってそうなのかもしれないので、後はそっ

と見守っていきます。お母さんもあまり言わないであげて下

さい」とおっしゃいました。 

 そんなある日、「どこへも行かない。誰とも遊ばない。家に

おる。お家でお母さんと☆☆ちゃんと遊ぶ」と宣言してきた

のは夏休みに入る前でした。午前保育になって、昼から長い

し本当に家で遊べるのかな？体力的に元気一杯の○○の遊び

相手は疲れるナー。下の子が昼寝できなくなる・・・、やら

でいろいろ私の思いは“困った”気持ちしかありませんでし

た。こうして、夏休み前から完全に母子カプセルになってし

まったのです。 

 しかし暑さもあってか意外におとなしくて三人共に畳の上

に寝ころんでしまいました。しりとり遊び、なぞなぞの出し

合いをし、しばらくすると折り紙を持ってきて『蛙さん』、

『しずくさん』、『葉っぱさん』を折ってはペンで顔を描き、
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これはお母さんに、これは☆☆ちゃんに、これは僕のと渡し

てくれて物語ごっこがはじまりました。 

 私は、とても楽しくてうれしくなり、時間もすっかり忘れ

ていました。自分の方が遊んでもらっているような気持ちに

もなって、こうして母子だけで遊んだことがあっただろう

か。私も心からウキウキしてこの子たちと遊んだことがあっ

ただろうか。 

 ○○は赤ちゃんの時から、お友達の群れあそびが一番いい

と思ってみてきたな。今の社会に“母子力プセル”という新

しい言葉ができ『避けるべし』という思想を信じてきた。

今、こうして母子カプセル状態になったけれど、何ともいえ

ない安らいだ気持ちが心に満ちあふれ、とても新鮮に思えて

いたのです。 

 しかし、そのうちにとうとう兄妹のトラブルがおきてしま

いました。しかし、私は慎重で自分の心の動きがわかり、感

情の高ぶりもなく二人の争いの傍らで、「お母さん、おなかが

痛いよー。お母さんなー、注射してもらわんともうあかん。

ねえポンポンしてくれやんかな？ 神様にお祈りしてくれや

んかな？」と明るく苦しそうに倒れました。二人はキョトン

として、「どうしたん？」と心配そうな上の子。泣いていた下

の子も、寄ってきて私の顔をつついてきます。そして私の腕

に子供の手の注射がチクン！手の聴診器でおなかをポンポン

としてくれました。そして「天のお父さま。どうかお母さん

のおなかをなおして下さい」と、おねがいしたことを素直に

きいてくれるのです。 

 私は、笑顔になって、「ありがとうございました。すっかり

なおったわ」と答えると、そこで三人は大喜び！今度は、そ

れがおもしろくなって何度も何度も病人さんにならされて、

私の体を二人の子がさわりはじめ、そのくりかえしでした。 
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 明るい気持ちでした。いつもだと二人がトラブルと、「こ

れ！ 何しとんの？」と必ず口に出しているのに。今、思い

ますと、自分はいつも親という立場で接していたからかと思

います。確かに分別のつかない幼子に、生きていく上での最

低のルールや“危ない事”などは教える役割は親にはあると

思います。だけどいつどんな時でも「親」でいて「自分」が

いては、子供のトラブルに対しては「困った」「もう！！」と

いう心になってしまうように気付かされたのです。この日は

子供の世界に入りこんでいて、「ふと口と体が動いた」ように

思うのです。 

 そんな楽しい母子カプセルは、次の日も次の日も長い夏の

陽と同じように続きました。お店屋さんごっこ、歯医者さん

ごっこ、床屋さんごっこ、積み木で家づくりしお客さんごっ

こ、またプールに入っては暑さをしのぎ、またお絵書き、折

り紙と遊びほうけました。 

 そんな折り、○○のお祈りを聞き、神の子としてしっかり

と、身に付けさせて頂いていたことに気付かされ、私も今ま

でにない偉大な偉大な神様と主により、大きな大きな悦びと

感動を私にお与え下さっていたことを師、丸山先生により深

く深く丁寧に教えて頂いたのでした。 

 イエス様の深く満ちあふれる程の愛を、こんな小さな私に

お与え下さっていたありがたき悦びと感動は、『神の子として

生かされている自分』を自覚し、その偉大なる愛を思う度に

胸が熱く込みあげてくるのです。ありがとうございます。 

 その悦びを丸山先生にお話しさせて頂いた時に、子供との

様子をもお話しさせて頂きました。「子供と遊ぶのが楽しくて

楽しくて、また、子供といてこんな私にも智慧がわいてくる

のです。この子らが機嫌が悪くなって泣いても怒っても、（こ

の子どうしたら笑ってくれるかな？）と思うと、ふっと言葉
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が出てきて必ずニコニコと笑ってくれるのです。今までは育

児書などを読んで、“この時はこうするんだ”と思わなくて

も、すーと浮かんでくるのです。それがとても楽しいので

す」 

 丸山先生は、お優しい声で「子供の次元までおりて遊んで

あげれる母親はいいですね。小さい時から神様を意識して生

活されるのはいいことですよ。きっといい子になれますよ。

きっと、イエス様に近い魂なんでしょうね。それに育児書よ

りもずっといいがいね。御主人様もきっとあなたにお優しい

んでしょ」とおっしゃいました。 

 その日を境に母と子の在り方に確信がもてるようになり、

母子のズレもふっとんで、生き生きと明るい姿に変われるよ

うになったのです。“この子らには、いつも神様を思って成長

して欲しい。その心だけで何もいらない。だってその心が何

よりも人間として幸せだから”そんな気持ちで一杯でした。 

 夏休みは、朝から寝るまで時間にとらわれることなく、我

が家の全部のお部屋を使い、外に出てプールに入ったり、ど

ろんこしたり何枚も着がえ、母子だけで毎日を過ごしまし

た。また時には、おじいさんとおばあさんとも対話したりし

て、兄妹の仲もぐっと深まり、五才の男の子と、一才一○ヶ

月の女の子がケラケラ笑って遊んでいたのです。兄の創意工

夫によって妹も母も楽しませてもらいました。 

 あれだけ毛嫌いしていたテレビの子供向けのヒーロー悪役

番組も、共に座りゆっくりと見るようになって、とてもショ

ックを受けました。いつも家事に追われ、相手しなくてもお

となしくいてくれる便利な番組、あまり好ましくないけど男

の子だし喜んでいるからいいかなとしか思っていなくて、一

緒に始めから終りまで見たのは、初めてだったのです。 
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 『この子はこんなテレビをみていたんだな』と初めて気付

いたのです。ありきたりの物語だけど、一緒に共鳴している

私がおりました。子供は大喜びであれやこれやと説明した

り、ロボットを組み立てては私にみせに来はじめました。私

の毛嫌いが薄らいで、興味を持ったことに敏感に反応してい

たのです。私も子供の話に、興じました。 

 そんなある日、○○は「お母さん、何で夏休みってある

の？ 明日も明日も休みやろ」『夏休みはね、普段一日中家に

おれない人が朝から晩まで過ごせる為に天のお父様が与えて

下さったお休みなんだよ。○○くんは幼稚園に行っとるで朝

からお母さんや☆☆ちゃんやおじいさん、おばあさんとは遊

べやんやろ。夏休みは、家族で遊べるようにと天のお父様が

お与え下さったんだよ。だから遊ぼ！！ありがたいね』と話

しておりました。夏休みという機会をお与え下さっている神

様に、主に対して、本当に心から感謝せずにはおれなかった

のです。 

 天のお父様は、毎日登場し、お絵書きの際には太陽さんを必

ず描き、「天のお父様がおるよ」と私に説明してくれました。や

がて夏休みが終り、○○は元気に幼稚園に通いはじめました。 

 幼稚園は『いつも楽しい』と言う○○に、「いつも誰と遊ん

どるの？」と聞いてみました。すると「いろんな子」と言う

のです。 

 『いろんな子って誰と誰のこと？』 

 「いろいろやでわからん」とニコニコして言うのです。一

○月に入って、先生に園での様子を聞いてみることにしまし

た。先生のお返事は、「○○くんはいろんなお友達とブロック

遊びができるようになりました。貸してあげたり貸してもら

ったり、いつも本当に楽しそうだなあって思いながらみてい
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ます」とのことでした。そうか、特定の子だけでなくて、い

ろんなお友達をみれるようになって、あの子自身広く大きく

成長していたんだ。だから“いろんな子”としか答えられよ

うがないなぁと、とても嬉しく思いました。 

 しばらくして、おふろに入っている時、突然「ぼく、戦い

して勝ったで！！」と言うのです。えっ戦いってどんな遊び

のことだろうか。「勝った」とか「負けた」とか言う言葉も気

になり、改めて先生にお尋ねすることにしました。 

 先生は、 

 「ブロック遊びの中で誰が一番かっこよく飛行機を作った

かとか早く作ったかということを『戦いごっこ』と言ってい

るようです。確かに物の取り合いなどで、とっくみ合いにな

ったりしますが、○○くんはよくわきまえられる子です。 

 園では、“強い心の子は人を傷つけたりしないよ。弱い心の

子がすることだよ。強い心の子かどうか天のお父様がいつも

みているよ”と注意します。 

 それにしても、○○くんは二学期になってから、すごくす

ごく明るくなりました。誰とでも仲よくできます。一学期の

うちはＵ君のそばでいつも遊んでいる姿がみうけられました

が、今はいつでも誰とでも遊んでいます」 

 と言って下さいました。私はすごく嬉しくなって答えまし

た。 

 『本当にここでお世話になれて良かったといつも思ってい

ます。神様のことを意識しイエス様のことを教えて下さる幼

稚園は他にありません。私は地域から一人だけとか友達との

関係に、一学期は、ずい分悩みましたが、本当は友達も大切

ですが、特にイエス様のお心を学ばせて頂くことが一番大切
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だという思いでここに決めさせて頂いたんだと気付かされた

のです。 

 それからは私自身が明るく変わり、友達友達と思ってあせ

っていたことにも気付き、夏休みは“どこへも行かない。家

におる”という子に対してお友達が誘ってくれた三日間以外

は、毎日のように母子カプセルになって我が家で遊びほうけ

ていました。出かける予定もないので、時間のゆとりもあ

り、私も“楽しい”と思って遊んでいました。 

 大人の方がいると、そこで話に夢中になり、つい子供が声

をかけてきてもめんどうくさくなって適当に返事をかわして

しまうところですが、そういうこともないので、いつでも二

人の子と目を合わせてお話しできました。いつも天のお父様

がいて、あの子自身悪い事をすると“天のお父様見とったか

な？”とびくびく真剣に話しているのです。子供は本当に素

直だなって感心しているんです』 

 と申しましたところ、担任の先生は「それが良かったので

すね。夏休みにしっかりとお母さんと遊んだことで二学期に

なってはじけとんで、○○君は大きく成長されたんだと思い

ます」 

 また横で聞いて下さった副園長先生も、「本当にいい夏休み

を過ごされたんですね…。またこの時期にお母さんとたくさ

ん遊べて良かったですね。年長さん位になると、また人間関

係も広がり、それだけお友達と交わって遊ぶ年齢になって来

ますので、今の時期に経験されたことは大変良かったです

ね。来年はとんでもなく遠い“お友達の家へ行きたい”って

言い出したりするかもしれませんね」とおっしゃいました。 

 私はとてもうれしくなって「神よ、主よ、丸山先生、本当に

どうもありがとうございます」と何度も何度も叫んでおりまし
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た。 

