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トンネル爆発事故

て、倒れかっかた消防ポンプ小 人の教えの中に、そういうもの しかし、父親だけは嫌だったね。

るのかわからんかった。力道山

メシ食えんでね、１週間も１ のプロレス見たかったので「テ

仏さんに任せよ

私は田川から 時間くらい入っ 屋に住み、回りの人と一緒に生 を聴きとっていたと思います。 どうして、こういう生き方をす
ひ こ さ ん

ひどかったですよ。お内陣は

な熱心だった。日焼けしてね、 ものない」、「ほんなら野菜か う言う人でしたから、僕は嫌だっ

父親は決まって「いよいよになっ に生んで くれて頼 んでないわ

と、何べんも言うた。しかし父

貧しいのは辛かったね。高校

世間の価値観

でした。

たらしいでしょう。そういう人

か、生まんかった」と。くそ憎

ものなら、おまえみたいな、ば

んだんじゃねえ。選んで生める

トンネルを、戦争中は軍が、空

（大谷大学名誉教授）

親は偉かったよ。「頼まれて生

延塚知道先生

何ちゅうかなー、今、僕、わ たら、仏さんに任せとけばいい」

襲を避けるために弾薬庫にして
いました。
ところが昭和 年に終戦とな
り、進駐軍がトンネルの弾薬に
火をつけたんです。はじめは
「花火みたいや」と見ていたら、
爆発して、かやぶきの家々が火

事になった。さらに 時間ほど かります。皆さん、もう、これ と言ってました。

家の前の婆ちゃんは、僕が行 ぐらいになると世間の価値観が

てね、自分の人生に手をあわせ でて、カンロ飴１粒くれたんや。 めとったけど、受験に失敗した。

頭を畳につけて「どんなに立派

私はそんな中で育てられたの な生き方をしたとしても、仏教

思うたのか、その村に入っていっ しいつらい状況の中で、親鸞聖 で、小さいころは幸せでした。 がわからんかったら、それは自

ういう事故があってから、何を う。お婆ちゃんたちもそんな苦

さんになっていたんだけど、そ それが世界の人類の祈りやと思 れるのが嬉しかった。

私の父親は田川で大谷派の坊 て死んで行けるような者になる、 お婆ちゃんがそれだけ喜んでく そしたら、父親が息子の僕に、

父親の決心

１４７名もが死んでいきました。 い。「私は私でよっかた」と言っ 「えらいな、えらいな」と頭な 大谷大学だけはいかんことに決

くの人が石の下敷きになって、 かったなー」と言いたいじゃな く。「坊さんになる」言うたら、 ないよりあったほうがいい、と。

大きな石が飛んできて、５００ こっちゃけどさ、どんなになっ く と、いつも ぼ
｢ んちゃ ん、大 身についた。いくら言うても、
戸の家のほとんどは倒壊し、多 ても、「人間として生まれてよ きくなったら何になるか」と聞 消防ポンプは嫌やったね。金は

したら、山がドカーンと爆発し から先、病気して死ぬぐらいの、
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ています、その英彦山駅の先の マンダブ…」言うて。

田まで抜ける日田英彦山線が通っ してね、「ナンマンダブ、ナン 子どうやって育てる」と言うと、 「こんな消防ポンプみたいな所

うちの寺の前に、小倉から日 真っ黒な顔しとったけど、涙流 草かないか」と。母親が「この た。憎たらしいし、腹たつし。

ただけたらと思います。

一人お一人の聞法の糧にしてい でしたが、おばあちゃん達はみ 芋かなにかないか」、「そんな ら買う」と。何かにつけて、そ

たことを申しあげて、皆さんお 香するのも皿。そんな小さな所 「米がない」、「米がないなら、 る。村の人が全部テレビ買った

正直に、親鸞聖人の教えに遇っ とるだけ。花瓶とかないよ。焼 う 父 親 と 喧 嘩 し て ま し た ね 。 皆さんの頂いたもので生活しと

私は説教ができませんので、 なにもなかった。お名号がかかっ ０日も。だから母親はしょっちゅ レビ買うて」言うたら、「寺は

あと二日で 歳になります。

た所の英彦山に生まれました。 きて行くことを決心しました。
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分の人生にならん。夢のように
終わる。他のことはわからんで

師との出遇い

いとか悪いとかばかり言うて自 りました。ガンでした。病院の して、「仏の教えによって、死

大谷大学は小さい大学だけど、 分の命を殺そうとしてるけど、 先生から「手術すれば助かりま んでいけるような者までに育て

もいい、仏教だけはわかってく 親鸞聖人の世界を身体全体で生 いいとこも悪いとこも丸ごとあ す」と言われたのに、「わかり られました。ナンマンダブツ、

れ。そのために、なんとしてで きているような先生がおってね。 んた自身じゃないかね。まるご ました。今日から点滴も薬もい ナンマンダブツ」と、自分の命

も大谷大学に行ってくれ」と泣 松原祐善先生、偉かったですよ。 と自分のことを大切にできなかっ りません。生きてるうちに家に に掌を合わせ 、 嬉
｢ し かった。

