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小桜姫は、相州荒井《そうしゅうあらい》の城主三浦道寸《みうらどうすん》の息子、
荒次郎義光《あらじろうよしみつ》という武士の妻。時代は足利時代の末期、今から四
百年ぐらいの昔です。

小桜姫の生家は鎌倉にありました。父の名は大江廣信《おおえひろのぶ》、代々鎌倉幕
府に仕えた家柄で、父もやはりそこに勤めていました。母の名は袈裟代《けさよ》とい
い、加納家から嫁いできました。両親の間には男児はなく、小桜姫のみ。

小桜姫が三浦家へ嫁ぎましたのはちょうど二十歳《はたち》の春。それから荒井城内で
十幾年の武家生活を送りました。北条某に戦争を仕掛けられ、何回かの激しい合戦をし
ました。そして三年越しの篭城《ろうじょう》の末、三浦の一族は、夫をはじめとして
ほとんどの者が城を枕に討ち死にしてしまいました。

落城後一年ちょっとの三十四歳のときでに他界。生前からいくらか霊覚のようなものに
恵まれていたようです。

小桜姫の場合は、無意識の期間が二、三日続いたようです。でも二、三日というのはど
ちらかといえば短い方で、人によっては幾年、幾十年と長い永い眠りを続けている場合
もあるそうです。

小桜姫の場合自力で目を覚ましたのではなく、神様のお力で目を覚まさせていただいた
そうです。その神様というのは、大国主神様《おおくにぬしのかみさま》のお指図を受
けて、新しい帰幽者の世話をしてくださる方です。新たに幽界に入ったもので、こうい
った神のお使い、西洋で言うところの天使《エンゼル》のお世話にならないものは一
人もいないそうです。

このお方の根気強いお導きで、心の闇から救い上げられ、そのうえ天眼通《てんがんつ
う》（千里眼などの超能力）その他の能力を仕込まれて、こちらの世界で一人立ちでき
るようになりました。

誰でも皆神様のお世話の元にこちらの世界での成長を遂げます。ただ因縁でしょうか、
それぞれのとおる道程には少しずつ違いがあります。小桜姫は、ずいぶん厳しく険しい
道を通らねばならなかった一人のようで、苦労も人一倍多かったかわりに、幾分他の方
より早く明るい境涯に抜け出ることにもなったようです。

ここで念のために付け加えておきますが、指導してくださった神様は、お姿は普通のお
年寄りのなりをされていますが、実は人間ではありません。つまり生まれたときからず
っとこちらの世界にいる生き通しの神、自然霊です。新しい帰幽者を指導するのには、
そのような自然霊の方が、何の感情も挟まない分、人霊（現世に生きたことのある霊）
よりも具合がよいのです。

・ご主人にはあんたの現世への執着が取れた頃に機会を見て会わせてあげましょう。
・諸磯の隠宅の一室に横たわったままの、私の遺体をまざまざと見せてくれました。
　このことは、心を大変落ち着かせる効き目があったようでした。
・十年ほど前に帰幽した私の祖父を連れてきてくださいました。

幽界での修行の様子
神前に正座して、心に天照大御神様《あまてらすおおみかみさま》の御名《みな》を唱え
、また八百万の神々にお願いして、できるだけ汚い考えを払いのけることに精神を打ち込
みます。それで本当に深い深い統一状態に入ると、私たちの姿は球状になります。側から
見ても一つの白っぽい玉の形にしか見えなくなるのです。

こんな生活が何年ぐらい続いたかというと、自分ではとにかく無我夢中で、そんなに長い
時間とも思えませんでしたが、後でおじいさまに伺ったところによりますと、現世の年数
にしてざっと二十年余りだったとの事でした。

困ったことは、現世に残っている父母の悲嘆にくれた気持ちがひしひしと、幽界の私の胸
まで通じてくることでした。その時分の私はまだ修行未熟で現界の光景は見えませんでし
たが、しかし両親が心に思っていることははっきりとこちらに感じてくるばかりか、嘆き
悲しむ声までも響いてくるのでした。



