
宗教にだまされないための

《宗教基礎講座》のお知 らせ

私は〒720‐0017福山市千田町 1丁 目25番 34号 (電話・FAX084-955-5603)

日蓮正宗 三費院の住職をしている廣田頼道と申します。
こんにちの社会を見ると、オウム真理教の宗教犯罪をはじめとして、手かざしをした

ら病気が治る。壺を買つたら幸せになれる。数珠のブレスレットをしていたら守って貰
え、ボケ封 じになるとか、道理を無視 した宗教が、多くの社会問題を起こし、被害をひ

ろげています。一方、古くから存在する宗教も、社会と、葬式や法事の時だけに関係を

持ち、現世利益を主張し、虚栄心をあお り、戒名料を 50万 、100万 と要求 し、社会の人
達の心を救 う存在になっていません。(私は、新興宗教は新 しいから間違っていて危険で

あり。古くからの宗教は古いから正 しく安心とは考えません。一番重要な点は、その宗

教がよりどころとする教典が、一切衆生に対 して、平等に、永遠に、成仏の道を示 して

いるかどうかによるからであります。)

このため、宗教とは、いかがわしく、うさんくさく、危険で、戦争の種、人をだまし、
お金を巻き上げるものであると、心に焼き付けている世の中の人達が多いのであります。

まだ、だまされたことがない人は、だまされる人間も欲を出した馬鹿なんだ、自分は

そんな下らないものにだまされるような人間ではないと、自信を持って生活 しています。

本当にそ うでしょうか。皆んな、弱さや、迷いを持った、同じ人間です。だまされやす
い、だまされにくいはあるでしょうが、誰もが催眠術のように洗脳 されてしまう心を持
つていると思います。そ して社会全体にこういう問題や被害が拡大すれば、だまされな

かつた人間にも回 り回つて、人間不信 。社会不安のうずまく、住みにくい社会となって、

悪い影響を及ぼすことになるのであります。世の中に存在する全ての生命は、全て繋が

っているのですから、自分だけは無関係 とは言えません。

こんな宗教の現実であるにもかかわらず、社会の人達は、宗教はどれも皆んな同じだ、

人間は亡くなれば、それで全てが終わりだと唯物的に考える人間や、人間は亡くなれば

皆んな仏様だと考えています。そして、手当たり次第に、神仏ならばなんでも拝んでお

けば、困つた時にどれかが助けてくれるだろう。そ うしておくことが、信心深いことだ

と思い込んでいます。当然この考え方は間違っています。よりどころとする宗教の教え

が違えば、修行も、価値観も、目的感も、成仏観も全て違 うのであります。

私が一人の宗教者として思 うことは、あまりにも今 日までの宗教者 ・教育者が、社会

の人達に 《宗教の基礎》知識を説き伝えることを長年怠って来た結果が現在の宗教 。社

会状況になつているのだと、責任を感 じるのであります。

戦争時代に、《天皇現人神》の教育のもとに、悲惨な戦争 ・敗戦 。生活苦を経験 した

ために、三度と宗教に深入 りしたくない、宗教は危険だ、という認識が′きに焼き付いて

しまいました。学校でも、先生は特定の宗教に偏つてはいけないという、バランス感だ

けで、歴史の項 目として、宗教の名前、開祖の名前、誕生年、没年のみを教え、仏教が

何を説き示 しているのかは、まつたく触れないように扱われているのであります。これ

では、日本全国津々浦々に神社仏閣があつても、国民は全く、宗教のイロハも知らない、



考えない、考えられない、人々の集まりになっているだけで、宗教を悪用 しようと考え

る立場の者からすれば、無知の宝の山であります。将来、今迄以上の理解不可能な宗教
犯罪が次から次に起こり、たくさんの人達が巻き込まれて行くであろうと断言出来ます。

私は、昭和 38年 に 12才 で出家 し、縁あってこの福山に住居 して 26年 間、たくさんの

方々の御陰で安心して暮 らしてきました。その恩返 しのためにも、宗教とはどういうも
のなのかを、自分の寺院に所属する御信者 さんだけでなく。一人でも多くの人に知って

もらう手助けが、自分にも出来るささやかな役 日として具体的に実行 しなければいけな
いと考えたのであります。

社会を混乱させたり、犯罪を犯す教祖や団体の幹部だけが悪いのでなく、社会の中で、
被害者 と言われている人達であっても、有名大学を出て、社会をリー ドする職業につい

