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騎
き

虎
こ

之
の

勢
いきおい

（虎に 騎乗し走り出したら、途中で 降りることは出来ないほどの勢い…もちろん 行き着くところまで行かなければ止まる事はない。

物事の中止を しにくいさまをいう。我が国 (日本) の たとえで 言えば 「乗りかかった船」 ってこと…でしょうか ）

あけまして おめでとうございます。

平成 22 年は「寅」年…「八泊土星」の「白虎」

百獣の王…邪気を打ち払い 魔を砕き 災厄をはね除ける守護神として…

特に「白虎」は…西方を守護する霊獣…西方は 財運を 司
つかさど

る方角…であり

財運をもたらすと…いわれています。……等々 と 風水的に いいことずくめ…ですが

虎は 褒
ほ

められたり けなされたり その評価は くるくる変わる獣 ですが 尊崇
そんすう

と畏怖
い ふ

は紙一重

この時期 この時代だから 勢いのある状態の「虎」を 譬
たと

えたもの…を…と…。

表題の「騎虎之勢
きこのいきおい

」を… 虎にまつわる「熟語」の中から…

今年の… この時期の… 「年始めの言葉」として…選びました。

物事の中止をしにくい…を 選び すべては乗りかかった船…と 心に号令…を

そして 唯
わたくし

の… 安楽寺の… 今 進むべき道を示唆…この勢いで突き進み…

すべての事柄を「吉」へと… 誘
いざな

い

世界的 大恐慌をも突破…する…出来る…を 願望として 祈り念じ…合掌…を。

何かを変える力届けたい…何かを変えられる生き方を…して頂きたい…

信仰は… 愛は… 慈悲は… 人を動かし 社会を動かす…そんな想いを込めて

皆さまと共に…新しい一年を「挑 戦
チャレンジ

」の年に…

「変化
チェンジ

」を…「挑 戦
チャレンジ

」を…し続ける…年に…

生き方や 考え方をも 変えたい…変えて行きたいもの…です。

我々のこの生は…後々の子々孫々のため…に あるはず…それを「使命」として!。

私たち人間だけでなく すべての存在
そんざい

を含
ふく

めて…「 続く平和 」… と 祈念
きねん

…したいものです。

本年も 何卒 よろしく 御願い申し上げます。

(2010 年) 平成 22 年元旦（…を 迎える吉日に…）

(美術通販の広告文のより…)(「吉語墨場必携」矢島峰月 編著)(十二支の四字熟語)諏訪原研 著) 一部を抜粋させて頂きました。
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改めまして ありがとう存じます。

昨年 21 年度中…皆さまにはいろいろと…ありがとう存じました。

先ず…「お写経」で「公子唯身体壮健之御願」と 大勢の方から 頂きました

普通は「諸願」や「本堂建立」が一番多いのですが それを上回って…

5 月の連休に掛けて肺炎で「入院( 11 日間)」をしたのが ご心配を掛けるきっかけに…

20 年の夏…の 引っ越しの片付けや 積年の疲れも…すべてが一緒出た…結果だったのですが

ず～っと お写経は「公子唯身体壮健之御願」のみ…沢山沢山 お書き頂いた方…

「ご自分の体調も思わしくないのに…」と お尋ねすると…唯先生がいらっしゃれば…大丈夫なんです

私には「唯先生」のおられない人生を考えられないので…自分の為です。

やりたい事も 欲しい物もないし…ただ…お元気でいて下されば それが私の願いで 夢です。

と……。

そんな想い…に 励まされ 守られた一年…でした

元気で秋遍路を乗り切る事も出来ました ホントに「お陰さま…」です

遍路…で 思い出したのですが…今回の遍路にも…孝子さんや綾子さん…他にも…数人の方が

今回も「費用の一端」に…と 金封が届きました。 唯
わたくし

の 懐
ふところ

をご心配頂いて…。

ご自分も「参加」という想いも込められた「金封」…です。

「想い」を抱いての遍路…参らせて頂きました。

いつもありがとうございます。直接お礼を申し上げていません…(いつもの…ことですが)