愛馬に会いに、ある一つの馬の世界としか言いようのないところへと連れて行ってもらい
ました。そこには見渡す限り馬ばかりがいて、他の動物は一種類もいませんでした。しか
も不思議なことに、どの馬もみなたくましい駿馬《しゅんめ》ばかりで、毛並みのモジャ
モジャした足の太い駄馬などは一頭もいませんでした。

岩屋の修行中に誰かの臨終に出会ったことがあるか・・・
父や母や、姫の下で働いてくれていた一人の忠実な老僕なども、姫が岩屋で修行している
時に相前後して亡くなりまして、そのつど姫はこちら（幽界）から見舞いに訪れました。

幽界から見た臨終の光景（母の臨終）
ある日私が神前でいつものように修行をしている時、突然母が危篤であることを胸に感じ
ました。このような場合、どんなケースでも必ず何らかの方法で知らせがあるんです。そ
れは亡くなる人の思いが直接伝わる場合もあれば、神様から特にお知らせがある場合もあ
ります。その他にもいくつか方法はあるようですけど。母の臨終の際は、私は自力でそれ
を知りました。

母の霊魂はその肉体から半分出たり入ったりしている最中でした。人間の眼には臨終の際、
衰弱した肉体に起こる悲惨な有様しか見えませんが、私にはその他さまざまな光景が見え
ました。中でも最も印象に残っているのが、肉体のほかに霊魂、つまりあなた方が言うと
ころの幽体が見えていたことです。

人間の霊魂というものは、肉体とそっくり同じ形のまま肉体から離れるんです。それは白
っぽいいく分フワフワしたもので、普通は裸です。そして肉体と幽体は白いひもでつなが
っています。一番太いのがおなかとおなかをつないでいる太いひもで、ちょうど小指くら
いの太さがありました。頭同士をつないでいるもう一本のひもは、それよりやや細いよう
でした。もちろんこのようにひもでつながっているのはまだ絶命しきってない段階で、最
後のひもが切れた時がいよいよその人の死んだ時なんです。

私は耳元に近づいて『私ですよ。』と言いましたが、人間同士で話すのと違い、なんだか
見えない壁を隔てているようで、果たしてこちらの思いが病床の母に通じたかどうかはわ
かりませんでした。母は死ぬ前に父や私の夢を見たと言っていましたが、もちろんそれは
ただの夢ではありません。すなわち私たちの思いが夢という形をとって病床の母に通じた
ものというわけなんです。

それはともかく、あの時私は母の断末魔の苦悶の様子を見るに見かねて、一生懸命母の体
をさすってあげました。これはただの慰めの言葉よりもいく分効き目があったようで、母
はそれからめっきり具合がよくなった様子で、間もなく息を引き取ったのでした。何事も
真心を込めてやればそれだけ報われるということでしょうね。

母の臨終の光景を語る時に忘れられないのは、私の眼に、現世の人たちに混じってこちら
の世界の見舞い客の姿が見えたことです。母の枕元に、生きた人は約十人あまりいました。
皆眼を赤く泣きはらして別れを惜しんでいましたが、それらの人たちの内私が生前顔見知
りであったのは二人だけで、あとの人たちは見覚えがありませんでした。一方幽界からの
見舞い客は、まず母より先に亡くなった父、次に祖父と祖母、それから肉親の親類縁者や
母の親しい友人たち、そして母の守護霊、司配霊、産土の御神使《うぶすなのおつかい》
などなど、いちいち数え上げたら大変な数になっちゃいます。とにかく現世の見舞い客よ
りずっとにぎやかでした。第一双方の気分がまるで違います。一方は自分たちの仲間から
親しい人を失うのですから、沈みきっちゃってます。もう一方は自分たちの仲間の親しい
人を一人迎えるのですから、むしろ張り切っていると言ってもいいぐらい陽気な表情をし
ているんですよ。

誰にでも一人の守護霊がついていることは、心霊を志す方ならご存知のことと思いますが
、私もご多分にもれず一人の守護霊がついていました。そしてその守護霊との関係は、現
世の間だけにとどまらず、肉体の死後も引き続いて切っても切れない因縁の絆《きずな》
で結ばれているんです。もっともこんなことがわかってきたのはよほどたってからで、帰
幽当時の私なんかは、自分に守護霊なんてものがついてくれているのかいないのかさえ全
然わかっていませんでした。

