
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



死神 

 

巡禮記先達の田中は商売人という今生の本職に加えて 

先祖から受け継いだ「先達（せんだつ）」という仕事をしています。 

 

表に見える部分では 

聖地先達として、心ある人をつれて聖地を訪れ、 

神様仏様の前で 

「嘘をつかせない」という 

ちょっと異質な仕事をしています。 

 

これはね、 

俺が死神（しにがみ）族であるからできる仕事。 

というか、 

この仕事しかできないのかもしれません。 

 

他の人のように、みんなを連れて、 

パワーをもらいに行くって 

安らかな物見遊山の聖地ツアーができない。 

 

さて、死神っていうと 

黒衣をまとい、鋭くとがった大きな鎌を持つ姿で 

象徴され、 

生きている者を死に導くのが仕事のような雰囲気ですが、 

 

実は、魂を、 

行くべく場所に案内する仕事をしているんです。 

つまり、俺の師匠がそうであったように、 

黄泉の国の門番なんです。 

 

例えば伊勢や出雲は、生きとし生ける者たちに 

陽の光を当てて、 

その「生」を謳歌させようとする神々が坐っているところ。 

 

 

 



片や、熊野は黄泉の国の入り口。 

迷うことなく、極楽浄土に魂を導いて 

輪廻転生の順番に入るように説得するところ。 

僕たちはこちらのほうに属します。 

 

だからね、陽の当たってるところでは許される嘘や 

いま皆さんが影響を受けている、 

「あなたのことではない虚像」なんかに 

浸り続けている魂をみていると、 

ものすごく矛盾を感じるような性能を持っています。 

 

だって、それそのままじゃ、 

執着になって、とてもじゃないですが、 

肉体が必要でなくなった時に 

黄泉の国の入り口に入ることができないから。 

 

それと、 

光を浴びて虚像に酔っていると 

本来、納得して謳歌しなければ 

必ず執着として残ってしまう「性」を 

仕事として取り扱っているのもひとつの理由かもしれませんね。 

 

だって「性」だけは、絶対嘘をつけないから、 

それを誤魔化さないようにと注意喚起しながら 

「性」を隠さないようにして 

たくさんの方を集めてお話をしているんだと思ってます。 

 

俺が死神であることは 

お話し会で暴露させていただいてますが、 

カウンセリングでも申し上げるように、 

 

陽の当たる国と黄泉の国は 

どちらが、始まりでも終わりでもありません。 

どちらも始まりであっておわりでもあります。 

 

 



だって私たちは、その二つの世界を 

もう何度も行ったり来たりしている魂を持ってるんですから。 

 

さらに、 

少なくとも人は独りで生きてるわけではなくて 

ずいぶん昔の家系の誰かさんを背負って 

あるいは助けられて、陽を浴びながら生活していますから 

陽の当たる国と黄泉の国との両方で、 

しかも同じ三次元で生きていることになります。 

 

ですから、巡禮記さんは 

結構キツいことを言ってしまうのですよ。 

 

陽の当たるところでは許される嘘も 

黄泉の国ではその入り口ですら通用しない。 

しかもみな、黄泉の国に行く準備をしている魂を背負っている。 

 

生まれてきて、誰もが絶対に約束されてることは 

億万長者になることではなくて、 

「黄泉の国に行くこと」だけですからね。 

 

だからせめて、その魂と肉体が共にある 

人生って言われるわずかな刹那の、 

あなた自身を取り戻して 

幸せになってほしい！ 

 

だから、 

惑わされるな 

ごまかすな 

うそをつくなって 

 

結構必死でやってるんですよ。 

 

死神ですから、ごめんしてね～ 

 

 



神仏やご先祖への祈り方を誰も教えてくれなくなったわけ 

 

かみさまや ほとけさまと 

もっともっと近くになって、 

思いっきり成功して、幸せに暮らしてゆくのは 

とても簡単なことなのに、 

 

いつどこで、ソレが難しくなっちゃったのかな？ 

億劫になっちゃったのかな？ 

引き離されたのかな？ 

 

ああ！そうだ、たとえばの たとえば・・・・・・ 

 

今、何かが強烈にほしい！と思ったら、 

努力や収入より先に、機械からお金が出て、 

なんでも好きなものが GET できるようになったね。 

 