 その夜、主人にも「○○は、本当に明るく誰とでも仲よく

できるそうだよ」と伝えると、主人は、即「夏休みに、あん

たと一杯遊んだでやな」と言ってくれました。 

 私は、「そうかな。私もそうかなと思ってる。正法を学ばせ

て頂いて、丸山先生がいつもおっしゃることをやらせて頂い

たらこうなったの。やっぱり正法は偉大やと思う」と告げま

した。その日の連絡ノートに、うれしかった気持ちとお礼を

書きました。すると先生からさらにうれしいうれしいお返事

を頂いたのです。 

 「◎◎さんが心の内を打ち明けてくださって本当に嬉し

く、また勉強になったナと感謝の気持ちでいっぱいです。相

談事でなくても、お時間があればいつでもおはなしに来てく

ださいね。心よりお待ちしています」と書かれてありまし

た。 

 ありがとうございます。ありがとうございます。この悦び

を神に、主に、師に深く深く感謝申し上げます。 

 神様と主の御心に、いつも心を向けておりますと必ず心が

落ちついてきます。嬉しくなってきます。家にいることが大

好きになり、他人さまの行動も気にならず、安心しておれる

ようになりました。 

 友達友達と、あれもこれも話し行動を共にして安心してい

た以前の私とは全く違った安らぎを頂きました。夏休みはそ

んな気持ちで、母子だけの時間を大変貴重に思い、楽しい日

日を送らせて頂いたのです。その思いが我が子にも伝わった

のか「あの子とあの子が遊んどる」とか「Ａ君とぼくは仲間

やでＢ君には内緒やで」というような事は全く言わなくなり
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ました。自立できたというか・・・、今では、すっかり『お

友達と遊びたい！！』と言い出し、私がいなくても遊びに行

くようになりました。 

 その姿は、とてもたのもしく、かつ嬉しそうです。すっか

りお友達に囲まれていたのです。丸山先生が、以前に“手の

平”で教えて下さいました。「五本の指が、それぞれの方向に

正しくまっすぐに伸びるように、今はお世話しているので

す。手の平が丸く大きくしっかりしておれば必ず正しい方向

に伸びていくのです」と。この御言葉をいつも思い、感動し

て支えられております。 

 今の我が子をみていると、自分の心をも映してくださって

いるようで励みにもなります。 

 不安や迷い多き子育てに対して、“母と子の遊び”からこん

なにも大きく成長させて頂いて、自分がこの子らの母である

ことの悦び、また愛しい我が子を通して、私の長年にわたる

全く気付けなかったまちがった思い方を、神様は、主は『“神

を中心に思う”ということは「こうなんだよ」』って、ずっし

りと深くお教えくださったのです。 

 大きな不動の安らぎをお与えくださってどうもありがとう

ございます。そしていつもあたたかく愛一杯でお導きくださ

います丸山先生、心より深く深く感謝申し上げます。 
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【1999-3 月】Ｐ027 

【夫婦の調和】主婦の方の投稿 

 ・・・二年ほど前に夫婦のことでご指導していただいたこ

とが心に浮んできました。 

 下の子がお腹にできるちょっと前に、突然主人が独身の頃

からの借金があったことを初めて私に話してくれたのです。

金額はそれ程大したことはなく、最後には先生のご指導をい

ただいて、貯金で全て返済することができたのですが、私に

すれば、主人が結婚して五年も隠し事をしていたということ

がとてもショックで、主人を責め、今まで私が何度も法の勉

強を勧めても逃げていた主人を今ぞとばかりに「丸山先生

に、絶対会ってよね」なんて、半ば主人を脅していたので

す。 

 ところが、先生にお電話した時、私の思いと正反対の言葉

が返ってきました。  

 『それは違いますよ。傷ついているご主人に、法の話をし

てもだめです。今のご主人に一番必要なことは何ですか？ 

まず、お金の工面をしてあげることが大切なことではないの

ですか。そうしたら「よく話してくれたね。一人で苦しかっ

たでしょう。私も働くから心配しないで」と言ってご主人の

不安を取り除いてあげるのが大切でしょう。夫婦なんだから

苦しいことも二人で乗り越えていかないでどうするんです

か。ご主人の気持ちになってあげなければいけません』。 

 一方的に主人が悪いと思っていた私に、先生は逆に一人で

苦しんでいた主人を思いやる優しい言葉をくださいました。

その時、主人のしたことは、全部主人のせいで私には関係が

ないと思っていた、思いやりのかけらもない自己中心的な自

分の心に初めて気づくことができました。普段から主人に夫

婦の調和が大切なんだと大きな口をたたいていた自分が、も
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のすごく恥ずかしくなりました。頭で知識としてしか法を理

解していなかった自分。主人が正法を勉強してくれないから

夫婦の調和ができないんだと愚かな思いでいた私の方にこ

そ、不調和の原因があったことに気づかさせていただいたの

でした。 

 そして今年の七月、主人から会社の話（主人の会社が経営

難の為に倒産するという問題が起こったのです。七月一五日

の夜、急に主人からその話を聞きました）を聞いた時、以前

ご指導していただいた言葉がすっと心に浮んできて、同じ失

敗を二度と繰り返さないように、まず主人の気持ちになるよ

う心がけました。 

 しかし、私自身も驚きましたし、不安な思いもしました

が、今まで毎日一生懸命家族の為、会社の為にと働いてきた

主人が誰よりも一番ショックを受けていると思うと、私がし

っかりしなくてはと思い、なるべく平気な顔で明るく、「仕方

ないがいね。仕事なんてまた探せばいいがいね。私だってい

くらでも働くから、元気出して前向きに考えよう。また二人

で一から頑張ればいいがいね」と言って主人を励ましまし

た。 

 落ち込んでいた様子の主人も翌日から元気を取り戻し、そ

れから毎晩主人とこれからのことを話し合いました。もとも

と小さな建設関係の会社でしたが、主人は営業をしていまし

て今まで何年かかけて築き上げてきたお客様との信頼関係

や、いろいろな場で広げてきた人脈を生かしていきたいとい

うのが主人の強い希望でした。それで、今まで一緒に仕事を

してきた何人かにお声をかけて、独立するという形となりま

した。 

 それからの主人は、毎晩遅くまでその準備にとりかかって

いました。主人の頑張っている姿を見て、私も何かしてあげ
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たいと思いましたが、仕事のことは分からないからせめて主

人が安心して仕事に集中できるようにしてあげようと思い、

「私は何もしてあげられないけど、どんなことがあっても応

援するからね。子供たちや家のことは私がしっかり守るから

心配しないでね」と主人に話しました。そして毎晩、主人の

守護・指導霊様に主人をお守り下さいとお祈りしていまし

た。 

 同居している主人の両親には余計な心配をかけないよう、

新しい仕事の目途が立つまで話さないでおこうと二人で決め

ていましたので、本当に二人だけでこの苦しみを乗り越えて

いこうという気持ちでした。二人が真剣に話し合い、心を一

つにしたのは、結婚して初めてのような気がします。 

 おかげさまで、多くの方々のご協力により何とか会社を辞

めてすぐにまた仕事が始められることができました。今のと

ころは順調ですが、世の中の経済状態をみていますと、何

時、どんな問題が起こるか分かりません。でも何故か不安な

気持ちにはならないのです。私はとても心配性で、今までこ

の欠点を直そうと努力してもなかなか直せなかったのに、今

はどんなことに対しても不安な思いや心配な気持ちにはなら

ないのです。自分でも不思議です。 

 私達夫婦はまだまだ調和しているとは言えませんが、今回

のことを通して夫婦の調和とはどういうことかを学ばせてい

ただきました。以前よりもずいぶん二人の心が近づいたよう

な気がします。 

 この世的にみますと、会社倒産なんて大変な不幸に思いま

すが、法を中心にみますと神からいただいた素晴らしい大き

な慈悲だったんだとつくづく思います。大切なことを多く学

ばさせていただいたと同時に今まで以上に、家族を強く結び
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付けていただきました。でも先生のご指導がなかったらこん

なに素晴らしい結果にはならなかったと思います。 

 主人も私があんなに励ましてくれなくて、逆に「これから

どうするが？」とか、「本当に大丈夫なんか？」などの不安な

言葉や不満を言っていたら途中で投げ出していたかもしれな

いと言ってくれました。二人で「これからも先ばかり見ない

で、一日一日を大切に一生懸命頑張ろうね」、「お客様や一緒

に働いてくださる方達、そして家族の方にも感謝せんなん

ね」と話し合いました。 

 今回のことは、主人も法に触れ、勉強してくれるようにな

るためにいただいた、神からの慈悲でもあると思うのです。

何とか主人も早く目覚めてほしいのですが、私があせってま

た逃げられないよう気をつけたいと思います。一日も早く二

人でお勉強できますよう頑張ります。 

 素晴らしい環境といつもたくさんの慈悲をお与えください

ます神と主に対して、心から感謝致します。 

 そしていつもお心をかけていただき、愛一杯のご指導をし

てくださいます先生に心から感謝致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



315 

 

【1999-6 月】Ｐ023 

【「正しく思う」を通して】主婦の方の投稿 

 「・・・昨年末に県外に仕事に出た二男が、今年一月末に

休みが取れたから家に帰る、との電話がありました。その日

は寒波が来て高速は交通規制になっているよ、と伝えたので

すが吹雪の中を戻って来ました。自分は悪い方に考えていた

けど無事に帰って来た安堵と子供との一時を頂けたのだと思

い神仏に感謝しました。そしてこの一時を頂けたと思える自

分に凄いなぁ、と思いました」 

 という発表を致しました。 

 先生は「お尋ねしますけど、お子様が帰って来ると言って

来た時、何故帰って来るのか聞かれましたか」と質問をされ

ました。 

 私は「体を休めに来るんだなと思いました」と答えます

と、先生は「お母さんだったら瞬間、何で帰ってくるのかな

ぁ、仕事がいやになったのではないか、と心配するものです

がねえ」と先生は言われました。 

 私はそのお言葉を聞いて一つだけ引掛ったのは子供は、「家

に居た時は思わなかったけど仕事をしてから一日が早い、こ

んなんだったら働かなければよかったと言いました」と答え

ましたら先生は、 

 『そうでしょう。その時、我が愛する子よ、と抱き締めて

何を悩んでいるの、お母さんがいるじゃない、何でもお母さ

んに話しなさい、というのがお母さんにならせて頂く修業で

はありませんか。それがお子様が帰って来ると言った時にビ

ーンと来なければ合格のお母さんではありません。 

 ・・・お子様がどういう理由で来るのかな、という思いを

汲み取れるような心を積み上げ磨いて行くことが法を学んだ
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者の道なのです。丁度二、三カ月過ぎた頃は会社がイヤにな

る頃なのです。その時期にその心を上手に引っ張り出し聞い

てあげることが親の役目です。二男さんはそこを充分に言え

ないで帰っていったのです。可愛そうに』 

 と言われました。私は「余り愚痴を言わない方が良いとい

う思いがあるのですが」と申しあげますと先生は、 

 『正法を学んでおられるあるお母さんが愚痴はいけないと

思い、嫁いだ娘さんが愚痴をいって来ても“感謝したら…も

っとしっかりしなければ駄目じゃないの”等と正法言葉を並

べて押さえてしまったために、その娘さんの心をつぶしノイ

ローゼ気味にしてしまったといって泣いておられました。 

 お母さんは娘さんの愚痴を吐き出すようにしないとその方

はノイローゼになりますよ。愚痴を精一杯、吐き出すように

とお母さんも一緒になってご主人の悪口などを言うことによ

り心が軽くなるのです。 

 このような段階を通り過ぎて初めて“感謝をしなくては”

