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2012年 11月 第 10巻第 11号 

 

かく語りき－聖人の言葉 

 

「神はすべての人の中におられるが、

すべての人が神の中にいるわけではな

い。だから我々は苦しむのだ」 

（シュリー・ラーマクリシュナ） 

 

「わたしは世の終わりまで、いつもあ

なたがたと共にいる」 

（イエス・キリスト） 

 

今月の目次 

 

・かく語りき－聖人の言葉 

・今月の予定 

・2012 年 6 月の逗子例会 

「主ブッダの説いた奉仕の教えの実

践」 曹洞宗・長寿院 篠原鋭一住職

による講話 

・活動報告 

・忘れられない物語 

・今月の思想 

 

今月の予定 

 

・生誕日・ 

 

スワーミー・プレマーナンダ  

12 月 21 日（金） 

クリスマス・イブ 12 月 24 日（月） 

 

・行事・ 

 

12 月 2 日（日） 

札幌講話 

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428 

 

12 月 4 日（火） 15：00 

龍谷大学にて講話 

場所：京都市下京区七条通大宮東入大

工町 125-1 

テーマ：スワーミー・ヴィヴェーカー

ナンダとタゴール、そして日本 

対象：どなたでもご参加できます。 

お問い合わせ 

：http://rindas.ryukoku.ac.jp/access/ 

 

12 月 9 日（日）、16 日（日）  

14:00〜15:30 

ハタ・ヨーガ・クラス  

場所：逗子新館（アネックス） 
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12 月 16 日（日） 10：30～16：30 

逗子定例会 

場所：逗子本館 

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428 

 

12 月 21 日（金） 

ナラ・ナーラーヤナ 

現地でのお食事配布など。 

お問い合わせ：佐藤 090-6544-9304 

＊１月は３日（木）になります。 

 

12 月 24 日（月・祝） 19：00～21：00 

クリスマス・イブ礼拝 

場所：逗子本館 

お問い合わせ：逗子協会 046-873-0428 

 

※来年 1 月 1 日は、新年恒例のカルパ

タル（三寺参り）が予定されています。

スワーミーと一緒に、鎌倉八幡宮、鎌

倉雪ノ下カトリック教会、鎌倉の大仏

と、3 つの宗教の聖所をお参りします。

皆様どうぞご参加ください。 

 

2012年 6月の逗子例会 

ブッダ生誕祝賀会 

 

2012 年 6月 17 日（日）、6 月の逗子例

会にてブッダ生誕祝賀会が開催されま

した。祝賀会は、逗子センターの別館

でスワーミー・メーダサーナンダによ

る礼拝と供物奉献で始まりました。ブ

ッダ生誕祭では毎年仏教の僧侶をゲス

ト・スピーカーとしてお招きしていま

す。今年は、曹洞宗・長寿院（千葉県

成田市）の篠原鋭一住職にお越しいた

だき、「主ブッダの説いた奉仕の教えの

実践」をテーマに講話をいただきまし

た。 

 

初めに、スワーミーが篠原住職を紹介

しました。「ヒンドゥー教では、お釈迦

様をとても尊敬しており、お釈迦様を

神の化身と考えています。我々のイン

ドの本部であるベルル・マトでも、お

釈迦様の誕生日を祝います。ラーマク

リシュナ僧団では宗教の調和を説いて

いますから、お釈迦様だけでなくイエ

ス・キリストのお誕生日も祝います。

神様は一人ですが、信仰の数だけ道が

あり、我々の聖典だけが正しいという

のではなく、すべての宗教を尊重して

います」 

 

「本日ご招待した篠原鋭一さんは、長

寿院のご住職をされている他、『できる

ことからボランティア』というグルー

プと NPO 法人 自殺防止ネットワーク

『風』の二つの代表をされています。

ライフワークとして、他国への教育支

援と自殺防止活動をなさっています。

1979 年にはカンボジアで難民救済活動
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も行っていらっしゃいました。1995 年

からは、自殺願望を持っている人たち

のために無料の電話相談を行っていら

っしゃいます。これまでに一対一の相

談や全国での講演活動などを通じて、

自殺を志願している人たち 6 千人以上

の救済に努めていらっしゃいました。

また本もたくさん書いていらっしゃい

ます。この度は、鈴木法拳さんのお取

り計らいにより、今日の催しが実現し

ました。ご住職が自ら実践されている

ブッダの教えと奉仕の精神について今

からお話しいただき、私たちもそれを

実践していきましょう」 

 