ちょいと先に 入用があるときも、 

どうぞどうぞって お金を貸してくれる人もでてきたからね。 

着物や宝石をもって、質屋に行かなくても済むようになったんだよ。 

 

（今はこの人がホトケ様らしい） 

 

お家も車も、社会的信用があれば、 

似たような 大型のシステムってところから 

たくさん お金を出してくれるようになった。 

 

そうか 

社会的信用が「かみ」で、 

お金が出てくるシステムが 

「ほとけ」なんだ。？？？ 

 

でも、目に見えない 

借金取りとお友達になっちゃってるね。 

 

 



そしたら、実際の神社やお寺には、 

実効的な暮らしにまつわるコマゴマした望みよりも、 

「スピなミラクル」をもらいに行ったらいいのよね。？？？ 

「社会的信用」と「お金が出てくる機械」以外の。 

 

だから特定の聖地が「？？パワースポット？？」という 

とても不思議な名前になったんだ。 

なっとく！（？？？X1000) 

 

で、神仏にお願いをしたら罰が当たるし、 

先祖に願いを立てたら怒られて、たわけものと思われて 

恥ずかしいのだそうだ。 

つまり本当のことは言わないでいいんだそうだ。（！！！？？？） 

 

でも、パワーはもらいに行ってもいいそうだ（？？？？？） 

 

なるほど、納得だけど・・・・・これでいいのかな？？？ 

 

じゃあ、今悩んでること、だれを頼ればいいんだ？？？ 

 

あ！「神社でお願いをしたら罰が当たるぞ」って教えてくれた、先生に聞いてみよう。 

きっと何か代わりのものをくださるはずだ！ 

 

 

 

（もう、支離滅裂、むちゃくちゃだケロ） 

 

こうやって、人は 

何を、どうやって、どこに祈るか？ と 

神仏とは何ぞや？ ご先祖って何してんの？ ってことを 

ものすごく難しく、やたら崇高に、遠く、隠蔽（いんぺい）操作されるようになって、 

かんたんな、ほんとのことを、なっとく行くように、教えてもらうことが無くなったんだな。 

 



さて、 

 

ご神仏っていうのは、 

人が生きてくことさえ ままならぬ時代から、 

人の悩みを聴き続けていて、 

 

祖先というのは、そのご神仏から智慧を得て、 

子孫たちの悩みを解決する動きをしようとしてます。 

 

善き世のためにと、 

善き子孫の繁栄のためにと。。。 

 

二人三脚に近い距離で、寄り添ってくれてるんだよ。 

 

空海様でも、同行二人（どうぎょうふたり）って 

言ってくださってるんだよ。 

 

だからぼちぼち、 

 

罰が当たるとか、運気が落ちるとか、 

呪われるとか、不幸になるとか、 

未成仏で苦しむとか、 

地獄に落ちるとか、死ぬ！とかの、 

 

ご神仏やご先祖にまつわる脅しからは、卒業しませんか？ 

 

ご神仏やご先祖様の事、ちゃんと勉強して、 

たくさん願いをたてて、思いっきり共に動いて、 

叶えられて、また次の道つけて、 

 

さわやかに、満面の感謝でお礼を言いに行こうよ。 

 

ありがとうございます！楽しい人生です！って。 

 

巡禮記は 

そんなお勉強をするところです。 



八幡大神 （はちまんのおおかみ） 

 

「この方ってどなたでしょう？」 

 

 

左から、神功皇后（じんぐうこうごう）さま 

僧形八幡神（そうぎょう はちまんしん）さま 

比売神（ひめのかみ）さま 

つまり、八幡神像（はちまんしんぞう）です。 

 

僧形、というのは、まんなかの八幡様が僧侶の姿をして、 

仏の修行をしているということです。 

ちょっと前まで、すべての八幡社にいらしたのですが、 

明治の廃仏毀釈で99％燃やされちゃったのよ。 

 

燃やして罰が下ったってですか？ 

はいな、そののち日本は軍事国家になって、 

昭和の敗戦までに２０００万人の戦没者を出しちゃったよね。 

 