と言えるのです、といいましたらその通りですと、そのお母

さんは泣いて言っておられました。 

 貴方もお子様と一緒になって悪口を言ったら良いのです。

それが親と言うものです。それを押さえたらお子様は行き場

がなくなり苦しみますよ。家に帰ったらすぐにもう一度帰っ

ておいで。お母さんが間違っていた、一緒に悪口を云い合お

うねと、手紙を書きなさい。一緒になって悪口をいったらお

子様は元気が出て辞めんよ、と言いますよ』 

 とご指導くださいました。 

 私は今、愚痴や悪口を言わない実践をしており、息子の事

に対しては、愚痴を聞きすぎているし、これ以上愚痴を聞か
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ない方がお互いに良いことだと思い、暫く電話をしないでそ

っとしておこうと決めていた時でしたので、先生のご指導に

はびっくりしてしまいました。家に帰って早速手紙を書き、

先生から頂いたご指導と自分の思いの何処が間違っていたか

を反省して見ました。 

 そこで初めて子供が仕事を辞めて二年近く家におり、やっ

と決まった仕事を子供が辞めると云うのではないかと、家族

全員がビクビクしていたことに気が付きました。子供の愚痴

を聞いてはいましたが、愚痴らせてはいけないと思い、最後

には「感謝しなくてはね」と正法言葉を言って納めていたの

です。 

 先生からご指導を頂き、子供に親はいつも貴方の心が分っ

ているよ、いやな時には何時でも帰っておいで、と言って安

心感を与えておく事が親であるという事を知り、心から一緒

に悪口や愚痴をいってそんな所辞めておいでと云えることが

出来る親が本当の親であることに気が付いた時、私の心の重

荷が取れて心がすっきりとしました。 

 そして子供と話し合う中で「入社する時と話が違っている

から辞める、といって帰っておいで」と言いましたら子供は

反対に「辞めんよ」と言いました。私は大変嬉しくなり、直

ぐ家族にその話をすると皆で大変悦び感謝いたしました。 

 自分を始め家族全員が安らぎを頂けるというその違いに、

改めて心から聞いて上げる事がこんなに心が満たされるとい

う大きな悦びの体験を頂きました。今は遠く離れていてもお

互いに太い心のパイプでつながっていることを感じていま

す。これからも子供の心を包んで上げられるような母親にな

れるように実践をして行きたいと思います。 
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 ・・・丸山先生、本当にありがとうございました。心より

感謝申し上げます。 
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【1999-7 月】Ｐ009 

【大いなるお計らいを頂いて（生れて三才迄の反省）】主婦の

方の投稿 

 私は、一四年前から春先になるごとに花粉症で悩んで来ま

した。私にとっては大変深刻な悩みでした。初めて丸山先生

にご相談申し上げましたところ、先生は「花粉症は心の病気

です。貴方が三才迄に十分にお母さんから愛情を頂けなかっ

たのか、それともご両親が不調和ではなかったかと思いま

す。また貴方がお母さんのおなかの中にいた時、両親のそれ

が原因で肉体細胞の分裂が順調に行かなかったのではないか

と思います」と原因についてお教え頂きました。 

 そして高橋信次先生には、ご講演の中で「病気の人々は、

いま皆さんに反省のチャンスを与えているので、その病気の

原因がどこにあるのか、どうすれば治るのか、その原因を追

究せずして、同じ病気にまたおそわれるのです」とお教えく

ださっておられます。花粉症の原因について先生に教えて頂

いたけれど、さてどうすれば治るのか、その原因を追究する

こととはどうしたらいいのか分からず、再度先生にお尋ねい

たしました。 

 先生は、「心が調和した生き方をすることです。思うこと、

行うことが大切です。肉体的には鼻から息を吸って三○秒か

ら四○秒かけて吐き出す腹式呼吸をしたり、鼻のマッサージ

をして見てください」とお教えくださいました。 

 今、当時を振り返って見ますと、その頃はもう鼻詰まりが

ひどくなってきて、その苦しみからどうしても治したいとい

う気持ちが先に心を占領してしまい、正しい呼吸が心の歪み

から出来なくなっていたことで、鼻の機能を十分に生かすこ

とが出来なかったことを神仏にお詫びしていました。今思い

出すと、我が心の愚かさを恥ずかしく思います。また『心
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行』に力が入り「どうぞ光をお与えください」とすがる他力

の心もありました。 

 その結果とうとう両鼻が詰まって苦しく眠れなくなり喉ま

で痛くなってしまったのです。外出すれば、「大丈夫。私は花

粉症ではない」と自己暗示をかけて緊張している今の私の思

いは、法からみて正しいのだろうか。次第に分からなくなっ

てしまい、また先生にご指導を頂きました。 

 先生は、 

 「心を大切に生きることです。一つ一つについて、正しく

思うことです。腹式呼吸やマッサージは形なのです。また

『大丈夫大丈夫、自分は花粉症にならない、忘れるんだ』と

手紙に書いてありますが、忘れることは出来る筈もないこと

で、まずご著書を十分に拝読したうえで、正しく反省して、

心に記録しているこれ迄の間違いのすべてを心から神仏にお

詫びし続けることによりやがて許され、消えるのです。 

 何度も申し上げますが、まず何よりも何事よりも、高橋信

次先生がお悟りになられてお導きくださいましたご著書『心

の発見』と『人間釈迦』とを『はじめての人』に書かれてい

る通りに、常に拝読することが最も大切であります。それは

神理だからです。これを心にしっかり入れないと、何事も自

分中心の思いで行うことになり、何時の間にか正法から外れ

た人間になってしまいます。 

 人間、神の子は、すべて法により心と肉体の調和を計りな

がら生活することが最も肝要と思います。それには、まず心

の正しい思い方と正しい行い方について学び、それを実行す

るようにしてください。 

 また、三才迄と一○才迄に区切って反省することが大事と思

います。幼い頃のことが不明ならば、貴方ご自身のお子様の生
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き様を毎日眺めて自分の幼い頃を重ねて想像することです」 

 と、私の間違った思い方の修正と方法について、また今後

の心の在り方についてまで細かく丁寧にお教えくださいまし

た。なんと愚かな私だったのでしょうか。心の調和があって

始めて肉体が調和されるのでした。 

 偉大なる主には、また先生からも何時も何度もお教え頂い

ていて来たのに、肉体が苦しくなるとそれにとらわれてしま

い正しく行ずることが出来ず、自分中心の思い、行いとなり

心身共に苦しんでいた私でした。あらためて間違った愚かな

思い、行いを神仏に対して、心よりお詫び申し上げたいと思

います。愚かな私を何卒お許しください。 

 心の正しい思い方と行い方を学ばせて頂くには、第一に法

の学修と実践であり、高橋信次先生のご著書をしっかりと拝

読することに限ると思います。心を精進させて頂くために、

心を開いて集中して拝読させて頂くことが大事と思います。 

 そして三才迄の反省については、先生のご指導の通り、毎

日、五才と二才六ヶ月の我が息子と我が娘たちの生き様をし

っかり眺め、過ぎ去った自分の心を思った時、涙が溢れてき

たのです。目の前にいる我が子は、三○年前の私と三つ年上

の兄の姿だったのです。 

 そして、ちょうど私が二才七ヶ月の時、母が急性肋膜炎の

ため三ヶ月間入院したため、私は名古屋の母方の祖母に預け

られたのでした。さらに母が入院していた三ヶ月間は同居し

ていた父方の祖母も、体の変調に気付き、その時はすでに末

期の胃癌と宣告され、緊急に助かる手立てのない儘入院をし

てしまいました。 



322 

 

 生れて初めて知った自分の過ぎ去った日々を思い、ただ涙

が溢れて止まりませんでした。私は現在の自分の立場、母と

して眺めた三○年前の母の気持ち、父の気持ち、二人の祖母

の気持ち、そして目の前にいる長男の生き様を眺めて想像し

た兄の気持ち、幼くてあどけない娘の気持ちは、私が三○年

前に思ったであろうことが細かくまざまざと想像されてきた

のです。 

 お葬式の家族の写真は、頬がやせこけた父とむくみがちの

老けた母の前に映っている兄と私の姿があり、その当時の皆

の思いが凝縮されているのでした。私は幼くても母が入院

し、同居していた祖母が亡くなっていたことは知っていたと

思います。ただそのことに対して、思いやる心が分からなか

ったのです。笑顔で優しく自分をかまってくれるまで泣い

て、我を通すことしか出来なかった自分でした。困らせダダ

をこねてごめんなさい。 

 それから、今迄父らしくして欲しいと何時も心の中で父を

責めてきた愚かな私を今悲しく思います。父は二才の時、実

父の病死、その後亡き父の弟の養父とは戦争で小学校に入る

までしかおらず、その儘戦死、その間には異兄弟の弟と病死

別れをしていました。「父親の記憶は全然ない」と言う父に、

父らしくして欲しいと責め続けていた私だったのです。 

 大好きな母とは対照的な父の存在だったのです。今、この

涙で三○年間の父への思いが大きく変わりました。またその

時に出来なかった二人の祖母への感謝と思いやる心が次から

次へと出て、母には、病床にあっても何時も何時も気にかけ

てくれていたことも知らないで、心配かけて申し訳ありませ

ん。知らない事とは言え、両親を始め肉親に対し謝罪の思い

で一杯です。 
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 「神には、主には、常に神の子にとって、今必要とするも

のをお与えくださっているのです」と先生はお話しください

ました。神には、主には、三○年の時を経た今、この愚かな

私に、五才と二才六ヶ月の愛する息子と娘の姿を通し、その

生き様を眺めてその当時の反省をする尊い機会をお与えくだ

さいました。 

 今生、二才七ヶ月から五才三ヶ月までの三年間の反省をし

なかったなら、今生自分の思いと行いの業（カルマ）の修正

は出来なかったことと思います。目の前にいる愛しい五才と

二才六ヶ月の我が息子と我が娘たちの心を眺める私の心は、

三○年前の私の母が思った心と同じなのです。 

 三○年前の私と兄の心は、今の我が子たちの心と同次元な

のです。この大いなる大いなるお計らいと尊いお導きに、た

だただひれ伏して神に対し、主に対し、深い感謝をお捧げ申

し上げます。何時も何時も心細やかに愛一杯のお導きをくだ

さいます丸山先生に対して心からお礼を申し上げます。 

 神に対して、主に対して、命ある限り法を学修実践し、一

人でも多くの人々に対して偉大な法を叫んで行くことをお誓

い申し上げます。 
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【2002-2 月】Ｐ018 

【悦びを頂いて】主婦の方の投稿 

 正法にご縁を頂きましたのは、結婚して七年目、子供がも

うすぐ小学校への入学を控えた一二月、主人と離婚を決意し

た時の事でした。 

 結婚当初から、価値観があまりにも違いすぎ、金銭問題も

起き、夫婦仲良く過ごす事が出来ませんでした。主人は問題

に対して、正面から向き合おうとしてくれず、どこか他人事

のような態度で、何かあるとすぐ親に後始末を頼り、自分で

解決しようとしない人でした。私は、主人の行動一つ一つに

不平不満の思いを抱え、優しく感じていた人柄も優柔不断に

思え、何もかもが欠点に映り始めました。 

 その頃、私は妊娠四ヶ月であった為、過敏反応を示し、精

神的にも肉体的にもまいってしまいました。しかし、きっと

子供が生まれてくれば、父親としての自覚も出てきて、うま

く行くだろうと信じ、前向きに考えました。子供は、一六五

○グラムの未熟児（お互いの思いが不調和であったため）で

したが、五体満足に生まれてくれたので安心しました。 

 しかし、主人は、会社の近くの実家に、朝、昼、夕と立ち

寄り、熱が出たと言っては実家に泊まり、子供と顔を合わせ

る事も少なく、一体何を考えているのか理解出来ませんでし

た。私の主人に対する不信の念は深まり、夫婦の会話もほと

んどなく、笑顔まで消え、一日一日ただ過ごす日々でした。 

 何度か話し合いの場を持っても、何が悪いのか、どうすれ

ば良いのか分からない主人に呆れてしまい、とにかく今は、

この子をしっかり育てていかなくては！という思いで一杯に

なり、この人を頼りにしてはいられない、と自分を奮い立た

せ、私一人で決断し、精一杯の心で突っ走って来ました。し

かしそんな生活にも、自分にも疲れてきて、主人と一緒にい
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る喜び、楽しみを感じられずにいる所に、借金問題が起こ

