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22映像紹介
金剛生門の開扉

山門名は昭和 62年 9月 8日

藤田医科大学創立者藤田啓介氏命名

写真は昭和 62年 11 月 8日写真は昭和 62年 11 月 8日

賜恩 藤田啓介氏 除幕命名



332. 竹林の映像 境内には大正天皇陛下

竹田・三笠宮両殿下

司馬遼太郎氏

尾上松録丈 始め歌舞伎役者等の記念植樹



44             

3. 瑜祇塔の映像



55お寺の歴史
・ 高野山に在った高野山に在った

明治 26 年 8 月 28 日和歌山県庁への移転完了届で

書面にて確認できる



66山門の事  金剛生門 「こんごうじょうもん」と読む藤

田医科大学創立者 命名
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88・ 瑜祇塔の事

・ 「ゆぎとう」と読む

・高さ 28ｍ
・平成 24年 10月 28日竣工

・唐招提寺の釈尊遺骨をお祀りする厨子を

瑜祇塔と言う。

・鑑真和上が東シナ海で不思議な伝説

。亀が蒼い海中より釈尊遺骨を届けた。亀が蒼い海中より釈尊遺骨を届けた

・別名 涌 亀 塔 亀が湧いた塔

徳島県薬王寺基本設計図拝受



99あの世とこの世へ疑問、

亡父の死亡に始まる母の行動や一連の行事

①御通夜   ・・なぜ夕方にする？・ ①御通夜   ・・なぜ夕方にする？

・ ②湯灌の作法・・風呂は沸かすのにお湯に水？

・ ③茶碗を割る・・なぜ出棺に茶碗を割る？？

・ ④布団の夜干し・・夜と昼を間違えた？・ ④布団の夜干し・・夜と昼を間違えた？

・ ⑤左前の着物が右前・・すべて逆？？
・



1010・ 母の行動とあの世の「この世の人」の想像は

・ ①この世の夕刻はあの世の朝、今生の旅立は夕刻

②お風呂は水から沸かし、湯灌は沸かしたお湯に水を・ ②お風呂は水から沸かし、湯灌は沸かしたお湯に水を

・ ③割れた茶碗はあの世で完全な茶碗

・ ④皓々とした月夜はあの世の晴天、布団干し OK

・ ⑤この世の逆はあの世、この世の作法は真逆・ ⑤この世の逆はあの世、この世の作法は真逆

死後の想像は、安心を得る思い



1111海の不思議な世界

■徳島県鳴門の漁師さんのお話

海面一枚で陸は太陽の暦、海の下は月夜の世界海面一枚で陸は太陽の暦、海の下は月夜の世界

陸の不思議な世界

■岐阜県郡上市の「きこり」のお話

木曾のヒノキを切る時は土用を過ぎて中秋までに伐木曾のヒノキを切る時は土用を過ぎて中秋までに伐

採する。親父の話は本当だったと感慨深げ  



1212この世の始まりは？
日本仏教は 7 割が中国儒教で二割が仏教日本仏教は 7 割が中国儒教で二割が仏教

気が集合して→「生」を得る。

気が衰え散じた→ 「死」 儒教の特色と言う。

死とは 魂は天に昇り、魄は地に帰る 気が散じ

あの世からこの世への転生は無い。



1313



1414元気 生気 活気 病気

気配 空気 気象 気分気配 空気 気象 気分

生気 英気 呆気 嫌気

内気 浮気 色気 堅気内気 浮気 色気 堅気

寒気 暢気 若気 弱気



1515運気 気心 気炎 気脈

気楽 気力 血気 正気気楽 気力 血気 正気

気品 気転 気迫 狂気

侠気 気脈 人気 産気侠気 気脈 人気 産気

霊気 気合 意気地



1616心意気 生意気 土気色

不気味････不気味････

人の素料は「気」



1717気が集まる→「生」

気が散じる「死」



1818
魂魄の分離魂魄の分離

「 精

すぐれ

た気の集まり」の存在



1919
「精気が散じ「精気が散じ

ると死」



2020
魂は「神」天へ魂＝神魂は「神」天へ魂＝神

魄は「鬼」土に魄＝霊＝    

          鬼



2121
魂 精神活動魂 精神活動

魄 肉体活動魄 肉体活動



2222



2323
「 精

すぐれ

た気の集まり」

体の存在



2424
一周忌 小祥一周忌 小祥

墓が沈み土に還る



2525
三回忌 大祥三回忌 大祥

洗骨

遺骨は墳墓へ遺骨は墳墓へ



2626
頭骨は村の一族の頭骨頭骨は村の一族の頭骨

収蔵所
日本は逆に自宅で仏壇や位牌を祀る



2727
み た ま や

御霊屋
み た ま や

御霊屋



2828

頭骨を表示する文字



2929頭骨以外の遺骨を表示する文字



3030頭骨+遺骨が合体＝法事＝御霊屋で故人を

偲ぶ、日本の位牌の原型



3131

鬼  ≒鬼鬼



3232怖い頭骨と優しい霊
1. 土葬遺骨の発見1. 土葬遺骨の発見

2. 髪が残る頭骨＝鬼のよう（怖い）

3. 副葬品 「養命酒とコップ」

4. 「お婆さんの薬は養命酒」

5. 遺髪の頭骨⇒怖い⇒養命酒紹介

養命酒のお婆さんに会ってみたかった



3333遺髪がついて鬼の字になった？？



3434
大祥 三回忌大祥 三回忌

洗骨（遺骨を洗う習慣）

頭骨（魂） ⇒ 御霊屋へ頭骨（魂） ⇒ 御霊屋へ

遺骨（魄） ⇒ 墳墓へ



3535魂と魄の一致

あの世の故人をこの世

に寄せて一族の宴に寄せて一族の宴



3636元気な様子を故人に見せて
1. 現世で、一族の幸せと安心の通知1. 現世で、一族の幸せと安心の通知

2. 貴方を忘れていない

3. 生まれ変わりを信じない

4. 日本は、生まれ変わりや善因善果、悪因悪果等の因果応

報や六道輪廻を主として信仰をなしていたようです。

5. あの世の生活この世の生活は別



3737★霊を呼び降ろし「頭骨+遺骨」合致で故

人を迎え歓喜した様子の文字（読未詳）



3838頭骨と遺骨は別→「異」となる



3939



4040焚香



4141
酻
じゅん

酒
しゅ



4242何時までも元気

気が集まって元気

気を取り戻す



4343元気 生気 活気 病気 気

配 空気 気象 気分 生気配 空気 気象 気分 生気

英気 呆気 嫌気 内気 浮

気 色気 堅気 寒気 暢気気 色気 堅気 寒気 暢気

若気 弱気 運気



4444気心 気炎 気脈 気楽 気

力 血気 正気 気品 気転力 血気 正気 気品 気転

気迫 狂気 侠気 気脈 人

気 産気 霊気 気合 意気気 産気 霊気 気合 意気



4545
地 心意気 生意気 ････

色々な気を取り戻して

何時までも元気何時までも元気


