新春法話 「一人 一つしかな い命 」
新年明けま しておめ でとうござ います。
いよ いよ平成 十九年 亥 の年が始 まりま した。昨年を振 り返りますと、恒例 の漢字 一文字 でそ の年を表す言
葉 と して 「
命」があげられま した。絶え間なく続く凶悪犯罪や、飲酒 による交通事故、学校教育 で の虐 めなど
など数え 切れませんでした。特 に子供 の命 を取 り巻 く環境 は、 一見安全平和 であ っても、常識 のな い大 人によ
って危険 にさらさ れ て います。 か弱 い命を大 切に見守 って いく社会 の実現が望まれ て久 し いですが、 まず は、
ご家庭 から、ご近所 から命 の尊さを真剣 に学ぶ ことが大 切だと思 います。 「一人 一つしかな い命、 二度 と手に
入れ る ことが できな い、 かけがえ のな い、 はかな い命。命持 つも のはす べて平等 であ る。」と いう ことを小さ
い命 にし っかりと教え て いただきた いです し、私たち大 人も改 め て実感 してほし いも のであ ります。
命 を用 いた言葉 には、 「
宿命 」 「
運命 」 「
使命」などがあります。
これを縁と いいますが、働 いて小さな命が誕生 します。しかし生まれ

「
宿命 」と は 命が宿 る こと、これ は私たち の命 の誕生 は自分 の意志 に基づきません。両親 の２ つの命が溶
け合 い、そ こにな んら か知らぬ尊 い力
る時代、場所、環境 は選 べません。そう した命 の誕生 における環境 を宿命 と呼びます。この宿命 は変え ること
が できません。宿命 に こだわらず、あ り のまま の命 の現状を素直 に認めること で、自分 の生き方が示さ れると
思 います。
次に 「
運命 」ですが、これ は命を運ぶとう いう こと。これには自分 の意志が関わ ってきます。全 てと は言 い
切れませんが、大体 は自分 の日頃 の生き方 によ ってさだま って いくと思 います。楽 は苦 の種、苦 は楽 の種と い
う言葉がありますが、楽だけを求 め て いけば最終的 には大きな苦 しみに出会 います し、苦労を惜 しまず生き る
こと は、 一つ 一つの苦労が花 とな り実 とな って、人生を豊 かにしてくれます。そして大事な こと は日頃 の生活
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にお いて、悪因を つくらず、善因を つむ事 を ここがけ て頂きた いと思 います。悪因とは知らず知らず のうち に
つくられます。それは、健康 のこと であ ったり、人間関係 であ ったりします。暴飲暴食

カー は、体を損ね る因とな ります し、何気な い振 る舞 いや 言葉使 いでも って人と の付き合 いに悪影響を及ぼす
つまり善 いことをすれば、善

ことが多 々あ ります。善因 は、自信過剰 にならず健康 に留意 し、足りる ことを知 って欲を慎 み、人に優 しく接
す る こと で自ずと積まれ て いくと仏様 は説きます。これを善因善果 悪因悪果

き結 果をもたら し、悪 いことすれば悪 い結 果を招くと いいます。こう した ことを心がけ て生活すれば、運命 は
良 き方 へと導 いてくれ ること でし ょう。
最後 に 「
使命 」
、命 を使うと いう こと。 人生 にお いて成 し遂げなく てはならな いと感 じたとき、 そ の人 の命
は大きく輝く ことと思 います。人は様 々な縁 によ って、いろんな 人と出会 い、機会 に恵 まれます。そ のな かで、
自分 の命 を惜 しみなく使う、ここぞと思うときが人それぞれにあ る ことと思 います。そ こにそ の人 の生き様が
あらわれ、自分 の生きが いを感 じることが でき る のではな いでしょう か。
人にはそれぞれ の宿命 があ ります。宿命を出発と して生き て いく中 で、私たち は、多 く の人 々と出会 い、種 々
の環境 にお いて様 々な体験をす る こと で、縁がきづ かれます。そ の縁 によ って運命 が決まり、や が て使命を知
ります。最後 に目を閉 じるとき、自分 の 一生 に真 の幸 せを感 じるか否かは、日 々の私たち の生活 にかか って い
ます。
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新年を迎え、心新 たにして、悪因を作らず、善 因を積 む ことを心がけ て いただければ、皆様 の種 々の願 いは
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き っとかなえられ、ご本尊様 の大 いな るご利益を授 かることと思 います。
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