り．離婚への決心が固まりました。 

 明日、主人と離婚について話し合いをするという前日、た

またま長崎に来ておられた○○様が、どうしても渡したいか

らと、御著書をわざわざ持って来てくださり、「今まで、色々

あっただろうけれど、これまでの生活を支えて、守ってきて

くれたご主人様に、感謝の言葉を伝えられたらいいね」と声

をかけて頂きました。その時の私には、これっぽっちも感謝

の気持ちはなく、主人が悪いのだから仕方ないという思いし

かなかったのですが、御著書を拝読させて頂いて、初めて感

謝の気持ちを伝える事が大事なことを感じる事が出来まし

た。 

 話し合いでは、お互いにやり直せない事を確認し、過去の

事には触れる事なく、これまでの生活を支えて、私達のため

に働いてきてくれた事への感謝の気持ちを伝え、これからは

夫婦ではなくなるけれど、お互い子供の親として、協力して

いけるようにお願いし、それぞれの道を歩み始めました。 

 子供が小学校に入学して、登校三日目に、隣の席の男の子

から蹴られたのをきっかけに登校拒否が始まりました。朝か

ら学校に行きたくないと泣きじゃくる我が子を目の前に、オ

ロオロするばかりでした。その時、○○様に話を聞いて頂い

たところ、福岡の学修会に参加してみたらと声をかけて頂

き、何か解決の道が見つかるかもしれないと、すがる思いで

参加させて頂きました。 

 丸山先生の温かく、穏やかな雰囲気に包まれて、何とも言

えない心地よさを感じ、私の心まで温まる思いがした事を、

今でも覚えています。私は、家庭環境や子供の状況をお話し

させて頂きましたら、 
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 「僕ちゃんは、お母さんの愛情をもらっていないから、不

安で仕方がないんですよ。これからは常に、おでことおでこ

をくっつけ合うようにして、一杯抱きしめて、温かい言葉を

沢山差し上げてください。 

 登校拒否は、両親の不調和からくるものです。お父さんが

いなくて寂しい分、沢山愛情を注いであげてください。それ

から当分、学校まで子供さんに一緒に付いて行ってあげたら

いいですよ。子供さんがもう来なくてもいいよと言っても付

いて行くぐらいの気持ちでね」とご指導を頂きました。 

 そして、私自身の育った環境についても尋ねられ、私の母

は、七才で母親を亡くしているので、愛情を沢山もらってい

ない為、母自身が愛情をどのように注いであげたらいいのか

分からず、私達兄妹は愛情不足で育って来た事を教えて頂き

ました。 

 自分が貰っていない愛は、人に与えてあげる事が出来ない

事を初めて知り、私も子供に温かい愛を与えきれずにきてい

た事に気付かせて頂きました。 

 それから私は、毎朝、起きると直ぐに子供をギューと抱き

しめ、子供の心が温かくなるような言葉をかけ、学校の教室

まで、時間の許す限り、一緒に登校しました。余裕がある時

は、授業を一、二時間、参観させて頂きました。教室の片隅

で見守ってくれているという安心感から、子供は次第に落ち

着き、明るさを取り戻し、頑張ろうとする前向きの姿勢に変

わって行きました。 

 子供の姿に、小さな心を傷つけ悲しい思いを沢山させてし

まい、一番大切な心からの愛を与えてあげられなかった事を

思うと、申し訳なさで胸が一杯になりました。やっと、母親

として歩むべき道を見つけられた思いで、子育てへの不安が
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少しずつ解消していき、子供と正面から向き合い、お互いに

心から語り合い、理解し合えるようになって行きました。 

 一学期中は共に学校まで登校し、二学期からは、お友達と

通学出来るようになり、今では、足取り軽く元気な姿で学校

生活を楽しんでいます。毎日のように友達が遊びに来てくれ

て、友達と過ごす喜びを感じる事が出来、伸び伸びした子供

になってくれています。 

 子供は、親の心を見通しで、私が太陽のような心であれ

ば、子供の心は弾み、太陽に曇がかかると、子供は親の顔色

を伺い、心が沈んでいくのが手に取るように感じられるよう

になってきました。一瞬一瞬を太陽のような明るいお母さん

であり続けられるよう、努力、努力の毎日です。 

 子供がやっと落ち着きかけた頃、今度は父の借金問題が起

こり、自分達ではどうする事も出来ない状況でしたので、学

修会でお話しさせて頂きました。丸山先生からは、「借金自体

は大した問題ではなく、むしろこれまでの厳しい環境は、こ

の正法に出会わせて頂くための出来事だったのですよ」とい

う励ましのお言葉を頂き、心から救われた思いで一杯でし

た。このことをきっかけにして、両親もこの正法にご縁を頂

き、学修会にも参加させて頂くようになりました。丸山先生

や、△△様に沢山のご指導を頂戴し、返済の見通しを立てる

事が出来ました。 

 私も母も、借金問題という同じ立場に立たされ、母のこれ

までの苦労をやっと理解出来るようになりました。私が学童

期からこの問題は繰り返されてきていて、両親は不調和な

日々を過ごして来ました。私は、家庭の居心地の悪さに、外

に心が向き、反抗的な態度で母に接して来ました。やっと母

の思いが少し分かり、母に詫びる気持ちが沸いてきました。

正法を学ばせて頂く事で、父もこれまでの事を反省し、母に
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謝り、返済に向けて、家族で考え、協力し、励まし合えるよ

うになりました。 

 この問題により、人は完璧ではなく、失敗もする。その失

敗を許し合い、補い合っていく事が夫婦であり、家族である

事に、やっと気付かせて頂きました。私は、主人の失敗を

“許す”ことが出来ず、ずっと心の中で、それを責め続けて

いる私でした。その思いに、どんどん苦しみを重ねていき、

自分で自分が嫌になるくらい、心の狭い人間でした。主人に

対して、諦めず、もっと正面から語り合い、理解し合えるよ

うに努力しようともせず、自分の立場ばかりで感情のままに

流されて、夫婦の縁、親子の縁を絶ってしまいました。 

 相手を責めるのではなく、自分の心の在り方に問題がある

のであって、主人に対する愚かな思い、愚かな行いが次々と

思い出されてきました。優しさや思いやりの全くない私であ

った事に気付かされたと同時に、私は主人から子供を取り上

げ、子供から大好きなお父さんを引き離してしまうという、

大きな罪を犯してしまった事にも気付かされました。主人に

も子供にも、大変申し訳ない思いで一杯です。 

 この気持ちを丸山先生にお伝えしたところ、「ご主人様に会

う度にその思いを伝えて、心からお詫びしてください」とご

指導を頂きましたので、子供と三人で会う度に、私の思いを

伝え、心からお詫びしました。主人も、「二○歳そこそこの考

え方しか出来ず、感情の儘に投げやりな考え、態度で申し訳

なかった。今になって自分の悪かった事が分かってきた。も

っと、今のように語り合えたら良かった」と話してくれまし

た。 

 私の中で責め続けていた心は、一遍に吹き飛び、心から

“許す”事が出来た時、心は軽くなり、心がゆったり温かく

悦び弾んでいる自分を発見しました。柔らかくほのかに黄色
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い光に心は満たされ、穏やかで心優しい自分を経験させて頂

きました。自己中心的で思いやりのない、愚かな私が、こん

なにも優しく温かい心になれるなんて、この上ない悦びで一

杯でした。自分が優しい心でいれたら、人にも優しく出来る

ようになり、自分を好きになる事が出来ました。 

 一月に一回会う時には、主人とも心から語り、心から笑え

るようになってきて、これが本当の家族であり、本当の親子

なんだ、と改めて感じる事が出来ました。ところが、主人に

は、現在、結婚を約束している方がいます。もう元に戻る事

は出来ません。子供と主人には、本当に申し訳ないのです

が、主人と結婚し、子供を授かり、いろんな問題が起こり、

離婚を経験した事により、この正法へと導いて頂けた事を大

変有り難く思っています。 

 また、両親の子供として、主人のパートナーとして、子供

の母親としてのご縁を頂けた事にも、心より感謝していま

す。主人のご両親、お姉さん、お兄さんご夫婦にも、感謝と

お詫びの気持ちを、お手紙によりお伝えする事が出来まし

た。ご縁があって出会わせて頂けた事に感謝しています。 

 丸山先生には、離婚、登校拒否、借金問題と一つ一つを、

丁寧にご指導して頂き、心より感謝申し上げます。本当に本

当に有り難うございます。自分を好きになり、生きている悦

びを感じる事が出来るようになりました。努力と根性の足り

ない私ですが、一歩一歩前進していけるように頑張りますの

で、これからも何卒ご指導の程、宜しくお願い致します。 

 そして、私をこの正法に導いてくださいました○○様、有

り難うございます。これからも何卒宜しくお願い致します。

また、法友の方々、いつも温かくお見守りくださり、支えて

くださり有り難うございます。 
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 大宇宙大神霊・仏様、今日の平安を頂き心より感謝申し上

げます。 
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【2003-4 月】Ｐ023 

【私にとって原点とは】主婦の方の投稿 

 二月の学修会は、母の用事で子どもを見てもらうことが出

来なくて、欠席させて頂き申し訳ありませんでした。 

 主人の方は、お蔭様で日曜日も祝日も、今日も休むことな

く仕事に行かせて頂いております。本当によく頑張ってくれ

ると思います。 

 最近の私は『本当に今幸せやなぁ！』と心から思う事と同

時に、感謝という気持ちは私の中にはしっかりとあると思っ

ていたのですが、改めて自分の事を深く考えてみると、なん

て感謝の無い人間なんやろうと思いました。 

 『ちょっと幸せになれたからもういいわ。勉強するのしん

どいし。今まで子育てに追われて、休む間も無く頑張って来

たからこの辺でゆっくり休憩したい……』とそんな自分に都

合のいい、自分に甘い、自分中心の考えが、何時からか私の

心の中を独占しはじめていました。前へ進もうと思っても、

進めない自分がいました。こんな事ではいけないと思い、私

の原点は一体何だったのかという事を思い出してみました。 

 今から二年前のことです。主人が仕事で人間関係が上手く

行かずに悩んでいて、少しノイローゼ気味で、いつも主人は

イライラしている状態でした。そしてちょうどその頃は、毎

日といっていい程、次女の○○子（当時二歳）が夜泣きをし

ている時期でした。その○○の夜泣きをきっかけとして、主

人は“キレル”人になっていきました。「うるさい！」と言っ

ては大声で怒鳴り、ふすまを蹴飛ばし暴れるようになったの

です。 

 ある土曜日の深夜二時頃の出来事でした。いつものように

○○が泣き出したので、私が立って抱っこをして泣き止まそ
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うとしていたところ、いきなり「俺にかせ！」と言って、私

