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。。。時間が来たのでもう簡単に私がご挨拶をすることになった
訳だ。
Actually the original plan was to have Seiju Osho give the talk today, but the time came, 
and I thought it would be simpler for me to just give a short greeting to everyone instead.

年をとるショットタンパーというかどうも長い事があんまり好きじゃ
ない。
In my old age my short temper has gotten even shorter, and I don’t much like anything 
that lasts long.

早くこの式を終わった方が都合がよいと思って私はここにまたこ
の老木の体を出して、皆さんの前に立った訳だ。
I stood up before all of you today, dragging this old body, like a withered tree, in front of 
you, thinking, “The sooner this ceremony is over, the better.”

若い坊さんたちのように「エアー」と並ぶというと誠に美しいわな
あ。
But look at these young monks lined up here, “Ooooh.”  Aren’t they beautiful?

私はちょっとも美しくないわもうね。
I’m no longer even a little beautiful.

しかし、ここでシナの言葉を研究しておる人もあると思うが、シ
ナ語というのはね、誠に音楽的である。
However, and I think there are some among you who are studying Chinese, Chinese is 
truly a musical language.  

おそらく言葉のうちで一番音楽的な言葉はやはりシナの言葉
でないかなと私は思う。
Perhaps of all the languages in the world the most musical language is Chinese.  Anyway,
that’s what I think.

シナの言葉を研究している人ちょっと手を挙げてみてください。
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If you are studying Chinese, please raise your hand!

ちょっとシナ語を喋ってください。
Okay, so just speak a little bit of it.

シナ語を自由に喋るほどまでにまだ研究していないかな。誠に
シナ語というのは音楽的だ。
I guess you really haven’t gotten to the point yet where you really can speak Chinese 
freely.  But truly, Chinese is a musical language.

ですから、言葉というものは「チェチェチェ、パパパパ」という鳥の
声とか、風のことを聞いてそれが言葉でなったのだと私は思う。
I think that it is like the “che,che, che, pa, pa, pa” of the bird’s song or the wind that turn 
into language.

その自然の雷とか風が起こる雨が降る、その音が、鳥がなく、
犬が吠える、その声は誠に何とも言えない音楽の声だと思って
聞かれるのである。
Natural sounds like thunder, the wind, the falling rain, the birds’ songs, the dog barking, 
they can all be heard as the voice of song that is impossible to describe.

私にはそう聞こえる。
That’s how I hear them!

皆さん音楽忘れてしまってねえ、。。。忙しいからお金ださ、どう
だかんだ、もう忙しいこと　　でっかくこの自然の声の音楽的な
事を皆忘れてしまってのである。
All of you, however, are so busy you’ve forgotten the music!  You’re so busy thinking 
about money, thinking about this and that, that you have completely forgotten the musical
voice of nature.

ですから、もう一度皆さん子供に成ってこの自然とともに自然
の音楽を聞く一つ耳を育てて欲しいと思う。
I wish you all would become children again, and nurture your ears, so that you can once 
again, together with nature, hear the music of nature.

（老師はちょっと歌って、吠える）音楽だはね。
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(Roshi sings a little, and sort of barks).  You can’t say anything about that music can 
you?

ですから、お経を読んでもやっぱり音楽的「チャンチャンチャンチ
ャンチンチンホンチンホンチン」。
When we chant the sutras it also is, don’t you think, quite musical.  “chan chan chan chan
chin hon chin hon chin.”

おそらくシナの言葉に勝るような言葉はないのじゃないかと思う。
Maybe there is no other language as wonderful as Chinese.

言葉の中はやっぱりインドの言葉もやはり音楽的にできておる
ように考えられる。
The languages of India, also, as you probably agree, can be thought of as very musical 
languages.

どの国の民族の言葉もやはりよくよく研究して見れば音楽的に
出来て来ているのでないかと思う。
In fact if you thoroughly study the language of any ethnic group you will find that 
language to be, at its heart, musical.

言語学者でないから分からんけれどもそんな風に一人で考え
ておるのだ。
I’m not a linguist, so I don’t really know about these things, but just on my own I have 
come to think in this way.

つまり、仏教の親玉はねシャキャムニと言われておる人間であ
る。
In any case, the Godfather of Buddhism was a human being called Shakyamuni.