こりゃあ大変なことでした。 

国がやらかしたことですから、罰も大きいです。 

でもこれね、「罰」ではなくて、 

それまでに１３００年間の神仏習合で培われた安寧の悟りを持った八幡様を、 

ぜーんぶ燃やしちゃったから、国を助けることができなかっただけなんです。 

（ほかの仏像も燃やされましたしね） 

  

その歴史の上で私たちが命をいただいてるということと、 

思い出して、もっぺん手を合わせたいことがあるんじゃないかなーと思って、 

クイズにしましたが、ちょっと難しかったね～ 

  



で、じゃあ、今の八幡宮って、変なの？といいますと 

そうではないんです。 

 

今も八幡大神（はちまんのおおかみ）様は、 

その国家の過ち、つまり敗戦の暗ーい、 

おもーい経験を抱いて、 

もう繰り返しちゃいけないよ～ってご神気を携え、 

また、たくさんの戦没者の魂をご成仏に導いた、 

「神」の姿で、ご修行を続けておられます。 

 

でもこの記事を読んで、気が付いた方は、 

八幡宮にお参りをするとき、ご神前で、 

 

・正八幡大菩薩（しょうはちまんだいぼさつ）さま 

・聖母大菩薩（しょうもだいぼさつ）さま！ 

 

とお声がけをすると、 

この画像の姿で向き合ってくださいますよ。 

ご家族や、大好きな人たち、 

そして家系の幾久しい平安を祈るとき、思い出してみてくださいますように。  

 

（その他、八幡神像には、狩衣の姿、弓を持っておられる姿など、 

 いろいろありましたが、今はもう見ることが難しくなってます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAIKOKU BRAND 打出の小槌 ユーザーズマニュアル 

 

★ 打出の小槌 ★ 

ユーザーズマニュアル 

DAIKOKU BRAND 

 

————- 

大黒天様を信仰なさっているほとんどの皆様が、 

もうすでに大黒天様から使用法を告げられないまま 

DAIKOKU BRAND の★ 打出の小槌 ★を 

預かっていらっしゃると思います。 

 

え？まだ貸してもらってない？ 

そうですか、もし貸して欲しかったら 

大黒さま や オオクニヌシさま を訪ねて、 

かくかくしかじかと 利用目的を述べて 

申請しましたら、いつでも 貸してくださいます。 

 

返却はいつでもいいですし、 

使用料は無料ですから、 

どうぞ ご申請なさってくださいませ。 

 

で、今日は その正しい用法を 

ちょっとだけ ご紹介しておきましょう。 

 

 



え？ 

 

心を込めて振ったら 

一日一回  一万円札が出てくる使い方って？ 

 

あらあら、何やってんですか？！ 

それ、一番もったいない 使用法です。 

たった 1億円出すのに 

なんと10,000日もかかるんですよ！ 

 

それはあなた、わざわざ小槌を使う必要もなく、 

普通の生活で なんとかやって行ける事なので、 

違うことやったほうがいいと思うよ。 

小槌の重さはあなたの体重と 

同じ重さなんだから、振り抜くことすら大変です。 

 

さて、★ 打出の小槌 ★は、 

今まで誰も壊せなかった物事を、粉々に打ち砕くために謹製された、 

大黒ブランドの特殊合金製ハンマーです。 

 

「粉砕力 宇宙レベル！」 

これが他社？の追従を許さない 

最大の製品特徴です。 

 

本来の使用法は？ と言いますと、 

 

なんだかんだ、人に言われた事や 

脅されたり 洗脳や 粛清された事。 

 

あなたを追いかけてくる 色んなわだかまりや、 

それに対応するために 

自分がついてきた ウソや ムリや 虚勢や 

怖れや 怒りや 萎縮。 

 

 

 



それらに起因する、 

悪寒、発熱、食欲 性欲減退、視聴覚力不全、 

めまい、たちくらみ、重度の更年期症候群など、 

身体の機能不全。 

 

それから、やる気のなさ、ノイローゼ、 

うつ、などなど、精神に至る障害。 

 

ほとんど他人によって起こされているけど 

原因不明と言って、あざ笑うかのように片付けられる 

あなただけが背負ってる、数々の諸症状。 

 

そんな事を、この特殊合金製 超ハイパワーハンマーでことごとく粉砕するのです。 

 