から取り上げたかと思うと、次の瞬間「うるさい」と言って

大声で怒鳴り、上から布団の上に放り投げたのでした。私は

すぐに「何してくれんのよー！」と言って激怒し、主人の右

頬を力一杯平手でビンタしました。 

 この頃の主人は、本当に人が変わったように怖かったの

で、いつも私はビクビクしていたのですが、不思議と強い私

がいたので、この事には自分でもびっくりしてしまいまし

た。それからすぐに○○を抱っこして、子供部屋に行って二

人で大泣きしました。 

 ○○がかわいそうで、かわいそうで仕方がなくて、あの時

の私の胸は張り裂けそうになった事を覚えています。これで

○○とパパとの距離が出来て、○○はパパの事を嫌いになっ

てしまうのかなぁと思っていたところ、次の朝起きてきて、

いつものように「パパおはよう！」と言って頬っぺたに「チ

ュッ！」とキスをしたのです。私には考えられない事でし

た。ほんの何時間前の出来事に私は怒りでカンカンなのに、

何も無かったように笑顔でニコニコとして、パパの膝の上に

座っているのです。幼い子供とは、本当に清らかな心をして

いるなぁと思いました。それとも私達夫婦に気まずいと思

い、気を使ったのか・・・。 

 この事がきっかけで、私は法に触れる事が出来ました。 

 初めて学修会に参加させて頂いた日は先生が大阪に来られ

てから、「今日で一○○回目の日です」と言われた日でした。

そこで先生に主人の事をお話しさせて頂きましたところ、先

生は白板に生年月日と心の断面図を描かれてご説明してくだ

さいました。そして、「貴方のしたことは大変荒療治ではあっ

たけれども、母親として妻として勇気を持って主人の誤りを

正したので合格です」と言って下さいました。 
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 主人の事については「車に例えるとブレーキが故障してい

る状態なので、ブレーキを新しいのに取り替えてあげたらい

いですよ」との事でした。明解な回答を頂いたのですが、家

に帰ってから、ブレーキを取り替えるといっても、一体どう

すれば良いのか全く私には分かりませんでした。頭で考えて

もただ分からなくて、暗くなるばかりでした。こんな私に、

主人を救おうと思っても救えるはずも無いわと思いました。

『そうか・・・こんな自分では救う事が出来ひんから、自分

を変えたら救えるかもしれへん・・・』と思えるようになっ

て行きました。 

 今までの自分は、主人に対してどんな態度で接していたの

か考えてみました。主人に自分の都合の悪い事をちょっとで

も言われたならば、すぐにふくれ面で肩をいからせて反抗し

ていた私。同級生だからといって偉そうに物を言う私。いつ

も主人には“ワガママ”な私。出てくるのは可愛くない嫁ば

かりでした。そんな醜い自分を修正しない限り、主人も変る

訳がないなと納得しました。 

 最初にまず、私の始めた事は主人がイライラしている時

は、何を言われても口答えしないようにしようという事でし

た。聞くとまた腹が立ってくるので、いつも鼻歌を歌うよう

しました。これは私の中ではすごく効果がありました。だん

だんと慣れてきたら気にならなくなってきて、主人が怖い顔

をしていても、私は私でニコニコとしていられるようにな

り、暗かった私も少しずつ明るくなって行ったように思いま

した。 

 それから一ヶ月程が過ぎた頃、「お前変わったなぁ」と主人

が言ってくれました。主人を救いたいと思ってやり始めた事

が、いつの間にか気が付くと自分を変えるために必死になっ

ている私でした。が、変わり始めた頃、主人もブレーキが利

くようになり、優しい主人になってくれていました。 
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 結果的に今まで本当に私が悪かったんだと思い、反省させ

られました。主人を救ってあげたいと思う気持ちで溢れそう

に一杯になった時、この愚かな醜い自分も救っていただいた

ように思います。 

 そして子どもには、小さな小さな体を一杯使って「許す」

という事を教えてもらったような気が致します。 

 今振り返ってみてもあの時は本当に必死でした。幼い子ど

も二人とお腹に一人、子育てと主人の事、自分の事、周りを

見る余裕など何も無く、ただただ明けても暮れても、寝る間

も惜しんで高橋信次先生のご著書を時間の許す限り、しがみ

つくように読んでいました。 

 私はこんなにも大きな悦びを頂いた事を、今忘れかけよう

としていました。本当に感謝の無い自分です。毎月学修会に

参加させて頂きながら、感謝と報恩という事が私にとっては

本当に本当に難しい事です。 

 わからずやで頭の悪い私ですが、先生どうか見捨てずにこ

れからもご指導宜しくお願い致します。 

 今日は私達の結婚記念日なのでゼロからのスタートと思

い、先生にＦＡＸを送らせて頂きました。夫婦そろって心か

らの先生の温かいご指導を頂ける事を、本当に嬉しく思いま

す。有り難うございました。 
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【2003-6 月】Ｐ039 

【偉大な正法にお導き頂いて】主婦の方の投稿 

 先日、一一歳を迎えた息子（A）の誕生日の出来事です。我

が家では、バラ寿司を作って食べ、ケーキで祝うのが恒例で

す。その日はバースデーケーキを早くから買い、お寿司を作

っているところへ、A が友人宅から電話をかけてきました。

「ケーキ買った？」「うん、買ったよ」と言うと「何で買う

ん！僕がケーキ選びたかったのに！」と怒るのです。 

 「そうやったん。ごめんな。又今度は選んでな」と言いま

したが納得せず怒っているのです。『そう言えば買う時にはい

つも子供たちと夕方になってから買いに行ってたなぁ』と思

い出しました。しかし、ケーキを選ぶために夕方に行く訳で

はなく、私の用事が重なり、つい遅くなって買うのが本当の

ところでした。それは親の怠慢の一つではないかと考えてい

たのが、子供の側からはケーキを選べる楽しいひと時であっ

たんだなとその時初めて気付かされたのです。 

 帰って来てケーキを見るなり A は「又これ？」と不満をぶ

つけて来ました。その場を乗り切るため、何とか考えて子供

の説得に当たろうと私は言葉を選んで話しました。「誕生日は

確かに本人を祝う日やけど、その本人は親や周りの人たちに

感謝する日でもあるんよ。お母さんも意地悪で買ったのでな

いことは分かるでしょ？ それをそんな言い方は良くないや

ろ？ 反対の立場で考えてみたら分かるやろ？」と穏やかに

話しますと、A はウンウンと領きながらも涙をこらえながら

「僕のチョコレートケーキぃ！今度ケーキ選ぶのにあと一年

も待たなあかん！」と言うのです。 

 そのあまりの可愛らしさに私はこらえ切れずつい笑ってし

まい、「僕は真面目に話しとるのに失礼やろ！」と言われ、

「ごめん。あまりに可愛くてつい笑ってしまった」と謝りま

したが、A は二階へ駆け上がり、とうとう床を叩きながら大
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泣きに泣いてしまいました。「そんなに気に入らんなら食べん

でいい！」とつい感情的に言ってしまいました。見かねた長

女には「そんな我が儘、お母さんほっとき（知らんふりしな

さい）。相手せん方がいい。お母さんはいつも過保護やからあ

かんねん」と言われる始末。 

 しかし、気付いて欲しいとばかりに床を叩き泣き続ける A

を知らん顔する訳にも行かず、私はある作戦に出たのです。

二千円持って二階へ上がり A に「これでケーキ買いなさい」

と強い口調で渡しました。度肝を抜かれた A はピタッと泣く

のをやめたのです。続けて「お母さんの気持ちよりも自分の

ケーキを取るんだからお母さんはもう実家に帰る。A と一緒

にいれない。好きなだけ泣いて好きなだけチョコケーキ食べ

なさい」と言うと、A は二千円を投げて「僕の言ってるのは

お金で済まない」と言います。「いいえ、A の言ってることは

お金で済むことです。A はどうしようもない我が儘者や。お

母さんの時代はケーキを選ぶなんて無かった。お寿司を作っ

てもらい、皆で祝ってもらえるだけで嬉しかったよ」と言う

なり、私は感極まって、父や母が祝ってくれた幼い日の頃を

想い出し胸が熱くなってしまいました。 

 『物の溢れた現代の子供たちには分かりにくいんだろう

か』と思っていると、ふと「ひかり」誌五月号に書かれてあ

った『親がしてきた苦労を聞く、また親は子に話をすること

がいかに大切か』と書かれてあったのを思い出しました。『ま

だ小学生のこの子に理解出来るかなぁ』と思いながら、もう

口からは溢れるように言葉が出てまいりました。 

 「いつもお父さんから頂くお給料の中から、家の支払い、

お姉ちゃんの大学の費用や貴方たち三人の学費、破れたと言

って買った A やお姉ちゃんの靴、歯の治療代にも六千円、修

学旅行の費用、お父さんも少ない小遣いの中からいつも買っ

てくれるアイスやジュース。A の背が高くなったから布団が



337 

 

小さいと新しく買ったのもまだローンを払ってる。支払いは

本当に大変だと思うこともあるけど皆が喜んでもらえればこ

そ出来ることで・・・」と言い終るか終らないかで、また A

は床をドンドン叩いて泣くのです。 

 「それは、まだチョコが欲しくて泣いてるん？ それとも

お母さんの話が分かったん？」と聞くと「僕は全然知らんか

った。僕は恥ずかしいー」と泣き伏したのです。こんなこと

は今迄になく、その感性豊かな我が子の姿を見て嬉しくて涙

が流れました。 

 「分かってくれて嬉しい。もうそんなに自分を責めること

は無いんよ。失敗は誰にもあることなんやし分かればいい。

もう一寸だけ泣いたら作ったお寿司を食べよう」と一件落着

したのです。 

 あんな風に言ってた長女も後で「どうやった？」と気に掛

けてくれ、優しい子達に又、嬉しくなる私でした。早くから

用意したのに夕食を頂いたのはもう八時過ぎになっていまし

た。それから A には、泣き顔はなく、祝ってもらうケーキを

嬉しそうにしている姿を見てホッとしました。 

 学修会で、この出来事を思い出しながら先生にお話しさせ

て頂くと 

 『よくお話しされましたね。きっと A 君は、今回のことを

一生忘れないでしょう。親の苦労をその儘話すことはとても

大切なことです。私も、親から苦労を聞いて育ちました。父

から「何としても本家の田んぼを買い戻さなければ」と言う

言葉を小さい頃からずっと聞いて育ちました。 

 父は、何時も早朝から夜遅くまで一日中働き詰めで、その

姿を見て、いつか働いて少しでも親にお金を上げねばと子供

心にずっと思って来ました．その大変な中にもかかわらず、



338 

 