激しい興奮からさめた私は、守護霊に向かっていろいろな質問を浴びせ、それでも腑に落
ちないことは、指導役のおじいさまにも根掘り葉掘りうかがいました。それで守護霊の素
性はもとより、人間と守護霊の関係、その他についておおよそのことが何とか理解できた
んです。



諺《ことわざ》に『人は祖《そ》に基づき、祖は神に基づく』といいますが、こちらの世
界に来てみて、この諺がいかに正しいかということに気づきました。神というのは人間が
まだ地上に誕生していなかった時代から存在していた生き神、あなた方がおっしゃるとこ
ろの『自我の本体』、すなわち高級の『自然霊』なんです。恐れ多いのですが、わが国の
御守護神であられる邇々芸命様《ににぎのみことさま》に従って降臨された天児屋根命《
あまのこやねのみこと》、天太玉命《あまのふとだまのみこと》などという方々も皆そう
した生き神様で、今でも昔と変わりなく地の神界でお働きになられています。その正体は
白く光った球体ですが、よほど真剣な気持ちで深い統一状態に入らなければ、私たちでも
そんな姿を見ることはできません。ましてや人間の肉眼になど映る心配はないんです。

もちろんこれら元々の生き神様からは沢山の御分霊、すなわちお子様がお生まれになり、
その御分霊からさらにまた御分霊が生まれ、神界から霊界、霊界から幽界とそのつながり
は脈々と連なっています。そしてすべての階層の間で連絡を保ちながら、それぞれの受け
持ちで奮闘されているわけです。ですからこちらの世界を単純な一つの世界と考えること
は間違いです。たとえば邇々芸命様におかれましても、一番奥の神界にてお指図されるだ
けで、その命令はそれぞれの世界の代表者、つまり御分霊たちにじかに伝わります。

神界から霊界、霊界から幽界へと、だんだんそのお体を物質に近づけていったからこそ、
初めて地上に人類の発生できる段階へと進むことができたのです。そんな面倒な手続きを
踏んでいったにもかかわらず、幽から顕に、肉体のないものからあるものに変化するには、
本当に大変なご苦心と、気の遠くなるような年月がかかったそうです。一番困ったのは、
物質というものがとかく崩れやすいことで、いろいろ工夫して造ってみても皆途中で流れ
てしまい、完全な人体はなかなかできなかったそうですよ。

とにかく現在の人間という存在が、神様の御分霊を受けて地上に誕生したものであること
は間違いありません。少し詳しくお話すると、男女二柱《ふたはしら》の神々がそれぞれ
の御分霊を出し、その二つが結合して、ここに一つの独立した身魂《みたま》が造られた
んです。その際どうして男性、女性の性別が生じたのかは世にも重大な神界の秘事なんで
すが、要するに男女いずれかが身魂の中枢を受け持つのかで決まっちゃうんだそうです。
古典の記録の天地二神制約の段に示された部分をご覧になれば大体の要領がつかめるそう
ですよ。

言うまでもなく子供の守護霊になられる方は、その子供の肉親と深い因縁の方、いうなら
ば同一系統の方でございまして、男の子には男性の守護霊、女の子には女性の守護霊がつ
きます。人類が地上に発生した当初は、もっぱら自然霊が守護霊の役目を引き受けていた
んだそうですが、時代が過ぎて次第に人霊の数が増えてくると、守護霊もそれらの中から
選ばれるようになりました。もちろん例外はあるようですが、現在では数百年から千年、
二千年ぐらい前に亡くなった人霊が、主に守護霊として働いているそうです。私なんかは
帰幽後四百年あまりなので、そんなに新しい方でもまた古い方でもありません。

夫の死後の自覚の様子
僕は自害して死んだんだが、この自殺というのは神界の掟としてあまりほめたものではな
いらしく、自殺者はたいてい一たんは暗いところへおかれるものらしい。僕の場合も例外
ではなくて、死んでからしばらくの間は何もわからず、無我夢中のうちに日々が過ぎてい
った。もっとも僕の場合は敵の手にかからないための武士の作法にかなった自殺だったか
ら、罪はずい分軽くて、無自覚の期間もそんなに長くはなかったらしい。さてそうするう
ちにある日、ふと君の声で名前を呼ばれたような気がして目が覚めたんだ。後で神様から
うかがったところによると、これは君の一心不乱の祈願がうまく僕の胸に通じたからだそ
うで、そうとわかった時の僕の喜びは言いようもなかったよ。