あなたがあなたとして生きて行くために 

あなただけに必要な情報と、場所と、船と、 

積荷と、安全と、路銭を確保するために 

障害となる人、モノ、思想、教育、恫喝、脅迫なんかをぶち壊すのに、最適なツールです。 

 

使用経過は、DAIKOKUの直営店や代理店で細かく報告して 

次の方向性を伺いながら継続してくださいね。 

 

そうねーー 

 

壊さなけりゃ自分も、関わりあってる人や物も、 

次に行けないから、 

地直しからやり直すんだね。 

そいつをやりたいから求めるものなんです。 

 

ちなみに大黒天様の正体は。。。。 

知ってましたか？ 

福々しいお姿ですし、 

 

「七福神アライアンス」のメンバーなので、 

柔らかくお優しいほとけさまって思っちゃうよね？ 

 



オオクニヌシさまも、 

いじめられたウサギさんを助けたり、 

お優しい方だとおもうよねー 

 

でも実は大黒天さまは、 

ヒンドゥの「シバ神」が源流で、 

 

日本で信仰された天部の仏さまです。 

お仕事は「破壊と創造」が基本ですので、 

このハンマーを持っておられます。 

 

習合されたオオクニヌシさまは国造りのために、 

自分を辱めた兄ちゃん達を滅ぼしましたよ。 

 

で、お名前をもう一度よくみてください 

「黒くて大きい」んですよ！ 

 

ブラック & ヒュージ なのよ！ 

途方もなく天まで。 

ちょっとわかったかな？ 

 

DAIKOKUブランドの 打出の小槌 は 

個人個人に合った製品が謹製され、 

用法用量も異なりますので、 

注意書きをよく読んでお使いください。 

 

では宗旨宗派にこだわらず、 

今すぐ DAIKOKU のお店にGO！！ 

—————————————————————— 

（補足） 

大黒天様は日蓮宗で祀られる事が多いですね。 

元来、法華経の教えを守護するために坐っておられ、 

法に対して、ヨコシマな考え方を破折するために槌を携え、 

信仰なさる方々の豊穣を司っておられます。 

心して将来の安寧をご祈願くださいますように。 

 



ものさし 

 

損か 得かは 

 

人間のものさし、 

 

嘘か まことかが 

 