主ブッダの説いた奉仕の教えの実践 

篠原鋭一住職 

 

今、日本では二つの大きなものがまわ

っておりません。一つは経済が全くま

わっていない。もう一つは人間の優し

さです。昨年あたりからマスコミを中

心に絆という言葉が連呼されています

が、今、日本に本当に絆があるかどう

か分かりませんね。絆ということを言

うのであれば、日本はもう一度その絆

を再生する様々な活動を展開していか

なければならない。 

 

日本は戦後、教育の中に宗教というも

のを取り入れなかった。宗教と言いま

しても、一つの宗教を押しつけるとい

うことではありません。人間が生きる

一つの羅針盤として様々な宗教があり

ます。憲法では宗教の自由を定めてお

りますからどの宗教を選んでも構いま

せん。しかし、正しい宗教を持って、

正しい人生、穏やかな人生を歩むべき

だというような意味を持つ条項が憲法

から一切排除されてしまいました。そ

の結果が、現在のこういう状態を生ん

でいるとしか私たちには思えません。 

 

ブッダの教えと日本 

 

基本的に宗教では、亡くなった人のた

めに説かれたものは一つもありません。

生きている人のために、生きている私

たちがこの世で幸せになれるように、

なるべく具体的な道筋を事細かに、そ

れぞれの宗派の言葉を使って説かれて

いるのです。ここに『原始仏教』とい

う本があります。これは、お釈迦様が

ご存命の頃に語られたことをまとめた

ものなので、原書はパーリ経典、ある

いはサンスクリット語で書かれていま

す。これを拝見しても、亡くなった人

に対して説かれた教えは一つもありま

せん。今日このように皆さんがお集ま

りになって儀式を共にして学ばれると

いう形は、ごく正常な宗教、信仰を持

っている方々の姿です。儀式はいらな

いじゃないかという風潮が最近出てい

ますが、儀式というものは心の表現で

あり、ただ心の中で思っていれば良い

ということではありません。先ほどの

ように皆さんで三帰依文を唱えると、

心が仏に向いていきますね。 
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日本の仏教は、今や原始仏教というも

のが見えにくくなってしまっています。

ご存知の通り、仏教というのは北方仏

教、南方仏教と分かれ、北方仏教がと

りわけ中国から朝鮮半島を渡った間に

世俗信仰と混ざって、日本に渡った時

に独特の仏教となりました。例えば、

皆さんがお葬式の時に黒い喪服に身を

固めて参列なさいますが、これは完全

に中国の儒教の形であって、インドの

お釈迦様の時代にはそういうことはあ

りませんでした。また、本来お坊さん

は労働をすることはなかったのですが、

禅寺で自給自足が始まり、袈裟が労働

に邪魔になるということで簡略化され

ました。今日私が着ているのがその袈

裟です。この袈裟の模様は田んぼと畦

道を表しています。お釈迦様が在世の

頃、村々を歩いて托鉢をなさった時に

ある農家の方から指摘をされます。あ

なたは働かないで食糧を集めてそれを

食べているが、そういう生活は如何な

ものかと。するとお釈迦様は、あなた

方は田を耕していますが、私はあなた

方の心の田を耕している、あなた方は

米を作り野菜を作って人々を幸せにし

ているけれど、私はあなた方の心の田

を耕してあなた方を幸せに導こうとし

ている、と言いました。その象徴がこ

の袈裟なんです。 

 

ブッダが説かれた教えというのは、私

たちがこの世に生を受けて人間として

生きていく上で、こう生きることによ

ってあなたは幸せになるはず、という

ものを、ほとんどがマンツーマンでお

話しになっています。ここがお釈迦様

のすごさだと思うのですね。もう一つ

は、お釈迦様の時代にもあの世はある

のかないのかという質問が相当ありま

したが、それに対してお釈迦様は無記

の姿勢を取りました。つまり、分から

ない、行ってみれば分かる、というこ

とです。お釈迦様の考え方では、あの

世はあっても無くても良いのです。今

生きているこの世で幸せになることこ

そが第一目的ではないですか、そのた

めに私が説く様々な比喩を用いた教え

を実践してください、というものです。

お釈迦様はかなりきつい言葉もおっし

ゃっています。名医があなたの体を診

断して、あなたはこういう病気ですか

らこの薬を飲めば治りますよと告げた

のに、あなたがその薬も飲まずに病気

だ、病気だと言っているのであれば、

それはその医者の責任ではない。同じ

ように、私が説いた教えを実践せずに

幸せにならないと嘆くのであれば、そ

れは私の責任ではない、と実に明快な

ことをおっしゃっています。 

 