自殺した女の様子
敦子さんが最初にこちらで置かれた境遇は、それはもう悲惨なものだったようです。敦子
さんご自身の言葉で紹介しましょう。

『死後私はしばらくは何も分からずに無自覚ですごしました。だからもちろんそれがどの
ぐらいの間続いたかはわかりません。そのうちふと誰かに名前を呼ばれたような気がして、
眼を開いたつもりだったんですが、あたりは見渡す限り真っ暗闇で、何がなんだかさっぱ
りわかりませんでした。それでも私はすぐに、自分はもう死んでいるなと思いました。も
ともと死ぬ覚悟でいたわけですから、死というものは私にとってなんでもないはずでした
が、ただあたりの真っ暗なのにはホトホト弱ってしまいました。そしてそれはただの暗さ
とは何となく違いました。たとえて言えば深い深い穴蔵の奥とでもいったような感じで、
空気がしっとりと肌に冷たく感じられました。しかも暗い中になにやらウヨウヨと蠢《う
ごめ》いているのが見えました。ちょうど悪夢に襲われているようで、その不気味さとい
ったらたまりません。よくよく目を凝らしてみると、なんとその動いているものはいずれ



も異形の人間なのでした。髪を振り乱している者、一糸もまとわぬ裸の者、傷ついて血ま
みれの者などなど…。ただの一人だって満足な姿の者はいません。特に気味が悪かったの
は、すぐ近くにいた一人の若い男で、太い荒縄で裸の体をグルグル巻にされ、身動きでき
ないようにされていました。するとそこへ怒りのまなじりを吊り上げた一人の若い女が現
れて、クヤシイ、クヤシイとわめきつづけながら男に跳びかかって、髪をむしったり、顔
を引っかいたり、足で蹴ったり踏んだりと、乱暴の限りを尽くしていました。私はその時
、きっとこの女はこの男の手にかかって死んだんだなと思いましたが、とにかくこんな凄
まじい呵責《かしゃく》の光景を見せられて、自分の現世で犯した罪がだんだん怖くなっ
て仕方なくなりました。私のような強情な人間が、何とか熱心に神さまにおすがりする気
持ちになりましたのも、ひとえにこの暗闇での世にも物凄い見せしめのおかげでした。』

　敦子さんの物語はその後も続きましたが、よく聞いてみると、彼女が他の何よりも神さ
まからお叱りを受けた事は、自殺そのものよりもむしろそのあまりにかたくなな性格のた
めだったという事でした。彼女は一たんこうと決めたらあくまでそれを押しとうそうとし
たんです。

弟橘姫さまの物語について
大和武尊様のような立派なお方がなぜ海神の怒りを買われたのでしょうか。この事は皆さ
んご不審に思われたことでしょうが、実は私もこの点について、指導役のおじいさんにお
尋ねしてみました。そのときおじいさんはこう答えられました。

『それはこういうことだよ。すべてものごとには表と裏がある。命がこの国にとって較べる
もののない大恩人であることは言うまでもないんだが、しかし殺された賊の身になってみる
と、命ほど憎いものはないというわけなんだ。命の手にかかって滅ぼされた賊徒の数は、何
万人もいるのだからね。それらが一団の怨霊となってスキをうかがい、たまたま心がけのよ
くない海神の助けを借りて、あんなものすごい嵐を巻き起こしたんだ。あれは人霊のみでで
きる仕業ではなく、かといって海神だけであったらあれほどの悪戯はしなかっただろう。た
またまこうした二つの力が合致したからこそ、あのような災難が急に降ってわいたというわ
けなんだ。当時の橘姫に、そんな詳しい事情がわかるはずもないので、姫があれをただ海神
の怒りとだけ感じたたことが間違っていたのはいたしかたあるまい。でもあの時の姫の祈り
には涙ぐましいほどの真剣さが宿っていた。そんな真心がなぜすぐに神々の胸に通じない事
があるだろうか。結果としてその思いが通じたからこそ、大和武尊は無事にあの災難を切り
抜ける事ができたんだ。橘姫はやっぱりまれにみるすぐれたお方なんだよ。』