ている人達がたくさんいるのであります。

原因の①には、基礎 となる宗教全体のイロハの骨組みを知らないために、何が正 しく
て、何が邪なのかを判断する事が出来ないため、初めて知った時体に電気が走ったとい

うようなことで判断をし、被害が拡大深刻化 していくのであります。②には古い時代か

らの宗教が、御陰がある、病気が治る、お金が儲かる等々の現世利益中心で、生命、心

の本質を説き救 うということをして来ませんでした。そのため、いかがわしい宗教者で

も、優 しい言葉や、親身になって話を聞いてくれる人に接すると、先祖から伝わる宗教
の内容を改めて考えるよりも、そちらの方に救いを求め、洗脳されてしまうのでありま

す。

だます人間を退治し絶滅 させる事は出来ません。これからの時代、 ドン ドン増えても

減る事はありません。被害を受け、社会問題 となり、警察や弁護士に相談する以前に、

宗教の正邪を自分で分析出来る知恵を持つていなければ本当の問題解決にはならないの

であります。受講する人はもちろんの事、受講者の縁する家族知人等々多くの方々に正

しい宗教の基礎知識が伝わってくれればと願います。

講座の内容は、

1,宗 教とはどういう内容のものでなければいけないのか。

2,ど ういう宗教が間違った宗教というのか。

3,煩悩 (迷い)をなくす とは?滝 に打たれたり、断食をしたりの荒行で、なくせると思

いますか?な くしたら仏になれるという教えがありますが、信 じられますか?

4,持つていると (買うと)救 われる、幸せになるという、宗教グッズが本当にあると

思いますか?

5,悟るとはどういうことカラ〉かりますか?

6,四苦人苦の意味を御存知ですか?

7,輪廻転生を信 じていますか?未 来に、今の自分のまま、生まれ変わると思いますか?

8,仏教で、亡くなった方につける戒名は、どういう意味を持っているのですか?

9,戒名料の値段はいくらが正しいのですか?

10,生き神 。生き仏つて本当にいるんですかつ

H,何 人坊さんを呼んだら御葬式ができるんですか?

12,神と仏の違いが何か分かりますか?

13,宗教から見た時、臓器移植は良い事ですか、悪い事ですか?



14,日本を仏教国、神国と思いますか?

15,釈尊 ・阿弥陀如来 。大 日如来 ・薬師如来 ・観音菩薩 ・地蔵菩薩 ・弥勤菩薩等々仏や

菩薩の人数だけ悟った法が別々にあると思いますか?ど の仏が一番偉いのでしょう?

16,正月に初詣を一回して、賽銭をして、一年分の家内安全が大丈夫だと思いますか?

17,自分は何も信ずる事も、修行もしなくても、身体や自動車にお守 りをつけていれば守

られると思いますか。腕首に数珠のブレスレットをしていたら、ボケ封 じになると思
いますか。

18,女性は不浄で業が深いので成仏出来ないと説かれている御経がありますが、正しい道

理だと思いますか?不 浄の母から生まれた男が、何故清浄と言えるのですか?

19,日本は歴史的に西暦 538年に、何故仏教を中国から輸入 したか知っていますか?

20,宗教 (宗旨 。本尊 ・仏壇 。位牌)は、長男とか家を継いだ者だけが持つもので、後の兄

弟 ・姉妹には必要のないものだと思つていませんか?家 の信心 ?個 人の心の信心?

21,家に伝わる宗教と、自分が′いから信 じられる宗教と、どちらが本当の信心といえます

か ?家 に仏壇も神棚もあって、いざという時、どちらに助けを求めますか?

22,あなたは、成仏出来る正しい信心を普段の生活の中で求め実行 していますか?

23,御寺の世襲制で信仰が正常で純粋に継承されていくと思いますか?

24,御寺の財産は住職や住職家族の所有物だと思いますか?

25,坊さんは何の為に袈裟 。衣を着るのですか?何 故、宗祖 。開祖よりもぜいたくな金糸
。銀糸の袈裟 。衣を着る必要があるのですか?

26,数珠は何の意味があるのですか?

27,何故意味の分からない御経を、足がしびれるほど読まなくてはいけないのですか?御

経に何が書いてあるのか、自分なりに知ろうと努力 した事がありますか?