自殺と無縁死 

 

私が 20 年間向き合っている大きなテ

ーマは自死、自殺の問題です。残念な

がら、日本では今、年間 3 万 3 千人近

い方が自ら命を絶っておられます。も
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う一つ、少し古くなりますが NHK が放

映していた番組で、「無縁社会」となっ

た日本、つまり自分と自分以外の人と

の関係が切れてしまっている日本の社

会で、ひっそりと亡くなっている方が

年間 3 万 2 千人と言っていました。こ

の方々の人数を合わせると 7 万人近く

になるのです。 

 

昨年、中東のアルジャジーラという

TV 局から 10 人ものスタッフが私の寺

に来て、日本のこのような状況を取材

しました。私がプロデューサーに、な

ぜこれだけの人数を動員して日本に来

たのかと尋ねると、日本は今の世界で

珍しい、考えられない国だということ

でした。無縁死と自死で年間 7 万人も

の生命が消えているが、こんなことは

戦争があったってない。日本のどこか

にとてつもなく大きな穴が開いていて、

その穴が日本人を死へと吸い込んでい

くのではないか、その穴を探して撮影

し、ヨーロッパや中近東で放映したい

と言いました。これは当たっています。

彼らが言った大きな穴とは何かという

と、日本の社会です。 

 

自殺という言葉は自ら殺すと書きま

すが、これは古今東西ずっとありまし

た。三島由紀夫さんが割腹自殺をしま

したが、実に計算し尽くされた人生の

幕引き、明らかな自殺です。ところが、

私の経験から、今自殺として数えられ

ている方々に一人として自らの生命を

絶ちたいと思っている人はいません。

今の日本の社会構造が、一人の人にと

ても多くの苦悩を背負わさざるを得な

い社会状況になっているのです。私は

これを多重苦と言っています。 

 

多重苦 

 

リストラされたお父さんがすぐに自

らの生命を絶つということはありませ

ん。リストラから経済苦、そして家庭

崩壊、子供が学校へ行けなくなりその

後の就職の問題が生じる等、自己の責

任でない様々な苦悩が次々に押し寄せ

た時に、存在の否定ということが起こ

ってくる。リストラという言葉でごま

かしているけれど、それは、あなたは

もう必要ありませんとその人の存在を

否定する行為です。自己有用感という

言葉があります。自分の存在がそこで

認められていると感じること、夫婦で

言うならば、あなたがいて私は幸せだ、

と言い合える関係です。 あなたは私

にとって必要ありませんという決断を

下されてしまった方というのは、生存

が否定されたことで孤独に襲われてく

るのです。孤独というのはまだ解放さ

れることができますし、ある種の孤独
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感は誰でもあります。誰かが寄り添っ

てくれたりすると、それは和らぎます。 

 

ところが、他との関係が断絶すると孤

立ということになります。今、私のと

ころには高校生もやって来て、消えた

いと言います。本当に心が通い合って

互いに心を許しあえる絆という思いを

持てない人が、15 才から 80 才以上のお

ばあちゃんまでいます。そうすると孤

立するのですね。孤立すると、死にた

い、自殺したい、どこかに行ってしま

いたい、と思う。ここのところが非常

に大きなポイントなんです。孤立をす

ると自死念慮が起きるのです。ここの

所で、どうしたの、良かったら私に話

してくれないか、私にお手伝いできる

ことはないか、と言葉をかけられた孤

立者は、私にも寄り添う人があったん

だと感じ、ゆっくりと孤立からの解放

が始まります。だから私は昼夜を問わ

ず、相談の電話を受け、お会いできる

ようにしています。孤立から解放され

ると生存への意欲がゆっくりと芽生え

ていって、ほとんどの方たちは立ち上

がっていきます。しかし、自死念慮が

湧いてきた時に誰からも声をかけられ

ないと、その時には自死実行というこ

とになってしまいます。 

 