天狗界、龍神界と、人間にはまるで見当もつかない別世界の話をしたついでに、もっともっ
と見当のつかないある世界の話をしましょう。それは妖精の世界の話なんです。
『研究のためにあんたに見せてやらなければならん世界がまだ残っている。』とある日指導
役のおじいさんが言いました。『人間は草や木をただ草や木としか考えないから、やたらに
花をむしったり、枝を折ったり、ひどく心無いまねをするんだが、実を言うと草や木にも皆
精、つまり魂があるんだ。精があるからこそあんなにも生を楽しみ、あんなにも美しい姿を
造って、限りなく子孫を伝えていくのさ。今日はあんたをそんな妖精たちに引き合わせてや
るから、なるべく無邪気な気持ちで彼らに会ってやりなさい。妖精というものは姿も可愛ら
しく、心も幼くて、少しでもこちらが敵意を見せると、たちまち怖がってどこかに姿を消し
てしまう。人間界で妖精の姿を見るものが、たいてい無邪気な小児に限るのもそんなわけで
ね。今日の見物は、天狗界や龍宮界の時の大がかりな探検とは、ずいぶん勝手が違うからそ
のつもりで。』

母子の再会の様子
指導役の神さまに連れられて、娘の住まいを訪ねて行きました。あの子の亡くなったのは六
つのときでしたが、彼女がこちらの世界ですごく大きく育っていたのには驚いてしまいまし
た。幼い時の面影はそのままながら、どう見ても十歳ぐらいに見えたんです。私は嬉しいや
ら、悲しいやら、夢中になってあの子を両腕で必死と抱きかかえました。でも結果的にその
瞬間までが喜びの絶頂となってしまいました。私はなんだか奇妙な感じ、あらかじめ想像し
ていたのとは全然違う、なんだか物足りない感じにはっとさせられたのです。』

問『つまり軽くて温かみがなく、手で触ってもカサカサした感じだったんですね。』

答『そうその通りです。せっかく抱いてもさっぱり手ごたえがないんです。こればっかりは
現世の生活の方がよっぽどよく感じられて仕方ありません。神さまのお言葉によれば、いつ
か時期が来れば、親子、夫婦、兄弟が一緒に暮らすことになるとのことですが、あんな具合
では、たとえ一緒に暮らせても、現世のようにそう面白くはないのではないでしょうか。』



だいたい日本語が、肉眼で見えないものをことごとく「神」と言っちゃいますから、まぎら
わしいんですよね。神といってもピンからきりまであるんですから。ことわざにも上には上
があるなんて言いますでしょう。一つの神界の上にはさらに一段高い神界があり、そのまた
上にも一層奥の神界があるといったように、どこまでいっても際限がないらしいんです。現
在の私たちの境涯からすれば、最高の所はやっぱり昔から教えられているとおり、天照大御
神様《あまてらすおおみかみさま》のいらっしゃる高天原《たかまがはら》の神界が宇宙の
神界なんだそうです。そこまでは一心不乱になって統一すれば、私たちにも何とか接近でき
ないこともありませんが、そこから奥はとても私たちの力では太刀打ちできません。指導役
のおじいさんにもうかがってみたんですが、あんまり要領が得られませんでした。つまりな
いわけではないけど、限りある力量ではどうしようもないんだそうです。

高天原の神界から一段下がった所が、われわれの住む大地の神界で、ここに君臨なさってい
るのが皇孫命様《こうそんみことさま》です。ここになりますとずっとわれわれと距離が近
いせいか、祈願すれば直接神様からお指図を受けることもでき、またそんなに苦労しなくて
も神様のお姿を拝むことだってできます。もっともそれはある程度修行が進んでからのこと
で、最初こちらに来たばかりの時は、何がなんだか腑に落ちないことばかりでした。恥ずか
しいんですけど皇孫命様があらゆる神々をご統率なさる中心のお方であることさえわかって
いませんでした。『近頃の人間は幽明交通の道が途絶えているせいか、まるっきりだめだね
。昔の人間にはそれぐらいのことは当たり前だったんだけどね。』指導役のおじいさんから
そう言ってさんざんお叱りを受けちゃいました。私たちでさえすでにこうなのですから、現
世の方々が戸惑われるのは仕方ないことかもしれませんね。これはやっぱりおじいさんがお
っしゃるとおり、この際皆で大いにガンバって、霊界との交通を盛んにする必要があるよう
です。それさえできればこんな事は簡単に分かることなんですから。