倉敷の宣子さんから…夏・冬・に届きます「お心」にも お礼を申し上げないまま…

今回も継続のご入金だけでない…金額が 日を隔てて 振り込まれていました。

お電話を差し上げたら…時期が外れていますが「献金」に…と

何か気づかれた時…ご送金頂いています。お手紙には「来春のご落慶を楽しみにしています」と

孝子さんの暮れの「お福豆」…今年も届きました。 唯
わたくし

より年上…ご高齢…でも まだ現役でお仕事に…

お元気でおられる 印
しるし

を…幸せ噛みしめながら…(今回はお正月まで取って置き…しています) 楽しみに頂いています。

日本人に欠かせない「お米」それも新米が出来ました‥と お届け頂いたり

東明さんと 房子さんから… 一年を通じて 生きていけるだけの糧
かて

を…

こんなに幸せ…なんですから ほんとに幸せです だから 唯
わたくし

がやらねばならない事…

一生懸命 ほんとに「やるきゃない!!」でしょう

そのやる気に…なった為…又々 皆さんを苦しめる「献金」という…道連れを…

お四国 六番札所 安楽寺 ご住職さまへ 明慶師が ご連絡の電話を…お陰さまで

私たち 33 人…ご住職 自ら堂内を案内…数々の み仏を拝見・ご説明も頂きました。

とても大きな…お寺で 同じ安楽寺…でも「雲泥の差」「ピン・キリ」…です。

先日…秋遍路から戻りました折…看板の件もあり…お礼方々 明慶工房へ伺いました。

半分以上出来上がっていた 私どもの「十一面観音さま」を前に 3時間を越えるお時間を頂き…
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聖天さまに 関わる 大切なお話や お願いを…そして あちら こちらにお電話まで…して頂き…

かなり…深い 濃い お話を…いずれブログ「天則院・安楽寺」にてその件書かせて頂きます…が

さて

正面玄関に「聖天堂」を…屋根ごと 取っ払って(かなりの…)増築・改築・…を致します。

1 月 10 日の「グループ接心」後から…と 本日（12／22） 依頼しました。

「神仏
か み

さま」のお祀りさせて頂く「須
しゅ

弥壇
み だ ん

」を…２台とそれぞれの壇にお道具を…

外に「手水舎
て み ず や

」も「お手
ト

洗い
イ レ

」も…川側の石垣の崩れも(直せば土地は増えるのですが…買うほど掛かります)…

手持ちでは済まないお金を 掛ける…掛けなければ前に進めない…

すべてを捨ててでも…安楽寺に徹しろ!!と…ご託宣…新しい選択…は 許されない様な激しさ…

全て…とは『部屋』の続き…ではなく…真言宗 安楽寺 住職…として…

『部屋』に…公子
こ う し

唯
ゆい

に 拘
こだわ

る方… 拘
こだわ

らない方をも 含めて 全てを捨てて 一から始めるから…

唯
わたくし

が 拘
こだわ

った「千」という数字に…繋がる?と仰せなのでしょうか

捨ててこそ浮かぶ瀬（背?）もある…と… このまま…このまま…じっと背を丸めていれば…

ローンを払い込めば…何も気にせず…どなたにも ご迷惑掛けず 密
ひそ

やかに続けられる…という 選択肢も…

すべてを切らず 誰にも負荷を掛けず…の 道が見えなくて 苦慮しました

どんなに考えても…答には繋がらない…のは…

降りて来られた…望んでおられる…意味を解してないということ…

今 何のためなのか 今 だから この時代だから お力が…必要なのに

何もせず ただ密
ひそ

やかな お祀りでは 唯
わたくし

の処に 降りた意味はない との お怒りは

あらゆる言葉になって 叱咤激励となって… 激しく 厳しく 迸
ほとばし

ったのです

聖天さまの思し召しに添えることを念願とし精進したいと…。

皆さまに聖天さまとの結縁を得て頂きたい…。

12 月 20 日の「グループ接心」28 名(狭い…と 思っていましたが 30 人位入れるんだ…と)