ある日 77 才のおばあちゃんから電話

がありました。6 年前にご主人を亡くし

た方で、首を吊ろうとしたが縄が切れ

て死ねなかったので、もっと強い縄を

送ってほしいと言うことでした。私が

それをしたら自死を手伝うことになる

のでできないが、おばあちゃんに生き

ていこうという思いが少しでもあるな

らばすぐにでも会いに行きますと答え、

成田から青森の花巻まで飛んでいきま

した。この女性は 5 人の子供を育てた

そうで、5 人とも家族を持って仙台に住

んでいるがこの 5 年間一人も会いに来

ない。手紙を出しても返事は来ないし、

電話をかけてもすぐに切られてしまう。

私は捨てられた人間だからお墓に入っ

てもいいでしょう、とおっしゃいまし

た。私は、お友達になりましょう、ど

んなことでも話し合いましょうと言い

ました。今は週に一度電話があります。

こういう例はたくさんあります。 

 

問題は日本社会のあり方 

 

これを単なる親子関係の問題と取っ

てしまったら、まさに親子の自己責任

であなたたちが解決したら良い問題だ

となってしまうが、それでは本質を間

違えます。いずれ日本が高齢社会とな

るということは、今から 50～60年前か

ら分かっていたことなのです。こうい

う状況が来るということに何ら手を打

たなかった日本。その日本とは誰か。

皆さんであり、私たちなのです。他人

事ではないのです。この間、仮設住宅

の中で一人のおばあちゃんが亡くなっ

ていました。メモの中に、私のような

年寄りが皆さんにこれ以上迷惑をかけ
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るようなことはできませんから、私は

お墓の中に非難しますとありました。

辛いですね。こういう社会的な構造を

作ったのは誰か。私たちなのです。日

本人、日本の社会なのです。だから他

人事ではないということを皆さんにお

伝えしたいのです。 

 

時々、そんな活動はやめて、死にたい

奴には死なせればいいという電話が来

ます。結構女性から多いのです。死に

たい人なのだから死なせてあげた方が

温かいのでは、と言われます。私は質

問します。あなたにお孫さんはいます

か、お孫さんが高校生になって凄まじ

いいじめに遭って、学校からの帰り道

に犬のフンを口に入れられて、こんな

生活もう嫌だから死にたいと言った時、

そんなに苦しいのなら死んだ方がいい

と言いますか、と。すると、かわいい

孫にそんなこと言うわけがないでしょ

うと答えます。つまり、自分の問題と

なったら見方が変わってくるのです。

他人事だから、死なせればいい、とな

る。ここが日本の無関心さ、何事にお

いても無関心なのです。 

 

マザー・テレサの有名な言葉に、「愛

の反対は無関心である」というものが

あります。今、日本は無関心状態です、

何事も他人事です。初めに、経済活動

がまわっていないと申し上げましたが、

温かさを回さなければ駄目です。これ

では皆、孤立してしまう。それで皆さ

んにお願いしたいのは、孤立状態とい

うような環境を身近に作らないように

することです。孤立の状態から解放さ

れれば、日本で 3 万数千人といわれて

いる、自ら生命を絶つ方々は半数以上

減るのではないかと思われます。 

 

この間の新聞発表では、若者がこの世

に対して悲壮感、不安感を持っていて、

いつ死んでもいいと思っている。こん

な社会を我々は作ってしまったのです

ね。今、日本の私たち聖職者が、皆さ

んのような宗教的な思いのある方に対

して、自分はこのことに対して自ら動

くと覚悟を決めて様々な活動をお願い

すれば、自死の問題はかなり大きく変

化するのではないかと思います。 

 

子育てをしている 37 才の女性が育児

ノイローゼになっていて、ご主人の後

を追いたいと電話をしてきました。ご

主人は働き過ぎで 42才で突然死で亡く

なり、3 才と 1 才の子供がいるけれどそ

のことは頭になく、主人の所に行きた

いと言うのです。主人の所とは当然あ

の世のことで、あの世があると信じて

いるのですね。「あの世があるとして、

ご主人はあなたに会って何と言うでし

ょう」と尋ねると、「よく来たと私を抱

きしめて泣いてくれます」と答えまし

た。私は、「私だったらそうは言わない、

僕たちの二人の子供はどうしたと言う

でしょう」と言いました。そして、「し

っかり子育てをして、もしあの世があ
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るならば、しっかりと子供は育てまし