28,日蓮の教えと創価学会の考え方と根本的に違 う事を知っていますか?

29,宗教団体が政治権力(政党)を持ったり、利益誘導の為、政治権力す り寄つて、選挙協

力、圧力団体化、することは正しい事ですか?

30,人間を革命する。社会を革命することが、仏教の教えだと思いますか?

31,正月の初詣、七五三、お祭 り、子供が産まれると神社へ宮参 り、出雲大社 or十 字架

どっちが衣装にマッチするか考えて選ぶ。 どんな教えかも分からない、考えないで選

んで結婚式。葬式は御寺。なんでも拝む事が日本の良い所だと主張する学者や政治家

がいますが、それぞれの宗教がどういう教えで、何を本尊にしているのかも考えない

で,その前に頭をたれ、自分の生命、人生、生涯をゆだねる事が出来ますか?夫 婦 。家

族に困つた事が起きた時、結婚式の導師をつとめてくれた、神主や神父に相談に行け

ますか ?

32,その地域に住めば、神主の説明も確認も断 りも無く、どういう神かも教えられず、神

社の氏子 (仏教で言 う檀家)と決められ、町内会費に祭典運営費用が当然のように組み

込まれ支出されます。法律に定められる 【信教の自由】が、あなたの地域町内にはあ

りますか?天 照大神 と人幡大菩薩はどこがどう違 うのでしょうか?明 治天皇 。東郷平

人郎 。水野勝成公は何故神様 として祭 られるようになったのでしょうか?

33,私達は死んだらどうなるんでしょうか?

34,自分の考えだけを一番 と信 じる無神論で、現在の自分の生命までつながってきた生命



の尊さを自覚出来ますか?

35,釈迦が一切の経典の中で法華経が最高の御経であると言つている事を御存知ですか?

こういう事柄を2003年 11月から毎月一回話 してきました。

私は、本来なら一般の方々が宗派に関係なく、自由に寺院へこられ、これ らのことを自

由に意見を言い、相談して頂きたいと思い、自分なりに、電話帳に意見広告や、国道 313

号線に面 した看板等で長年伝え、発信 して来ましたが、あの人はあの寺に出入 りしてい

るとか、あの信仰をしているようだ、近づかない方が良いと内容も間かずにレッテル張

りをする世間の噂や偏見を気にして、気軽に御寺へ来て話をする事が出来ない人が沢山
います。 しかし、こういった社会の人々が、オウム事件等の宗教事件が起きると、以前

からの宗教は何をしていたのかと批判するのであります。 自分で求め、聞く耳、見る眼

を持たないで、真実の宗教が分かるでしょうか8自 分の足と心で、御寺に来て話を聞く

勇気は自分自身で出して貰わないと物事は始まりません。そして、この事は、一般のカ

ルチャー教室で行われている、【写経】や、【古寺巡 り】等の文化活動よりもはるかに大

切な基本なのであります。

宗教者としてのボランティァ活動として公民館で開催 して貰えないかと願い出ましたが、

宗教に関係する事は出来ないとの対応でした。 しかし、現実に宗教にだまされた犯罪が

社会に広がっているのであります。被害が出て、警察、弁護士、裁判 ・・・・・を繰 り

返 して、宗教が狂い、社会が狂つて行く事に無関心で良いのでしょうか。

この宗教基礎講座は、あくまでも宗教とはどういうものなのかという基礎的な話を中心

にし、宗教を名乗っているものの矛盾を明らかにします。我田引水の他宗批判や、自宗

に折伏勧誘するような事はしません。宗教グッズの販売もありません。受講者が一人で

も、続けていきます。

毎月 20日 (日曜 日にぶつかった時には、21日 に移動。確認の電話を頂ければご案内申し

上げます)の夜 7時 ～ 9時 まで

【参加費】・・無料 【駐車場】・・有
時間 ・場所 。家庭 ・仕事 。日程等々の都合で参加 したいけれど参加出来ないという方は、

私の方から訪ねさせて頂いても結構です。

このプリン トの内容で不明な点がありましたら、このプリン トの初めに示 してあります

住所 。電話(FAX)ま で御連絡下さい。

― 宗教にだまされないための一――

《宗教基礎講座》に是非御参カロ下さい。