旧制中学まで出して頂き（当時は、小学校迄が当然の時代）

せめてもと思い修学旅行に行くのを止めてその積立金を返し

ました。常に、親は親の苦労を話して聞かすことが大切で

す』 

 と、噛み砕いて分かりやすくお話しくださいました。 

 そのお話を聞いて『親の苦労を話すことで、何と子供は健

気な子になるんだろう。私の子育てのテーマの中には〔親の

苦労を話す〕などは無かったなぁ』と改めて思いました。そ

れもそのはず、母から「親に感謝しなさい」と言われ、私は

いつも『恩着せがましい』と思って否定していたからだと思

いました。 

 母の言い方はどうであれ、何と私は感謝の無い子だったの

だろうか。本当に情けないと思いました。私は、子供を叱る

のに値しない親であることに気付かされました。負うた子に

教えられとはこのことですね。よくぞゴネてくれました。有

り難う A。高橋信次先生ご講演テープの中で「親の反省は、

大学ノート二、三冊じゃ足りない」とおっしゃる意味が少し

理解出来ました。 

 この一件によって、私は親として語れる苦労の少ないこと

や、末っ子の我が儘も、このご縁によって乗り越えられ、そ

して頭の中で考えるのではなく、親もまた、正法の毎日の勉

強を怠ることなく積み重ねることで、必要な時に必要な分、

心から涙と共に湧き出る智慧を大切にしながら正しい子育て

をして行こうと思えたこと、物が無く厳しかったであろうあ

の時代は決して不幸ではなく、人間はそこに足ることを知ら

なかったり、感謝と思えない心こそ本当の不幸なんやな、と

やっと思えることが出来ました。 

 思えば、二年前私は腎臓が良くないと診断された時、すぐ

死ぬという訳では無いのに「私は子供たちに何も教えていな
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かった。一体何を教えれば良かったんだろう」と自分の身体

の悩みよりも、そんな大きい悩みをかかえて久しいのです

が、こうしていろいろ悩み、迷える中においても、助けて頂

き、守られている私ではなかろうかと思わせて頂き、心から

正法にご縁を頂いて良かったと思える私です。偉大な主のお

ことば「光の器を」を、毎夜朗読するたびに守られているん

だなぁと思え、頑張ろうと勇気を頂くのです。 

 しかし、こんな悩み多き乙女心？四二歳ですが、いつも明

るいお母さんを目指し、これからも努力いたしますので、先

生何卒宜しくお願いいたします。 

 大宇宙大神霊・仏様、日々私たち家族をお見守り、お導き

頂き有り難うございます。また、こんな私にも、以前大きな

大きな素晴らしい虹を見せて頂き有り難うございます。謹ん

で御礼申し上げます。 
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【2003-8 月】Ｐ048 

【母の愛 参考と実践】主婦の方の投稿 

 ・・・私が一日の反省をする中で、よく『またやってしま

った』と出てくることは、子供たちに対して、つい感情的に

叱ってしまうことです。特に上の二人、長男（小学五年）と

長女（小学一年）が朝、学校へ行くまでの間、ついつい「早

く、早く」とせかしてみたり、イライラした心で子供たちを

送り出してしまうのです。そこで朝は、口うるさく言わない

で、笑顔で「行ってらっしゃい」を言って二人を送り出そう

という目標を立てました。 

 まず、長男には、一年生の妹にしてあげているのと同じよ

うに、仕度を手伝うようにしました。食事や着替えも、この

子にはこの子のペースがあるんだから、何だかんだと言って

いつも最後には間に合っているんだし、という思いに切り替

えて、「早く、早く」という言葉を飲み込んで見守ることにし

ました。そして笑顔で「いってらっしゃい、気をつけてね」

と言って送り出すようにしました。 

 いつもは帰って来たら、すぐ友達のうちへ行くか自分の部

屋でＴＶゲームをするかの長男が、遊びに行くのを遅らせ、

私と一緒にお茶しながら、いろいろと話をしてくれるように

なりました。そのうえ、何度言っても片づけなかった自分の

部屋を自ら片づけ始めたり、「お母さん、宿題するわ」なん

て、今まで聞いたことも無い言葉を言ってくるようになった

のです。 

 長女は、学校帰りがいつも遅かったので、帰って来ても

「おかえり」と同時に「どこに行ってたの」と叱る言葉も出

ていました。それを叱らずに「お母さんは、大好きな○○ち

ゃんがいないととっても淋しいの。だから学校が終ったらま

っすぐ帰ってきてね」というようにしました。すると長女

は、いつも汗びっしょりになって「ただいま。今日は早かっ
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た？」と言いながら元気に帰ってくるようになり、「寄り道し

ようかなぁと思ったんだけど、お母さんが待ってると思って

急いで帰ってきたんや」と得意げに話してくれました。 

 学校生活は家と違い、わがままも言えないし、いろいろ思

い通りにいかず、時には嫌なことも沢山あるだろうに、それ

でも、二人とも小さな体で一生懸命頑張っている。そんな二

人を癒してあげるのが母親の役目であるのに、朝からガミガ

ミうるさくて、帰って来ても文句を言われて、本当に二人の

心は安らぐ場所も無く、どんなにか淋しくて悲しかっただろ

うなと思うと、たまらなく可愛そうになりました。本当に駄

目なオニのような母親だったと、神と主に対して、そして二

人の子供たちに心からお詫びしました。 

 子供たちに申し訳ないと思う分、初めは意識して作ってい

た朝の笑顔も、少しずつ自然に出来るようになりました。私

の心の中も変化してきたようで、今までになかった母として

の感情が込み上がるようになって来ました。子供たちが側に

いない時でも、ふと二人のことを思うと何とも愛しいという

気持ち、すぐにでも子供たちの所に飛んで行って、二人の喜

ぶことを何かしてやりたい。抱きしめたい・・・という思い

が込み上がって来るのです。 

 今までも決して子供に愛情が無かった訳ではないのです

が、こんなに愛しく思えるというか、抑えられない、何とい

うか、言葉では言い表せない愛情が溢れてくるようになった

のは初めてのことでした。 

 私はやっぱり今まで母親になれていなかったんだなと思い

ました。今、やっと少し母親にならせて頂く一歩が進められ

たのかと思っています。やはり、法を生かした実践をして、

初めて大きな悦びが頂けるようになりました。とても嬉しい

です。 
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 ご著書『人間釈迦』の中に『努力しているという感覚が内

にある間は、まだ本物ではないのだ』『努力が生活にとけ込み

一日一日が一生につながっていく悦びに満たされてくるよう

にならなければならない』と書かれてありますことを心に銘

記して、今回実践出来たことをずっと続け、それがあたり前

の生活になって行きますよう頑張ります。 

 最後になりましたが、今回、子供たちを通して、母親にな

らせて頂くことの難しさ、素晴らしさを教えて頂きましたこ

とを、神と主に対して、心からの感謝を申し上げます。 
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【2004-2 月】Ｐ019 

【お救い頂いて】主婦の方の投稿・・・【2002-2 月】【悦び

を頂いて P324】の続編 

 主人との離婚を決意し、話し合いの前日、○○様よりご著

書を頂いたのが正法との出会いでした。それから、子供が小

学校入学直後、登校拒否になり、初めて学修会に出席させて

頂いてから四年が経とうとしています。 

 結婚してから、主人との価値観の違いや金銭問題等で、夫

婦不調和となり、その中での妊娠、出産となりました。生ま

れてきた我が子は、一六四六グラムの未熟児で、普通の子の

半分しかなく、とまどいながらも、基本的な生活習慣（食

事、睡眠、運動）に気をつけ、子供に大切な事を追求し、私

なりに精一杯育てて来ました。子供の成長は、四、五才ぐら

いで人並みに追いつき、病弱だった子供は健康になり、やっ

と一安心出来るようになりました。 

 ところが、子供は成長したものの、主人との溝は埋まるこ

となく、話し合いでは解決出来ずに平行線のままで、苦しみ

が増すばかりでした。悩んだあげく、離婚を選択する道しか

見つけられず、私と子供の二人だけの生活が始まったばかり

でした。 

 入学を悦んだのも束の間、隣の席の男の子から蹴られて、

学校に行きたがらず、泣きじゃくる我が子を見て、私の心は

不安と悲しみという苦しみへ落ちていったのです。そんな

中、わらをも掴む思いで、初めて学修会に出席させて頂きま

した。 

 丸山先生から「僕ちゃんは、お母さんから愛情をもらえな

くて、不安の心で一杯なんですよ。愛情を与えるには、“まず

日々お母さんの心が法の実践により平安になること、次に心

から精一杯だきしめてあげること、常に明るく楽しい言葉を
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かけてあげる事”です」また、「登校拒否は、夫婦不調和が原

因なんですよ」と教えて頂きました。 

 私は、幼稚園勤務の経験から、子供の心を分かっているつ

もりでした。しかし、実際、母親として“愛情を与える”と

いう事が、全く分かっておらず、我が子の心すら理解出来て

いませんでした。 

 それまでの生活を振り返ると、主人に対して不平不満の心

一杯で、足る事を知らず求めてばかりで、自己中心的でし

た。責める心がイライラとなり、その怒りを主人や子供にぶ

つけてばかりいたのです。主人にも子供にも、悲しく寂しい

思いばかりさせていた事に気付き、本当に申し訳なかったと

反省し、お詫びさせて頂きました。また、子供の肉体の成長

ばかりを求め、“心の成長”を見落としていたのです。夫婦が

調和した中で、明るく楽しく心から笑って過ごす事が出来

ず、子供の心は健全に育つことは出来なかったのです。 

 思い返せば、六才の頃の我が子は、落ち着きがなく、イラ

イラしてお友達とケンカすることがよくありました。子供の

姿は全て“私の心の鏡”あった事に気付かせて頂きました。 

 丸山先生から「おでことおでこをくっつけて、ギューッと

心から抱きしめてあげてください。お父さんがいなくて寂し

い分、温かく心地良い言葉を沢山かけてあげてください」と

ご指導頂きましたので、毎日、実行していきました。 

 〈抱っこ〉による愛は偉大で、エネルギーが満タンにな

り、やる気が湧いてくるのです。また、そのエネルギーを吸

収した私の心も元気になり、お互いの心に温かさが芽生えて

くるのです。 
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 私は、子供を抱っこして、「今まで悲しくて寂しい思いを沢

山させてごめんね。お母さん、△△がいてくれるから頑張れ

るんだよ。いままで怒ってばかりのお母さんでごめん。優し

い母さんになるように努力するからね」と謝る事が出来まし

た。 

 すると子供は、大きくうなずき、私を許してくれるのでし

た。抱っこは、お互い素直になれて、心の壁がとれ、心の距

離が縮まっていくのを感じました。ある時、子供への愛しさ

が感じられ、“この心が愛情なんだ”と実感し、愛の心を感じ

られるようになりました。 

 学校の授業でも、保育の講義でも、また子育ての講座で

も、「三つ子の魂百まで」と愛情の大切さは教えて頂きました

が、“何が愛情”であり、“愛情の与え方”を教えて頂けたの

は、唯一、正法だけでした。 

 それまでの私が探し求めていた、母親として子供に一番大

切な事、それはまず母の心が法の実践により平安であるこ

と、“愛のある抱っこと温かい心、これだ！”と心の奥から悦

び叫んでいました。母親としての道が見つかり、次第に自分

に自信が持てるようになって、心が明るく元気になっていき

ました。 

 朝の登校についてのご指導では「子供さんと学校まで一緒

について行ってあげたらいいですよ。『もう来なくていいよ』

と言っても、ついて行くぐらいの気持ちでね！」と話して頂

きました。子供の手を握り「大丈夫。大丈夫。何かあったら

お母さんが飛んで行ってあげるからね」と励ましながら、一

学期間、毎日一緒に登校し、時々、授業を片隅から見学させ

て頂き、子供の様子を見るようにしました。子供は日に日に

落ち着き、自分の足で前に歩み出そうと頑張れる姿に変わっ
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ていったのです。お陰様で、二学期からお友達と登校出来る