たよと報告ができるようにしてあの世

に言った方が良い」と言いました。こ

の女性はその後子供を置いて一人で海

に飛び込んだけれど、残された子供の

泣き声で我に返って必死にもがき、通

りかかった人に助けられました。 

 

あの世があるかないか、この問題とい

うのはお釈迦様の時代にも結論は出て

いませんし、今も出ていません。それ

よりは、この世で幸せになるよう、子

供を育て上げ堂々と人生の定年、つま

りいただいた生命が完結して死を迎え

る瞬間を迎えてください。 

 

今を生きる 

 

余生、余った生とはおもしろい言葉で

すね。老後とか余生とかいう発想自体

が人間を非常に小さくする。きんさん、

ぎんさんは仏教徒でした。100 歳の時に

お寺の住職から、「最近寺参りが少ない

ね」と言われて、忙しいからと答えま

した。さらに「それだけ働いたらお金

がたくさん貯まったでしょう、何に使

うの」と尋ねられると、二人とも口を

揃えて「老後のために取っておく」と

答えたそうです。これはすごい言葉で

すね。お二人を見ていると、老後とか

余生という意識はありません。毎朝目

が覚めた時に、今日が本番だと考えて

いらっしゃる。我々の人生は今だ、と

いうことです。あさってでもその次で

もない。過去のことは思い出として残

るけれど終わってしまったことです。 

 

今ここで皆さんとお会いできている

のは、我々の過去の「今」を積み重ね

て今があって、この「今」もどんどん

流され変化しています。仏教ではこれ

を無常と言っています。悩んでいる方

にこのことを教えてあげてください。

同じことはいつまでも続きません。幸

せも苦しみも変化していきます。だか

ら少し待てばいい。 

 

エンゲージド・ブッディズム 

 

皆さんの近くに苦悩を持っている人

がいたら、寄り添っていって、初めは

話をゆっくり聞いてあげて、そうなん

だねと 1 回認めてあげてください。あ

なたの立場だったら私もそういう風に

死にたいと思うかもしれない、と丸ご

と受け止めるのです。そうすると、こ

の人は自分のことを分かってくれると

心が動くようになり、2 回、3 回と必ず

訪ねてくるようになります。4回、5 回

の頃には、本当のことを言います。そ

れまでは、ただひたすら話を聞き続け

るのです。そして、今度いつ来られる

かと聞いてください。来週の水曜日の 3

時に来られると言われたら、水曜日の 3

時に必ず待っている、と時間を設定す

ることが、大切です。自分を待ってい

る人がいるという思いが命をつなぐの

です。 
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仏教が行動をするということ、エンゲ

ー ジ ド ・ ブ ッ デ ィ ズ ム （ engaged 

Buddhism）という言葉があります。自

ら安心立命のためにだけ引きこもるの

ではなく、同時に現代世界の状況その

ものに深く関わっていこうとする姿勢

を持つ仏教実践、すなわち、自己と関

わる一切のつながりに気付き、その関

わりを自己の生活そのものとして生き

てゆかんとする仏教。これは、禅僧の

ティク・ナット・ハンさんの言葉を日

本語に訳したものです。理論で仏教を

学習することは悪くないけれど、行動

しなければなりません。ここが仏教の

本来です。行動しなければいくら理論

を口にしても意味がない。行学一如と

いう言葉があります。学ぶだけでは足

りない、行え、という禅の言葉です。 

 

仏教では基本的に、自らの生命も他の

人の生命も、もっと言えば他のすべて

を殺してはならないのだと覚えてくだ

さい。我々は生老病死（しょうろうび

ょうし）、怨憎会苦（おんぞうえく）、

愛別離苦（あいべつりく）、求不得苦（ぐ

ふとっく）、五陰盛苦（ごおんじょうく）

というような四苦八苦を持っています

ね。それに加えて、私は社会苦と言っ

ています。我々が生まれた世界は実に

苦しみに満ちている世界で、そういう

世界に生まれてしまったのだから、先

ほどお話ししたような社会的な苦悩が

つきまとうのはある意味では当たり前

なのです。そのつきまとう苦しみをど

う解決していくかという羅針盤こそが

お釈迦様の説かれた様々な教えなのだ

ということになるわけです。 

 