ほとけのものさし。 

 

~~~~~~~~~~~~ 

これね、戒めの言葉ではなくて、 

損得の選択の連続で人間は生きていますので、 

その損得の応酬で疲れ果ててしまったときに、 

思い出して仏に手を合わせるようにしていただければとおもって掲載しました。 

けっこうスッキリとその後の片づけができますよ。 

 

 

 



みんな大好き【べんてんさま】 

 

 

 

弁財天さまはね、 

仏さまの中でも、菩薩さまや如来さまのように、 

性別が必要なくなってしまうほどの 

深い悟りを開いておられるわけではなく、 

明らかに性別が解かる「天部（てんぶ）」のほとけさま。 

 

つまり、女性としての悟りを 

真ん中に持っておられる仏さまです。 

 

もちろん今でも神仏混淆のままの たたずまいで、 

神様としてのご存在もあります。 

 

そしていつも同じことをおっしゃいます。 

だから、わかんなくなった時は、逢いにゆけばいいね。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

女人たる為、我々、神々み仏と、 

そなたらの契り事と云うは、 

 

そは 女人たるはよろず同じで、 

わけ隔ては無かろ。 



女人たるは、たれでも 

同じこととおぼせ。 

 

美しうあられること。 

健気でおられること。 

常々笑うておられること。 

 

それ以外は、何もせぬがよい。 

さう在る為には、どのやうな事でもなさるがよい。 

 

弁天 

=========================== 

訳します。 

———————————————— 

「女性として生まれたきた使命とはなんですか？」と 

私に問いかけてこられたら、 

 

それにお返事差し上げることというのは、 

女性であれば上下左右、老若皆同じで、 

わけ隔てをするまでもなく 

このように答えます。 

 

ですから、皆さんに対して同じで、 

これがあなたが女性として生まれてきた 

「使命」そのものだと思ってください。 

 

・いつも美しい姿でおられること。 

・いつも心身ともに健康であられること 

・そして、いつも笑いながら過ごされることです。 

 

それ以外は何もなさらなくていいんですよ。 

 

そして、そうあるためには、 

どのようなこともなさればよいのです。 

 

弁天 



抜苦与楽 

 

仏は 人から苦しみを無条件で取り除くのではなく 

目の前で素直に苦しみを訴えている人が 

苦しみを乗り越えようとするための智慧を 

いろんな方法を使って与えようと試みます。 

 

ですから、仏でも神でもない誰か（人）が、 

あなたの苦しみをインスタントに無かったことにしてくれるのは 

まったくその逆で、 

あなたから信仰そのものを奪い去ろうとしているんだってことに 

気がついてください。 

 

仏の抜苦与楽（ばっくよらく）は 

大慈大悲と同じ意味。 

 

それと 

人の見せかけの愛やエネルギーは 

天国と地獄より深い差があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



観音行を活かす女 

 

観音様が住む女性って多いと聞きます。 

本当にそうだろうか？ 

 

観音様に顔が似ていて、 

恰好や雰囲気を真似してる女性はたくさんいるけど、 

帰依できているたましいを宿してる女性は少ないと思う。 

 

観音は相手から発せられた「音を観て」、 

その祈りに応じて無限の智慧を繰り出して 

抜苦与楽しようとなさる、大慈大悲の菩薩さま。 

 

だから観音は 

観音の声が聴けると云い、観音の姿を真似るも、 

人を聴く耳も待たぬ、誠すら語らぬ者には、 

なぜ、いつ、誰によって 

観音を真似るようになったのか？って事を、 

その人から遠く離れる事によって、 

慈悲無く、わかりやすいように教えてくれる。 

 

そんな辛辣な仏でもある。 

 

だから、 

観音様を愛する女性になって欲しいと僕は祈る。 

観音が宿るのではなく（そんな人はいないよ） 

観音のそばで生きようと寄り添う。 

そんな女性。 

 

せめて、よく音を観て、よく誠を発する。 

誰でもすぐにできる観音行の在る女性。 

 

 

 

 

 



「呪」のろい？ とは何事なんだろう？ 

 

その人が憎けりゃ 憎めばいいんです。 

 

長短の時を経て、 

やがてその人を憎み続けたことで 

自分の変化や成長があったことに 

ごく当たり前に感謝できるようになるまで、 

 

とことん憎み続ければいいんです。 

 

絶対してはいけないことは、 

 

今の憎い気持ちを 

無理やり受け入れて変容？したり謝罪したり 

今感じることのできない感謝に変えたり 

無かったことにすることです。 

 

＝～＝～＝～＝～＝～ 

 

「呪」とはジュ・シュとも読み、霊力などではなくて、 

念を傾け続けることで現実を感じ切るということだったりします。 

無かったことにすると、それで人生が停止します。 

 

少なくともだれかの操作で 

「取り除いてもらわない」ようにね！ 

「呪」は喜怒哀楽を総括した、とても大切な感情ですから。 

 

 

是大神呪、是大明呪、是無上呪、 

是無等等呪、能除一切苦、真実不虚 

故説、般若波羅蜜多呪 

 

 

 

 



この節分「予言」をしない神仏との付き合い方を考える。そんな時代が来たよね 