ようになりました。 

 それから次は「子供さんが帰ってくる時には、必ず家で待

っていてあげてください」とご指導頂きましたので、仕事の

調整をして、出来る限り家で待つようにしました。最近で

は、「家に帰ってくる頃には、玄関の外で待っていてあげるこ

とも愛情を与える事です」と学ばせて頂いたので、外で待っ

ていると、寄り道もせず、弾んだ足どりで帰ってくるように

なりました。 

 子供が好きなおやつを用意して、帰って来たら「お帰り、

よく頑張ったね」と褒めてあげ、学校の話をしながら宿題を

したり、一緒にＴＶゲームをしたり、子供が悦ぶ事を一緒に

楽しみました。友達が来てくれた時には、カルタやトランプ

等、一緒に仲間に入れてもらい遊んでいると、友達の関係が

把握出来るのでした。 

 入学当初、学校での友達関係は、力の強さ弱さが基準とな

りがちで、我が子も、その力の強さが人としての強さだと思

い込んでいたようです。小柄で細身の我が子は、力では適わ

ないと不安になり、その心を見透かされて、叩かれたり、蹴

られたりして、泣いて帰ってくる事が度々ありました。 

 私は「力が強い事が全てじゃないよ。本当に強い人は、人

をいじめたり、叩いたりはしないよ。誰にでも優しく出来

て、悲しい思いをしている人にも憂しく出来る人こそ、本当

に立派な人だよ」と話をしました。 

 《我が子の心に不安や弱さがあるから、このような結果に

なるのだから、私がもっと父親の分まで愛情を与えることが

大事なのです。人のせいではなく、私に原因があるのだか

ら、私自身がこれからもっと頑張ろう》と自分に言い聞か
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せ、自問自答しながらやってきました。日々の生活の中で対

話するよう心がけ、子供の言い分は特にしっかり聞いてあげ

れるように努力しているところです。 

 その中で、「自分がされて嫌な事は、しない方がいいよ。自

分も同じ事をしていないかな？と考えてみてね。自分が悪い

と気付いたら謝れるといいね」と話しました。 

 また、ある学修会で、丸山先生から「神様の事を子供さん

にお話ししてあげてください」とご指導頂きましたので、「神

様はいつもお空の上から、ちゃんとお見守りくださっている

のよ。正しい事をしている人は必ずお見守りくださるよ」と

話をするようになった頃から次第に子供が変わっていったの

です。 

 子供は何かあるとすぐに「お母さん、ありがとう！」「僕が

悪かったよ。ごめんね」と素直に口に出して、意思表示がは

っきり出来るようになったのです。段々穏やかになり、表情

が明るくなっていきました。私は、子供の変わり様に、驚き

と嬉しさ一杯で、正法の正しさ、素晴しさに心から感動しま

した。 

 私は“こんなに素直な子供を、今まで沢山傷つけてきてい

たのか”と思うと、心が暗くなり、神様に対して「これまで

の愚かな思い、行い（具体的に申し上げること）をお許しく

ださい。この子を私の子供としてお与えくださり、本当に有

り難うございます」と心からお詫びさせて頂き、次第に感謝

と悦びの心が膨らんで来ました。 

 それから子供は、これまでよりも意欲的でのびのびして来

ました。お友達との問題も少なくなり、親子共々心穏やかに

過ごせるようになったのです。正法によってお救い頂き、正
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法の学修と実践の中で子育てが出来る事に、心から感謝して

います。 

 「母親は産んだから、すぐお母さんになれるのではなく、

まず正法実践について学び、子供に、より豊かな愛情を与え

ることによってお母さんにならせて頂けるのです」と教えて

頂いた言葉に心から納得出来、子供によって一歩ずつお母さ

んにならせて頂いている事に悦びで一杯です。 

 「△△、お母さんを選んで生まれて来てくれて、本当に有

り難う」 

 子供は、母親の笑顔と温もりが一番のようです。「思いやり

合い、生かし合い、許し合い、助け合い、補い合い」の温か

く広い心でそっと包んであげられるよう、まずは私自身が愛

の心ある人になれるよう一歩一歩精進していきます。 

 今、四年前の苦しみがウソのように、心が安らぎ、子供と

心から笑って過ごせている事がとても幸せです。正法に出会

えて本当に本当に良かったです。 

 □□様、○○様には、私達親子・両親を正法にお導きくだ

さり、心から深く感謝申し上げます。これからも何卒宜しく

お願いいたします。 

 丸山先生、愛について、一つ一つ分かりやすく丁寧に、何

度も何度も優しくご指導して頂き誠に有り難うございまし

た。丸山先生にお出会いを頂けなかったなら、今の私達親

子、両親はどうなっていたか分かりません。今、丸山先生か

ら直接ご指導して頂くことが出来、自分の愚かな思い、行い

に気付かせて頂き、修正出来るこの機会をお与え頂けた事が

こんなにも有り難く、貴重で、この上ない悦びです。お陰様

で、母親として成長させて頂き、子供も私も、悦び幸せを感
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じながら生活出来るようにならせて頂きました。本当に本当

に心から感謝申し上げます。これからも頑張りますので、

益々ご指導くださいますよう、何卒宜しくお願いいたしま

す。 

 大宇宙大神霊・仏様、お陰様で今日の平安をお与え頂き心

より感謝申し上げます。 
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【2005-2 月】Ｐ040 

【母と子をお救い頂いて】主婦の方の投稿 

 今年の四月の終わりと五月の始めに、「ご光輪が出られてい

ますので拝見してください」と○○地区のお世話人の方から

お電話頂き、初めて拝見させて頂けたご光輪の美しさに感動

し、悦びいっぱいになり丸山先生にファックスさせて頂きま

した。 

 息子は四月に三歳になったのですが、言葉が出るのが非常

に遅く、私はそのことを気にしたりしなかったりで、一生懸

命しているのに何故だろうと思い、心が重い毎日でした。こ

のような素晴らしいご光輪を拝見させて頂けたのも丸山先生

のお蔭様だと感謝でいっぱいになり、またそのような時でし

たので心が明るくなり、励ましを頂いたかのように思え、そ

のままを書いて送信させて頂いたのでした。 

 その日、直ぐに丸山先生からお電話を頂き、『ご光輪の本当

の意味が分かっていないようですね、自分中心に考えていた

ら法を曲げていく事になりますよ。これでは自分の為に地球

もご光輪もある感じです』とお話くださり、丸山先生は息子

の事をお訊ねくださいました。 

 息子はその当時、単語を少し話すだけでした。丸山先生

は、『ご主人様とあなたとお二人共、自分中心ですね、それか

らお二人ともご結婚されてから、こんなはずでなかったと思

われていると思います、あなたもこの結婚を失敗したと思わ

れた事があったのではないでしょうか』と仰られました。 

 私はこの時点では、自分は失敗したとは思っていなかった

ので、「主人は分かりませんが、自分はそんな事はないと思う

のですが」とお応えしますと、『いいえ思っているように思い

ますが、何か思い当たりませんか』とお訊ねくださり、私は

以前の会でご指導くださる方を盲信していたので、その当時
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話し合いを主人とすると、「何故かしっくりこない、僕が分か

らないのかもしれないが、心がもうひとつ納得しない」など

と言っていたので、私はこの人は本当に神理を求めているの

だろうかと思ったりしたことを丸山先生にお話しさせて頂き

ますと、そういう思い一つ一つが問題になっている事をお話

しくださいました。 

 又、息子を妊娠する前から現在迄の事、私の両親や弟の事

を訊ねてくださり、私達家族の不調和の源を教えてくださっ

たのでした。『両親共に愛情不足で育ち、あなたは充分な愛を

頂けなかったようですね。あなたは呼吸が浅くないです

か？』と先生が訊ねてくださり、私は呼吸が浅くはないです

が、気管が弱くて風邪を引きやすく、幼い頃はよく病院通い

をした事、また乗り物に酔いやすい事をお話しさせて頂きま

すと、『それが呼吸が浅いという事なんですよ、それから目や

鼻、耳もあまり良くないのではないですか』とお訊ねくださ

り、両親の心が円満でないと健全な子供は生まれない事をお

教え頂きました。 

 そして両親の反省をきちんとする事、これをしないと心か

らの愛情を息子には与えられない事、主人の事、息子の事、

また今迄ご指導頂いた会での反省と、項目別に各ノートを作

り、『思い出した事を一つずつ書いて、その一つずつに対し

て、大宇宙大神霊・仏様に何度も謝罪なさることです、又、

特に重要と思われたところは、ノートに赤線を引いて何度も

何度も謝罪してください』と私が間違わないように、そして

解りやすいように、丸山先生は噛み砕いてご指導くださいま

した。 

 私は、五月九日に開催されました大阪地区学修会のオブザ

ーバーに、実家に息子を預けて参加出来そうだという事もフ

ァックスに書かせて頂いていましたので、丸山先生は『子供

がこんな時に、実家に子供を預けて学修会に参加されるなん
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てとんでもない事です、今お子さんから離れてはいけませ

ん。あなたは今、私が話したことが自分の仕事だと思われ

て、毎日一生懸命努力なさる事です。子供さんには、いっぱ

いともかく話しかけてあげて、いっぱい抱きしめて、精々褒

めてあげる事が大切です』とおっしゃってくださり、先生

は、その時息子の声がしない事を気にされて『今、何をして

おられますか』と訊ねてくださり、一人で積み木やブロック

をして遊んでいる事を申し上げますと、 

 『一人で遊んでばかりいたら孤独を愛する人間になります

よ。一緒に遊ぼうと声をかけて。それからお宅の場合、早く

幼稚園に預けた方が良いかもしれませんね。心在る先生のい

る幼稚園を探してください。でもその為にも、経済が安定し

ないとね。ご夫婦は何でも心から話し合って調和していく事

が大事です。 

 それからあなたは心配性ではありませんか。良い心配なら

よいが、あなたの心配は心を毒することになっています。も

っと神仏様を信じる努力をなさる事です』と厳しくも優しさ

溢れる丸山先生のご指導に涙声で応える私に『頑張ろうね、

よくファックスしてこられたね、早めに分かられて良かった

ね』と先生は本当に優しく勇気づけてくださいました。 

 又、『健康祈願文』で息子の名前を入れて拝読させて頂く

際、大宇宙大神霊・仏様に、今迄の自分の愚かな思いや行為

を何卒お赦しくださいと、お祈りさせて頂く事もご指導くだ

さいました。 

 そして、これらのことをノートに記して主人の帰宅後に見

てもらう事と、我が家の経済状態は丸山先生とご縁を頂く前

からずっと悪く、その当時、出張専門の中国整体の勤務状況

では、学修会に出席させて頂けていなかったので、主人を気

にかけてくださり、他にもご指導を頂きました。 
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 思いもよらず、丸山先生からお電話頂き、お忙しい丸山先

