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「差別」と「区別」

照 れの「をを 示認わるも達かそし近つ持今元 視因題クタる誠今別
し順ま３違認乗でしめれのの人れがてい」っの来実点にのハッとに、」さ
てにすついめりすてるてでで間て悟、意とて社、はかあ多ラク感遺こにて
、３。のにあ越のおこいすあはありそ味読お会仏、らるく、ルじ憾のつ、 れ感の雨りばで鶯分と
書つ 世よっえでりとる。る、りののでみり的教こ考のはパ問まな相い本 まじ時のま、いのに夏毎
いの 界ったた、まが「し、必ま世違使ままな用のえで、ワ題す事違て号 せる期しす蝉ま鳴なの年
て世 にて上悟整すで差かとずす界いわしし意語「らは潜ハや。件が綴で んここと。のしきり狭、
ま界 分優でり理。き別しい相。でをれてた味で差れな在ラ、例やなっは 。とそし虫大た声ま間こ
が、とた合がにすにの
いと 類劣行のを な」、う違言あ乗て、。とも別まい的問児え問さて「
で季降ち唱、春。い季
り昨 でを動世す いは現こをいるりお今差はあ」すかな題童ば題れま区
き節るもが梅の少る節
ま今 きつで界る 幼、在と感換と越りの別異りと。、差。虐、がない別
るやこお聞雨到し不に
しの るけき」と 稚そ社をじえ、えま「をなまい と別こ待ア発いり」
の命のとこが来前思な
ょ問 とるる、、 なの会表てれおたし区「るしう 仏意れ問メ生がまと
かを「なえ明をま議る
う題 考世世「「 状違的ししば経世た別し意た言 教識ら題フしたす「
も一間してけ喜でなと
。を え界界違違 態いにてま、に界。」ゃ味が葉 的がの、トてめ。差
し層」く参れんは気春
参 ら」」いい をを使いう私書こそにべを、は な原問セのいに昨
、
、
、
う特みな区すをにをて は前差と人大か私そいもとてれ難ラ振男とた上態た違密のが ら付相や
でに出が別。大優許い同な進別」を切そ
。達れる自でいをしとり女化上はにめい閉構絶日れけ違パ昨
す試すらしそ切劣すまじいすかこ大にれはがの覚すた黙いなかですで下なににさ図対本まるにワ今
。さ勇接てのにをとせ人でるらの切すはど露でも。節認こっざも可応のっ、よれが、はす、優ハ、
れ気し、気しつ、ん間しこ区精にる、う呈すなつがしとてし生能対能て差った一下儒。そ劣ラよ
てがよ認持たけそ。はょと別神すよ「すさ。くま少たはして殖性し力し別て社般は教 のをのく
い昨うめちが、のふ一うなへこるう自れれ日差りなり、ま言能がなやま意優会的服思 精つ原話
る今とあこり自違と人かの一そこに分ばて本別、か、今い動力あけ才い識位組な従想 神け因題
よは踏いそま分い気と。で歩が 、をよい仏を本ら当まますやりれ能まをな織世とが 性、とに
、
いま教し人ずたですれ、まば、す作地に界い相 に価しな
のす界てたありの。ば腕す、人。り位おでうま あ値てる
で。もしちる前社こ、力。パ格例やをいす上っ る観はセ
しで昨まはとだ会こセのまワをえす保て。下て とを、ク
ょは今っ悪いとはでク差たハ認ばいつは特関、 考押そハ
う、はて気う思、、ハを、ラめ、状が、に係上 えしのラ
こっそ
り面すり特つも未官とた人 らことの とこ のでに いたガ
こ上。リになな病のいめ類番ばの来生こ」とそできな寝内まッ 6
そでイス高がるに炎う、は組「２まきれだ」れするるた容見テ月
がはンク齢りとな症こ周協で慈つし方をそとは。行リきをてン 6
り
、なタをにをいりをとり調は悲をたで見う「、 動スや放お』日
大く－低なもう、抑はのし、」仏。はたでつ「 がク 送りと放
事、ネ減っつの寝え、人て生と教とな時すな人 ２を脳しまい送
卒
な実ッさたとでたる遺に生物「用言いに。がに つ下中てしうの
よ際トせ時いすき働伝親存学縁語いか、 り親 あげ おた番『
うのとるのう。りき子切し的起でま、正 を切 るる、りら組た
心
でついよ寝こま予をがにてに」表すとに もに とこ臓ま、をめ
すなううたとた防し各すいはですのピ仏 つす いと し面たし
病
。が画できが、にて器るた、すなもン道 こる うが た白まて
。 、
。
、
、
たを にれ代 ん生く切すが見す同こなそあ必仕出てまの発
の身正説、にか。活生に。多渡。時とがのっず事来 1 しデ生孤
かをに法入おの がきし仏いすそにはり御て、仲ま人た－率独
と以、を寂いお 良るて道よとう、自を縁存誰間せで。タをは
思て健しすて釈 いと、にう長い健然もを在かやん生人も 3 心
わ お 康 て る 80 迦 の い 御 則 に 寿 え 康 の っ 大 し し 、 。 き は 紹 倍 臓
れ示におま歳様 かう縁っ見でばの道て切てら趣地てど介に病
まし生りでまも もシをて受健、た理生におと味域いうさしや
すいきま弟で、 しンあ、け康仏めできしりの仲のくやれて脳
。たるし子生あ れプり人らな教なあててま御間方こってい卒
だ秘たたきの まルがにれ僧界のるい、す縁。やとたおる中
い訣。ちら時 せなた親ま侶をでとくつ。が 、はっりとの
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しのい今の入そ門の り入とりて元
て入ほのでりのと入中まりなをみ々お
もりど玄し口後いり世し口る意まは家
発口大関たを、う口でた、場味す仏に
展はきと。玄武意こは。と所しと教は
し、なはま関家味そ、 い。ま、用必
て同も比たと屋でが禅 うつす「語ず
い時のべ、呼敷定、宗 意まの玄であ
きにでも当ぶが着さの 味りで」しる
ま社、の時こそしと道 を、、とた玄
し交武にのとれまり場 持悟そは。関
たの家な玄ににしへの っりの深字。
場屋ら関し倣たの正 てへ関いを実
と敷なはたい。関面 おの門悟見は
、 、
要口場すの か小 なししも主そに家
なととが入現ら僧 いてた玄かの重の
のし考、り代出た 場、。関来為要接
かてえ家口で入ち 所寺そか客、な待
も考、庭とはりは とののらの玄意場
しえ悟こ化、す、 な玄風のみ関味と
れるりそし玄る裏 っ関習出でかをい
まこへがて関のの てはは入あらもう
せとの修おはで勝 お住今りっ出つ意
んも入行りたす手 り職ではて入よ味
。必りのまだ。口 ましも許、りうに
すか残さ妻でにお
。出っれやきない
入てま家るりて
りおせ族のまも
出りん等はし非
来までで家た常
。