〜2019年2月3日〜 

 

 

 

人は、志（こころざし）を持った時に、 

自由に神仏に願いを立てます。 

 

ほとんどの場合、 

誰にも打ち明けたことのない、もやもやしたものであります。 

その時、その時点で自分の中に湧き上がってきたもの 

願いなのか、切望なのか、わがままなのか 

よくわからないそんなものです。 

 

その願いなのか、訴えなのか 

よく解らないものを受けたご神仏は、 

ご神仏といえども、まず現実に、その人の目の前にあるものを 

その人と一緒に見ようとします。 

 

人は、すべてがもともとアウトロー。 

 

何かに迎合される安心感と、 

そこから逃れて自由になりたいという意識。 

その両方を持つ生き物。 



それを誰よりも知っている神仏は、 

その人が目に見える現状を共に見ると同時に、 

その人が現実に反して発する叫びのようなものを聴こうとします。 

 

その人が、誰かに操作されたような嘘を発したときは 

聴かぬようにして耳をそらします。 

 

その叫びのことを「まこと」と言い、 

それが発せられたときにはじめて、 

その人が肌で感じている現実の空気や状況を、共に感じようとします。 

 

そして、そのひとりの人間が発する、 

人間の智慧ではどうすることもできない、膨大な混沌から、 

 

その人がどのような角度で飛び立ちたいかを、共に整理しようとし、 

その人の周りのご先祖様や、ご縁故の方と、一緒に行動を起こそうと試みます。 

 

神様は、その豊かな経験をその人に伝えようとし、 

辛辣な場合が多いですが、障害になりそうな物や人の、祓いを行います。 

 

最も大きな祓いは 

その人が迎合されたように見せかけられて 

実際は捕縛されている仮の世界との鎖を断ち切ろうとすることです。 

神仏が断ち切るのは、その人が学んで信じてきた 

思想のようなものが多いので、そんなときが最も辛辣です。 

 

でないと「個」が浮上しないから。 

 

一方、仏さまは、誰かをして、 

その人だけが理解できる、豊かな智慧を届けようとなさいます。 

 

その誰かというのは、救世主でもなんでもなくて、 

今現実としてその人の周囲にいる、 

家族のように近い人をして、ごく自然に行われます。 

 

 



もし、その時に新たに、 

タイムリーにギフトのようなものをもって、現れた者がいたとしたら、 

ほとんどが仏さまが結んだ「試し」であり、 

その人を翻弄させて、真実を選べる力を促そうとなさいます。 

 

失恋したのと同じくらい、これも辛らつです。 

でもそうしないと 

人は、経験をもって、理解しないからです。 

 

だって、そうしないと 

「個」がいなくなってしまうから。 

 

ですから、このように 

ご神仏は、絶対、予言のようなものを人に与えません。 

 

一人の人が 

絶対的な「個」として、この世に存在し、 

 

その「個」を無限大に引き延ばすための 

あらゆる知恵と経験を「させよう」と試みられます。 

 

自分のちからで。 

手足、鼻耳、口、触感、舌のすべてと 

その人の性のすべてを使い、 

 

その人が生きてゆこうとするベクトルを、 

伸ばそうとされるだけです。 

 

誰かが どうして どうなったかとか 

どこに行けば どうなったとか 

そんなプロパガンダに時間を浪費してしまうと 

 

人はしばらく、 

立ち上がることができなくなってしまうことも 

よくご存じですから、 

できるだけ、最短距離で、その人を動かそうとなさいます。 



つまり、ご神仏は 

あなたが、あなたのことを、飽きてしまわないように 

 

あなたがあなたに、落胆してしまわないように 

 

あなたがあなたを、失望しないように 

すぐ目の前にいて 

あなたの話を聴こうとしているだけなんです。 

 

あなたを予言せぬように 

迎合を見せかけて捕縛しようとする者を祓いながら 

 

あなたの飛び立つ 

「個」の角度を 

あなたと共に測り続けているのです。 

 

----------------------------------------------- 

この節分で 

いろんなものが大きく変わってゆきますね。 

 

少なくとも、 

 

人の集まりが都合で作ったタイミングに 

自分の願いを迎合（捕獲）されようとして 

祈りを横の人と並び揃えたり、 

作法や手続きなどの無駄なことに心を費やすのが 

 

いいとか悪いとか、人に言われるのではなくて 

 

あなた自身が、本能的に 

【！！イヤ！！】になる時代が来たと思います。 

 

ご自分のタイミングをもって 

すぐ近くのご神仏様に逢いに行ってください。 

 

 



特に氏神さまでは、 

参道のど真ん中を堂々とまっすぐ突き進んで 

本殿に近接していってください。 

 

それをアウトローだという人がいたら 

神仏はアウトローが好きなんだと 

言い返してあげていいと思います。 

 

そして、私は右に倣えじゃなくて 

真剣なんです！！って 

 

巡禮記はそんなご神仏のお手伝いができてとても幸せです。 

 

この節分、静かに湧き上がってきたこと 

みなさまと共有して 

ごあいさつに代えさせていただきます。 

 

 

巡禮記先達 
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