生が、沢山のご慈愛溢れるご指導をくださり、何度も神仏

様、丸山先生に感謝のお祈りを捧げさせて頂いていますと、

今迄のもやもやしていた心が落ち着き、ともかくご指導頂い

た通り一生懸命実践しようと思い、その日から反省を始め、

主人に息子に明るい笑顔と明るく優しく話す事を心がけまし

た。 

 そうしている内に、息子も少しずつですが、言葉を話そう

とするように変わってきました。そして、ここで気付いた事

は、息子は言葉を話そうと思っても言葉を知らないという事

も原因の一つだと気付かされました。私は息子と話す事が少

なかっただけでなく、息子の反応を見て先に何かをしてあげ

る事が多かったのです。お茶が飲みたそう、何か食べたそう

と思えば、息子に聞かないでお茶を出してあげて、何か出し

てどうぞ、外に行きたそうと思えば、外に行こうかなどと先

取りしては、少ない対話の中に、息子が話そうとするところ

を摘み取っていたのです。 

 これではいけないと思い、息子の様子でどうしたいか見え

てきたら、息子に訊ねながら、『ママも気付かないことがある

し、○○も、お茶が飲みたいと思ったら、お茶が欲しいと言

ってくれると嬉しいな。欲しいっていうと飲みたいんだなっ

て分かるからね。ママだけでなく誰でもお話することで○○

の気持ちが分かるんだよ。ほらお茶欲しいかな？』「ほしい」

『凄い、言えたね。偉いぞ』と言いながら頭をボンボンとや

さしくなでるという、この時点では、まだこの程度の息子へ

の話しかけでしたが、それでも息子に一つずつ言葉をかけ

て、息子も少しずつ言葉が増えていきました。 

 反省を進めていくと、如何に言葉が少なかったか、そして

経済的なことや主人の事など他の事が気にかかりながら、目

の前の息子に愛一杯の心で過ごしていなかった事が良く分か
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り、これまでの三年間の分も取り返して行くようにしていこ

うと思いました。 

 丸山先生に息子の事で二度目のご指導を頂きましたのは六

月の終わりで、主人が中国整体の会社を辞めて、新しく勤め

先が決まった事を、主人がファックスでご報告させて頂いた

時でした。先生はお電話をくださり、大変悦んでくださり、

息子の事も気にかけてくださいました。少し言葉が増えてき

ましたとお話しますと、『普段あなたはお子さんから話しかけ

られた時、どのように応えられていますか。私をお子さんだ

と思ってちょっと話してみてください』と仰られ、私は戸惑

いながらも大体こんな感じかなあと先生にお話してみます

と、 

 『それではいけない。もっと、「お母さんは嬉しいわー」「凄

いねー」と言って、ぎゅうーと抱きしめてあげてください。 

 もっと悦びを大きく表現して。出来ない事は言わなくても

構いません。出来るようになった事は思い切り褒めてあげる

ことです。ご主人様に対してもそうです。出来ないことは言

わなくてもいいのです。出来るようになったことをともかく

褒めてあげる事です。それが家庭が明るくなる秘訣です。そ

れから、子供の次元にまで降りて遊んであげている親は疲れ

ませんよ』などと愛いっぱいのご指導をくださいました。 

 早速お電話の後、息子と動物のビデオを見ていると、私の

方を見て「ライオン、うさぎ」と指差してきたので、『○○、

凄いねー。これがライオンって分かってママに教えてくれた

んだね。上手にライオン、うさぎって言えるようになった

ね。凄いなー。ママに教えてくれて有り難う。ママはとても

嬉しいー』と言ってぎゅうーと何度も抱きしめました。 
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 息子はとても嬉しかったようで、何度もライオンと繰り返

し、私の顔を覗き込むのです。同じように反応してくれるの

かと私を見つめているのです。それが分かり、何度も悦んで

ぎゅ～と抱きしめました。その後、四角い積み木の片側に、

平仮名の文字が一つずつと、片側にその文字にちなんだ、単

語と絵が書いてあるものがあるのですが、それを持ってき

て、自分が話せるものは、話して私の顔を覗き込み反応を見

るのです。 

 一つ言うごとに、パチパチと大きく拍手して『凄い。凄

い。偉いなあ。上手に話せるからママびっくりしたよ』など

と言って悦び抱きしめてあげると、その内息子も一緒に拍手

しようとタイミングをはかり、合わせて揃って悦び合いまし

た。とても嬉しそうな息子の表情に、私は、随分この子は寂

しい思いをしていたのだと見せ付けられた思いがしました。 

 更に、その日の夕方の事です。近くのミニスーパーに買い

物に出ようと息子と出かけた時に、マンションの前で、三人

で話している中学生位の女の子達に、「ちはー（こんにちはの

つもり）ライオン」などと声をかけて笑いかけるのです。小

さい子供のことなので、驚きながらも言葉を返してくれたの

ですが、続いて通りで会う見知らぬ会社帰りの方や、犬の散

歩をしている人など、誰にでも会う人ごとに同じように笑顔

で声をかけ、人のいないところでは、空を見上げて雲や風に

話しかけたりする息子を見て、本当に驚きと感動でいっぱい

になりました。その日から息子は、益々意欲的に話そうとし

始め、ついこの間までとは考えられない位変わってきまし

た。 

 丸山先生は、『出来ないことは言わなくても構いません』と

ご指導くださいましたが、言わなくても大丈夫なのかなと少

し不安がありました。ところが、褒めることをしっかりして
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いると、嫌がっていた事も自分でするように変わってきまし

た。自信がついて、意欲的になるようでした。 

 何でも子供と二人で共に悦びあっているうちに、最初は少

し演技がかっていた事が本当に心から嬉しく、こんな事も出

来る、あんな事も出来ると有り難く、凄いなあと心から感動

している自分に気付き、今迄は子供と一緒に過ごして遊んだ

りしていて形はいつも一緒でしたが、心は近くになかった事

にも気付かせて頂きました。 

 又私自身の子供の頃はいつも一人で遊んでいる事が多く、

人といるより一人でいるほうが気を遣わなくても良いとか、

悩みがあっても母に話せず、話して「そんな事で悩んでいる

の」などと叱られるよりましだと、誰かに分かってほしいと

思う反面、誰にも言いたくないと、一人で抱えることを好み

心を開けなかった、つまり孤独を愛しており、丸山先生の仰

られたのは、私自身の姿でありました。 

 私は、自分みたいな人間になってほしくないと思いなが

ら、自分自身のような子供に育てている事に気付きませんで

した。子供はともかく可愛く愛しいのですが、どんな風に遊

んであげたら良いのか、どういう風に接していけば良いのか

などと、上から見た母親の立場として、頭で考えていたイメ

ージで子供と接していたように思います。そして、成長の段

階で、何かが出来るようになり、出来るようなったと思い感

動しても、これ位の時期には出来て当たり前などというのが

心にあり、そのような心があったので、子供が失敗したら、

『もう一回やってみる？』とか、何か話かけてきた時『もう

一回言ってみて』など子供の頃、母に言われ傷ついた事を忘

れて、息子の心の側にたってみてあげることもなく、傷つけ

てきた事に気付かせて頂きました。本当に母親の言う言葉で

はありませんでした。 
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 又、自分みたいな思いは子供に絶対させたくないと思いな

がら、両親との反省をきちんとしていなかった為、知らず知

らずに自分の育った環境をそのまま息子に与えていた事に気

付かせて頂けました。 

 息子は、絵本や図鑑を持ってきて、色々と覚えた言葉や単

語を話したり、また分からないものは聞いてくる様になり、

私の後に続いて繰り返して話すようになったり、平仮名の文

字と、それにちなんだ文字の単語の絵が書いてある、パズル

や積み木を声に出して話す事も多くなり、話す事を必死に求

めているようでした。 

 何度も何度も繰り返すので、声が嗄れそうになることもあ

り、少し休もうと言っても、私に聞いてほしい、褒めてもら

いたという気持ちもあったかもしれませんが、今自分が話せ

る事が嬉しいらしく、最初は上手に話せなかった言葉もどん

どん上手になっていきました。 

 そして、いつも話しているので、（あいうえお）から（わを

ん）までの文字や、パズルや積み木の絵の単語などや絵本や

図鑑の中の言葉や短い話も、下手ながら暗記出来る様にもな

りました。ついこの間まで少しの単語と、後は体を使ったジ

ェスチャーで会話していた事などを考えると本当に信じられ

ない奇跡のような事でした。 

 ある日の夕方も、同じ様に、息子と本やパズルや積み木を

通して言葉遊びをしていました。息子が嬉しそうに一生懸命

話してくれるのを本当に凄いなと思い、二人で悦び合ってい

る内、感動で胸がいっぱいになり、こんなふうに息子が変わ

ったのは神仏様と丸山先生のご指導のお陰様なのだと思う

と、ますます胸が熱くなり、感謝で一杯になり涙が溢れてき

ました。 



358 

 

 今、住まわせて頂いている家はマンションですが、晴れて

いる日は、本当に有り難いことに、一日中どこかの部屋が太

陽様の光が入って太陽様を感じさせて頂けます。中でもリビ

ングの大きな窓は西に向いており、お昼から陽の沈む頃ま

で、リビングは太陽様の光で満たされます。この日もそうで

した。私は感動と感謝で心がいっぱいになり、涙が溢れ、太

陽様に向かい、心のままに御礼を申し上げました。 

 『大宇宙大神霊・仏様、いつも有り難うございます。丸山

先生のご指導を頂けましたお陰様で、息子がこんなに話せる

様になりました。愚かな私のせいで話せなかった息子が、こ

んなにも変わりました。本当に有り難うございます。丸山先

生にご指導を頂けましたお陰様です。本当に有り難うござい

ます。神仏様、息子はこんなにも変わりました。神仏様、有

り難うございます……』 

 何度も溢れるまま御礼を申し上げていますと、気のせいか

太陽様の柔らかい黄色い光がオレンジがかって大きく強くな

り、リビングの部屋から南へ続く和室の部屋で私たちは斜め

越しに太陽様を拝見するような感じで座っていたのですが、

和室の壁に少しだけ陽が当たっていたのが御礼のお祈りを捧

げさせて頂いている間に、どんどん伸びて、和室の部屋の壁

ほぼ一面に太陽様の光がまぶしく映し出され、驚いてしまい

何かの偶然でないのかと思いましたが、今までどんなに太陽

様の光が差し込んでもこんな事は初めてだったので、まさ

か、感謝の思いを神仏様は聞いてくださったのではないかと

思うと、驚きと感動感謝で一杯になり、その場で、神仏様

に、丸山先生に何度も何度も御礼を申し上げました。 

 息子も私の様子を見て不思議に思って、「なぁにぃ？」と聞

くので、『○○がお話し出来た事を太陽さんの中にいらっしゃ

る神仏様に御礼を言ってたの。○○が頑張ってお話し出来

て、それは○○も凄く凄く偉い事だよ。でもね、それだけで
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なく神仏様のお陰様なんだよ。そして神仏様の事をいつも教

えてくださる丸山先生が、パパやママに、○○にこうしてあ

げなさいと色々教えてくださって、そのお陰でママは○○と

いっぱい遊べるようになったの。だから嬉しくてその御礼を

言ってたんだよ。○○も嬉しい？ 一緒に有り難うしょう

か』と言って二人で御礼を申し上げました。 

 本当に神仏様には、いつも心を見ていてくださるのだと驚

きと共に感動し、こんな有り難いことも、丸山先生にご指導

を頂けていなければ有り得なかったことでした。 

 初めて、正法の入り口に立てたような悦びが今の心にあり

ます。心の修正課題は山積みですが、この悦びを原点として

忘れず、自己の確立、夫婦の調和、家族の調和を日々精進し

ていかせて頂きたいと思っています。丸山先生、いつも温か

いご慈愛溢れるご指導を頂き、本当に心より幾重にも感謝申

し上げます。 

 愚かな愚かな小さい心の私ですが、主人共々、今後共どうぞ

宜しくお願い申し上げます。大宇宙大神霊・仏様、いつもお導

き頂きまして、どうも有り難うございます。今を生かさせて頂

けている悦び、心に頂けた大きな宝物に、心より幾重にも感謝

申し上げます。 
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