玄
関
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こ盆おに死す自ろそと こ まおり例
とに話従なれ分餓こ 3 昔と施す盆まの今
な１がっずばの鬼で日、を餓。とすよ回
の回あたにそたは、でお言鬼 はがうの
でとり弟すのめ「ど死釈いと 、、にそ
すいま子む功に無うん迦まは 異実ごも
。うすはだ徳仏数すで様す読 なは案そ
（も。３ろに法のれ餓の。ん る日内も
僧ので日うよ僧餓ば鬼弟 で 背本を論
はです後」っの鬼そに子 字 景のおは
毎はの、とて三とれなが の と各出「
日なで死言、宝多がる、 如 し家し施
行く、なわ餓（く免ぞ餓 く てのし餓
っ毎施ずれ鬼仏のれ」鬼 、 発先て鬼
て日餓にたも、僧るとに 餓 展祖い」
おで鬼助そ救法たか脅会 鬼 し精るで
りも会かうわ、ちとさい に た霊施す
ま行自っでれ僧に問れ「 供 行を餓。
すっ体たす、）食うまお 物 事供鬼毎
）てはと。おにをたし前 を で養会年
よ、いそ前供施とたは 施 あすで、
いおうれも養しこ。あ す りるあ慣
、

そ
も
そ
も
施
餓
鬼
と
は
な
に
か

１．結婚致しました
小僧の常寛が、去る三月十七日
に普賢寺本堂にて、結婚式を挙
げさせていただきました。

２．寺庭（僧侶の妻）の挨拶文
この度、常寛さんと結婚致しま
した恵利子と申します。
先日、お彼岸の際にもご挨拶を
させて頂いたのですが、私は常寛
さんと出会うまでは仏教やお寺に
ついて詳しくなく、まさかお寺の
方と結婚することになるとは思っ
てもいませんでした。しかし、ご
縁があり、このように嫁ぐことに
なりましたので、これからは仏教
のこと、普賢寺のことについて勉
強し、普賢寺を支えていきたいと
思っております。建設系会社に勤
務しながらですが、毎月28日の護
摩や、お彼岸お施餓鬼等には普賢
寺にて皆様をお待ちしております。
小野恵利子

お自ざ祖 感えのれ りこ 整行わこてせ来そ
り身いのそ謝る時て私まこおえ事るの鎌の、の
まにまたしす時もい達すで経てはお行倉道各施
す施すめてる間あるの。ははい、話事時に家餓
。すのに、時でり時心 、伝るごとを代もの鬼
特でお施間もまもと 餓説と先した以つごを
別、墓餓であすあい 鬼的い祖てだ降な先す
な御参鬼もり。れう となう様終のにが祖る
時縁り会あま施ばも は話こだわお定る様こ
間のをとるす餓、の 、のとけらと着とへと
をあすいの。鬼心は 実側ででせぎしいのに
過るるうでそとに権 は面もなて話てう供よ
ご方のこすしはゆ力 自とあくものまこ養っ
しやだと。てそと、 分極り、結よいとをて
て、けで 、んり金 ためま供構うりです、
い横でも そなを、 ちてす養なにまおる皆
たにはあ の自も承 の現。をの感し盆事様
だいなり 心分て認 心実 すでじたのがは
けるくま をたてな そ的 るでて。行で功
た方、す 以ちいど のな 側す、 事き徳
な、折の てのてな も側 のが先 と、を
らそ角で 、心、ど の面 私、祖 セ自得
、しの、 ごに大、 をが た実供 ッ分る
とて機た 先施ら欲 表あ ちは養 トたこ
願、会だ 祖しかに しり の、に にちと
っ自でご 様をなま てま 心こま なもが
て分ご先 に与心み おす をのつ っ幸出
。