慈悲という言い方がありますね。慈と

悲は実は内容が違いまして、慈は与楽、

安楽を与える慈しみの心です。悲とい

うのは他者の苦を取り除くことです。

慈悲といったら、安楽を与え、苦悩を

持っている方々に寄り添って他者の苦

を取り除く思いやりのことです。身近

であれ離れた所であれ、孤立に置かれ

る環境は作らないのが一つ。それから

どうぞ慈悲の思いを本当に豊かにお持

ちいただいて、これからのご自分の人

生をお過ごしください。人間は一人で

は絶対生きていけません。 

 

人と人との関わりでこそ生きていけ

る、だから人間というのです。人の間

と書くではないですか。仏教が「にん

げん」と呼んだので、本当は「じんか

ん」です。人と人の間にできた空間、

つまり自分と自分以外の間を何で埋め

ていくか、不幸な条件で埋めるのか、

幸せになる条件で埋めるのか。我々は

この世に二度とない人生をいただいた
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のですから、当然幸福なる条件で埋め

合って、そして幸福な人生を送って、

人生の定年が来た時にはさらりと逝く、

これが仏教の基本的な考え方だと受け

止めていただいて間違いないと思いま

す。 

 

＊ 長 寿 院 の ウ ェ ブ サ イ ト 

http://www.choujuin.com 

 

活動報告 

 

・東日本大震災支援活動： 2012 年 9

月 27 日 岩手県へ支援物資を送付 

 

協会では、前回同様、SAVE IWATE に

下記の物資をお送りいたしました（9

月 27 日と 28 日に到着済み）。現在 SAVE 

IWATE では、盛岡及び近隣市町村へ避難

してきている方々の中でも、被災者の

中に二割はいると言われている「生活

困窮者（おとしよりや体の不自由な

方）」の方々への優先的な物資支援（個

別配送）をしています。 

 

① 新潟県産 1等米 棚田米コシヒカリ 

平成 23 年度産  5kg×60 袋 合計 

300kg 

② スコッティ BOXティッシュ 500箱 

③ トイレットペーパー  540 ロ－ル 

 

ヴェーダーンタ協会では、これからも

震災で被害に遭われた生活困窮者の

方々へ、定期的に生活必需品を送って

いきます。 

 

・浜松講話：10 月 8 日に開催され、参

加者は 26 名程でした。 

 

・スワーミー・メーダサーナンダ帰国：

11 月 11 日、マハーラージがインドから

帰国されました。日本出発時には数名

の信者の方々が一緒でしたが、皆さん

は一足早く帰国されました。信者の方

によるインド滞在記は、今後のニュー

スレターに掲載の予定です。 

 

・関西講話：11 月 24 日、大阪にて開催

されました。 

 

・四国講話：11 月 25 日～26 日、マハ

ーラージは「瞑想」、「神とは何です

か？」、「肯定的な生き方」をテーマに

四国にて講話を行いました。 

 

忘れられない物語 

 

辛抱強い老人 

 

ある時、遊牧民が山の峠を通りかかる

と、老人に出くわしました。老人は目

が見えず、からだ中さまざまな病気に

蝕まれている様子で、明らかに衰弱し

つつありました。からだも動かないの

で、ただ座っているだけでした。遊牧

民には、老人がこう言うのがはっきり

と聞こえました。「アラーの神こそ讃え

られるべきお方。ご自身の創造物たる
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者たちの多くに与えた病の試練から私

を守ってくださった。アラーは皆の中

から私を選んでくださったのだ」 

 

「じいさんよ」と、遊牧民は叫びまし

た。「何から救われたって？そんなにた

くさん病気にかかったのは、アラーの

せいだろうに」 

 

「あっちに行け」と、老人は頭を上げ

て言いました。「私にはまだ舌があり、

アラーこそが唯一の神だと唱えること

ができるではないか。その御名を唱え

てアラーをいつでも心に浮かべること

ができるではないか。私にはまだ心臓

があって命があり、アラーが分かるで

はないか」 

 

老人のこの言葉を聞き、遊牧民はアラ

ーに自分の罪を懺悔し、許しを乞いま

した。 

 

自分よりも大きな悩みを抱えている

人が常にいるのを忘れてはなりません。 

（出典：IslamCan.com） 

 

今月の思想 

 

「我々は、個々が別個の存在であると

いう幻から目覚めるためにここにいる

のだ」 

（ティク・ナット・ハン） 
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