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自力の念仏ではない。また、力を入れて

くてもよいのではなく、宗祖親鸞聖人も

ここまで、お念仏は称えても、称えな

称名であります。

念仏するのではない。如来の方から与え

蓮如上人も「念仏せよ」と仰せられてい

まず第一にあげられることは、念仏は

られている念仏だから自然に称えられる

るということを申し述べました。
親鸞聖人のお導きを頂く私どもは、つ

だろうし、無理に念仏することはない
・・・・そして、念仏してもしなくても

つれてゆくぞの親の呼び声であったと知

られ、念仏申さずにはおられないのであ

ります。

念仏しながら聞法せよ。有難かろうと

有難くなかろうと、念仏しなさい。念仏

しながら聞かせていただきなさい。

信じてから念仏するのではなく、念仏

しながらお話をお聞かせいただくと、念

とめて念仏せねばならぬと思います。
念仏者の生活は、念仏を称えることが

仏が働いて下さっているのですから、必

よい。というふうになってはいないでし

その生活であります。念仏を称えること

ず如来の仰せを聞く身にして頂き、安心

ょうか。
次に、蓮如上人の御文章であります。

をしないならば、それは念仏者ではない

難しいことではありません。どこにい

仏恩報謝のために念仏申せ、念仏は御

心にだけ思っていれば、必ずしも念仏

ても、いつでも念仏申させて頂こうでは

させて頂くと思います。

しなくてもよいという人がありますが、

でしょう。

恩報謝のお念仏であるぞとの御教化であ
ります。
蓮如上人は、つとめて念仏することを

す。

ありませんか。念仏の利益は必ずありま
心にお慈悲を思う人ならば、必ず念仏

合掌

それは間違いだと思います。

ではないことを明らかにするため、念仏

申さずにはおれないでしょう。「念仏申

昭和５０年頃の誓願寺の法座風景

勧められるとともに、念仏は自力の念仏
するのは御恩報謝の念仏であると仰せら

せ」との仰せを聞かせて頂いているので

あります。念仏申すとき、その念仏は、

お救いを信ずるが故に、念仏申すので

陀、連れてゆくぞの親の呼び声

われ称え、われ聞くなれど、南無阿弥

なりません。

すから、仰せを聞く人なら念仏申さねば

れたのであります。
それが明らかに頂かれずに、報謝の念
仏だから、有難いと思って念仏すればよ
い。有難いと思わぬ時は念仏することは
ないという風に考えられた面があるよう
に思われます。
そもそも、念仏とは、名号と称名であ
ります。法体は名号であって、それが衆
生の上に頂かれたものが、信心であり、
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浄土真宗本願寺派 誓願寺
No.567 2022年3・4月号

〒171-0052 東京都豊島区南長崎1-3-8 [電話] 03‐3950‐7828 [ホームページ] http://www.seiganji-tokyo.jp/

副住職
法話

法を聞けよ！法を聞けよ！

古賀明徳

真宗のご法話では様々な鳥が登場致します。共命鳥という2つの頭を持つ鳥。お釈迦様の
前世「ジャータカ」で説かれる様々な鳥。親鸞聖人の名前の中にある鸞鳥という鳥。
そして本日は3月に入り、そろそろ登場致します鶯という鳥について共々にお聞かせいただ
きましょう。
鶯の鳴き声「ホーホケキョ」というものは繁殖期の春夏にメスを呼び、縄張り宣言をするため
のオスだけの特別な鳴き声だそうです。
この鶯の有名な「ホーホケキョ」。本願寺第8代宗主蓮如上人は「法を聞けよ。」と受け止めら
れたそうです。「鶯までもが法を聞けよと鳴いているのに人間に生まれさせていただいた私た
ちが法を聞かないでいるのは本当にもったいないことであるよ。」と今いただいている阿弥陀
様の御心を本当に喜ばれたそうです。
江戸時代の奈良県の清九郎さんという方は阿弥陀様と出遇う前までは酔っぱらって鶯に石
を投げつけていましたが、阿弥陀様の御心と出遇われてからはその非礼を詫び、法をすすめ
てくれる鶯に「ご親切にありがとう。」とお答えになられたそうです。
今私たちが頂いている阿弥陀様の御心。出遇わせていただいたこと、進めてくださったたく
さんの方々に感謝させていただき、共々に喜ばせていただきましょう。
再び、コロナが蔓延している昨今ではございますが、このような時だからこそ、真宗の本を読
んだり、配信されているご法話を聞いたりして、今いただいている阿弥陀様の御心をお聞か
せいただきましょう。
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