迷いに 迷って座
ざ

して 頭
こうべ

を垂
た

れて…皆さまに「献金」の依頼を…させて頂きました。

その夜…眠れなくて 皆さまからのメールを 待ちました…22 時…22 時 30 分…23 時…

やはり「本日申し上げたました事…撤回させて頂きます どうぞ気に なさらず新年を…」の

メールを「時々ドキドキ日記」に 掲載を…と 何度 思ったことか

「撤回」という 文字が 頭の中を グルグル回り始め 後悔が 渦巻きました

23 時…みなさまの答…が…答に繋がるメールが ポツポツと…

ホっとする…答 ばかりではなく… 全ての方に受け入れられたのではなく…（当然…ですよね）

やはり…堪
こた

えます 堪
こた

えました。この状態（の 唯
わたくし

から…は）叱れない様な…

ご自分の あなたの 生き方…「それは違うだろう…」と 今までの生き方を…正してみたら…と

言いたくなる様な方も…。好きに生きて来たのなら この後も 好きに生きれば……
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そんな中… メールに載せない前提の…フルネームで Ｔクンから「 自分が 何とかしたい…」

「来世で 又 唯先生にお逢い出来ることを 目標に 今世を突っ走りたいと思います。」

既婚者です。奥様を説得…又 それに応じて下さったのでしょうね

了解を得ています…とありました。

明くる日 用事があって その奥さまに 逢われた方が

とても良い お顔をしておられました…と…

もちろん 有り難いお心ですが 「銀行に借金」を ということだったので…

丁重にお断りしました。お心だけで充分…です。と…

取りあえず○○○万円をと…明示…戴けました。

この結果を書くことで お心に差し障りのある方も…おられるかも…と

少し気に掛けながらも… 唯
わたくし

は 嬉しくて 頑張れる心に…奮起出来る心…に

なれましたので…書かせて頂きました。ありがとう存じます。

そして差し障りのお心に ごめんなさい

又々 後日談です （12／23）どなたかのブログメールにも 書かれていましたが

「不安は…」との問いに「不安なんてない、唯先生がついていて下さるから大丈夫。」

そうして何の揺らぎもない確信を持って とても柔らかい笑顔で

さらりと言葉にされました。 （とさ…。）

この時代 この時期 一番 必要なことに 手を 力を 貸して下さる「神仏
か み

さま」

大聖歓喜天さま…が 安楽寺 唯
わたくし

の処に 降りて来られましたのは 21 年の 1月 12 日…

御厨子の修理の為 今 京都に……

御前立ちの「十一面観音さま」は 21 年 3 月 20 日…大仏師松本明慶師に依頼 …

22 年 3月末には「十一面観音さま」…聖天さま共々に…お揃いで お戻りに…

(松本明慶師に御願いしております「安楽寺」の看板も一緒に出来てきます)

聖天堂建設の為の… 依頼を 致しました。

どうしても やらねばならぬことに手をつけました。

後手の お願いで 申し訳ございませんが

会にご出席でない会員の方々にも…この場を借りまして 御願い申し上げます

何卒「献金」に ご協力を…伏して 御願い申し上げます。

ご無理のない お心の限りで 結構でございます。

少しずつ…でも 出来る限り 大勢の方の お力をお借りして……

と いうほど 会員の数は…ない…のですが。

新しいお寺が出来ていく様
さま

を見て頂ける…後の世に伝えられる「安楽寺縁起絵巻」…を…

こんな機会はそうない めったに出逢えない…と思います

ある意味の歴史に遭遇しているのです

あなたの子孫が…お祖父さん・お祖母さんがここの建設に関わったんだよ…と

少し誇らしげに…語っている そんな風景を 想像して下さいませ

普通の人生では 出逢えない「軌跡」に 遭遇している…のです。