シャキャムニはやっぱり人間の言葉は自然の働きが声となって
現れておる。その声をシャキャムニは取り上げて人間の声にした
のだということを確かに歌っておるように私には思える。
The activity of nature is manifest as a voice.  Shakyamuni took up that voice of nature, 
and made it into a human voice singing. That was Shakyamuni’s human language, at least
I can think of it that way.
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ですから今日はそのことをちょっと歌ってこの式を始めたと自分
では思って居るのだ。
That is what I was singing about myself a little to begin this ceremony today.  

老師は何を歌ったのだ？「うんんん、うんんん、うんん、ああ」、
何を唸ったのだろうなと皆さんは思う。「分からん、分からん」で
結構だ。自然の声を歌ったと思って聞いて貰えば結構なので
ある。
You must have wondered, “What was Roshi singing?”  “Uhn, uhn, uhn, Ahh,” what was 
he grunting?  It’s fine to just think, “I don’t understand, I don’t understand, but I know he
was singing the voice of nature.”  If you could listen in that way that is wonderful.

「うっ」とここへくるというと皆花だらけである。
I got up here (to the butsudan) and “Woah!” it was just covered with flowers.

何も言う必要はない。
There’s no need to say anything.

皆花だらけである。
All covered with flowers.

子供なら子供は「ああああっ」叫んで飛び回るだけである。
Children would just yell, “Ahhhhhh!” and jump around in the flowers.

ところが大人はこんな美しい場面であってもそんなこと考えない。
何かにとわれって眺めておるように見える。
Adults, on the other hand, when they encounter such beauty, they aren’t like that.  It 
seems to me that adults are always tied up by something as they look.

ですから今日は Jizo 様だ、Jizo は石仏、Jizo は石の Jizo を
眺めて歌っておるということをちょっと歌ったのである。
Today I sang a little bit about Jizo.  I sang about Jizo looking at a stone statue of Jizo and 
singing.

Jizo 様は Jizo 様、石戸(sekito)石の仏を眺めて歌って居るの
だよな。
Jizo is looking at a stone Buddha and singing.
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Jizo 菩薩は Jizo 菩薩の石の仏を眺めて歌って居るということ
は自分で Jizo を歌ってということなのだ。
Jizo Bodhisattva is looking at a stone Buddha and singing.  This means he is singing 
about himself, Jizo.

そういう風になれば結構なのだ。
If you can understand it that way then that’s enough.

子供は「お母さん」と言う自分を歌っているのである。
When a child says, “Mommy,” the child is singing about himself.

奥さんは「旦那さん」と言って自分を歌って居る。
When a wife says, “Husband” she’s singing the song of herself.

自分が自分を歌っている事になれば結局自分というものを拾っ
て、拾い上げて自分を歌って居ると言う事になるのだ。
When we sing the song of ourselves we pick ourselves up and sing of ourselves.

ですから難しい事になる。Object だ subject と言うけれども
subject と言う事も本当はないのだ。Object と言う事も本当は
無いのだ。Object もなければ subject のないで、本当の有るも
のは只、本当に有るのは「I am」と称する必要のない I am だけ
であるとこう仏教では歌って居るのである。
This, therefore, is difficult.  We speak of object and subject, but truly there is not such a 
thing as the subject we speak of.  The object, also, does not truly exist.  There is neither 
object nor subject.  The only thing that truly exists is the I am that has no need to say, “I 
am.”  This is what Buddhism sings.

I am と言うのはまだ現れた。「I am]と言う。
The I am has now again appeared, saying, “I am.”

I am が現れたんでは本当の I am ではないぞと、だから、注意
をしておるのである。
When the I am who says I am appears, we are cautioned, it is no longer the true I am.
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今日はね、余計な事まだ喋ると長くなるからな、知客外側でお
茶を飲むのか、内側で飲むのか？
Today, again, I have spoken of unnecessary things, and the talk has gotten long.  Shika, 
are we drinking tea outside or inside?

(Inside Roshi).

内側、禅堂だ、皆内側を使って皆さんお茶を飲んでください。
Please, everyone, use the inside, use the zendo to drink your tea.

雨が降って来たんでは濡れてしまうから濡れないように食堂だ、
禅堂だ、どこでもいい、雨が降らない所にゆっくりとお茶を飲ん
でください。どうも今日はわざわざやせだけありがとう。
If it rains you’ll get soaked, so please drink somewhere you won’t get wet.  You may use 
the dining hall, the zendo, anywhere, just somewhere the rain won’t get in.  And please 
relax and drink tea together.  Thank you for taking all the trouble to sit through the long 
talk.
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