たから、電報が来た。「何月何

その時、初めて、ずかっと目 きりになりました。もう骨と皮

最初は大学の先生とお聞きし

いて頼まれた。結局１年たって 親鸞聖人と法然聖人が 違うけ たら、どうして人のこと大事に 帰って、家で死にます」と言っ 有り難かった 言｣うて、亡くなっ
から大谷大学に行くことになり ど、僕と先生も 違っていた。 できますか と
｣ 言っ て、先生 ボ て、さっさと歩いて帰った。そ ていかれました。
当時は携帯なんかない時代でし ロボロ泣いとった。
れから１ケ月半ぐらいで寝たっ
聞き書き担当者・感想
ました。
自殺願望

大谷大学に行き仏教の勉強を 日何時、学長室に来られたし。 がこっち側に向いてね、これだ だけになってね、それでも嬉し

て緊張しておりましたが、私た

末期がんは痛いのよ。先生、 ちに、幼少期からの体験をもと

始めたんですが、聞いた時はわ 松原祐善」と。行くと、掌を合 け苦しんできたのは、自分をた そうな顔をしてましたね。
かった気がするんやけど、結局、 わせてね、「頼むから、死なん てて、いいことは喜んで引き受

分からん。それに、勉強しても でくれ。生きてくれ。あんたの けるけど、悪いことは引き受け 「 うー」と言いな がら、 ナ
｢ ン に、戦後の田舎の人たちとの生
将来食えないものになるという いのちには、あんた今わからん られんというこの根性がおかし マンダブツ、ナンマンダブツ… ｣活を悲しくも力強く共に生きら
ことが、どうしても引き受けら かもしれんけど、深い仏様の意 いのかと、初めてわかった。
言 うから、 先
｢ 生、薬じ ゃない れた父親を、リアルに、面白く
先生は掌を合わせてね、「南 から、痛み止めぐらい、いいで 伝えて下さり、たいへん身にし
れなんだ。食えんというのが、 味が込められているんや。それ

からだが震えるくらい怖かった。 がわかるまで、 死ぬな と言っ 無阿弥陀仏の命に頭を下げて、 しょう」と、いくら言っても、 みる事ばかりでした。
｣
だんだん頭おかしくなって、 て、終わったら、いつも金くれ 命のほうから呼びかけてくる声 「痛いのもいただきものであり
また、良いとか悪いとか言わ

うつ病になりました。将来食え た。初任給が１万５千円くらい をよく聞きなさい。そのまま生 ます」と、言うことを聞かない。 ないで生きていけと励まして下

「いいところも悪いところも、 努力された延塚先生だったなと

んということは、今死んだほう の頃、 これ持って行きなさい きていけ、と言うとるやろ。良 こんな人がおるのかと、身体が さった松原先生の教えに勇気を
｢
｣
がましやと。結局アルコールに と３万くれた。さすが飲んだり いところも、悪いところも、どっ 震えるぐらい感動しました。
もらい、まさしく生まれ変わり
逃げたりして、体が壊れていき 食ったりするのには使いません ちも引き受ける、と言うとるや

したね。私はその時、気が狂っ の 中 に あ り
体重が キロきったこともあ たように泣いてました。何ちゅ ま す 。 生 き

いのちの呼び声を聞け

釋尼淨朋（松尾由美子）

びました。

聞法を続けていく大切さを学

ました。胃潰瘍、十二指腸潰瘍、 でした。全部、本を買いました。 ろ」と言って、先生に泣かれま まるごと南無阿弥陀仏のいのち 思いました。
膵臓機能障害。もう、どうして
いいかわからない。何度も死の

うと思うたけど、田舎のおじい りました。うつ病もあるから、 うことをしてきたんやと思うて、 る こ と も 死

第 回（ 月 日）
「解放への祈り」
ユ
ヨ ンジャ
兪 渶子先生

（沖 縄県・真 宗大谷 派教師）
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ちゃん、おばあちゃんが出てく もうあかんと思うていると、ま 何かようわからんけど、自分の ぬ こ と も 、
仏のいのち

南無阿弥陀
生きることも死ぬことも

の中にあり

るのよ。母親もよう出てきた。 た電報くるんですよ。先生、わ 命にあやまりました。
父親も出てきた。何かしらんけ かっとったと思う。行った時か

南無阿弥陀仏のいのちの中

先生は 年前に 歳で亡くな ま す 」 、 そ
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顔して「延塚さん、あんた、い
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ど、自分ひとりの命じゃないの ら顔つきが違とった。真っ赤な
かな、と思ったね。
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