今さら言うことではないかもしれませんが、皇孫命様をはじめそのお指図の元に働かれてい
る神々はみな活《い》き神様です。つまり最初からこちらの世界に活き通しの自然霊なんで
す。産土《うぶすな》の神は言うまでもなく、八幡様でも住吉様でも、それから弁天様だっ
てそうです。結局ここまでが本当の意味での神様で、私たちのように帰幽後神として祀られ
るものは真正の神ではありません。ただ神界に籍をおいているというだけです。もっとも中
にはずいぶん修行が進んだ立派な方もいらっしゃいますが、しょせん人霊には人霊だけのこ
としかできません。言ってみれば真正の神と人間との中間に立ってお取次ぎする役目が人霊
の仕事と言えます。まあそんな風に考えていただければ間違いなさそうです。少なくとも私
のような未熟者にできるのはせいぜいそんなことです。だから神社に祀られたからって、や
たら難しい問題なんかを持ち込まれないよう、くれぐれもお願いいたしますね。精一杯お取
次ぎはいたしますが、私程度の力なんかでは何にもできませんから。

神社の参拝者とひと口に言っても、その種類は実にさまざまです。最近は神さまを敬う気持
ちが薄れたせいか、めっきり参拝者の数も減り、また熱心さも薄らいじゃったようですけど、
昔はずいぶん真剣な方が多かったんですよ。時代の変化は、こちらから見ていると実によく
わかります。心霊のあるのか無いのかさえあやふやな人たちが形式的に頭を下げても、らち
があきません。神社もうでで一番大事なのはやっぱり真心です。たとえ神社にまで行かなく
ても、熱心に念じてくだされば、ちゃんとこちらへ通じるんですから。

命乞いの祈願を受けて
私も心から気の毒に思い、すぐに一生懸命神さまに命乞いの祈願をしましたが、何分すでに
手遅れの状態で、神界からは一応ダメであるとのお告げがありました。しかし人間の真心と
いうものは、こんな時大変な働きをするものらしく、不思議な神の力が私から娘へ、娘から
子供へと一筋の光となって注ぎかけ、とうとう死んだはずの子供の息が吹き返したのでした。
全く人間は真心一つが大切みたいで、一心不乱になっちゃいますと、身体の中からなんだか
一種霊気みたいなのが出て、普段は考えられないような不思議な働きをするらしいんです。

現世の方々が、何はさておいても一番に心得ておかなければならないのは、産土《うぶすな》
の神様でしょう。これはつまり土地の守護に当たられる神様でして、その本体は始めから生き
通しの自然霊、つまり龍神様なんです。現に私たちの土地の産土様は神明様（訳注1）といい
ますが、やっぱり龍神様です。どうやらこちらの世界の仕事は、人霊のみでは何かにつけて不
便があるのではないかと感じられます。

さて産土の神様の仕事の中で何より大事なのは、人間の生死の問題です。この世の役所では、
子どもが生まれてから初めて出生届を受け付けますが、こちらでは生まれるよりずっと以前
から、それがおわかりになっていらっしゃるようです。何といいましても、一人の人間がこ
の世に生を受けるというのはすごく重大なことですから、このような場合は産土の神様から
、上の神様、さらに上の神様へと順々にお届けがあり、最終的に最高の神様まで情報が伝達
されるんだそうです。言うまでもなく、これから誕生する人間には必ず一人の守護霊がつけ



られますが、これも皆上の神界からのお指図で決められるように聞いています。

それから人間が亡くなる場合に第一に受け付けてくださるのも、やはり産土の神様で、誕生
だけが決してその受け持ちではないんですよ。これは氏子としてぜひ心得ておかなければな
らないことと思います。とは言ってもそのお仕事はただの受け付けだけで、直接帰幽者をお
引き受けくださるのは大国主命《おおくにぬしのみこと》様です。産土神様からお届けがあ
ると、大国主命様の方ではすぐに死者のあらゆる状況を見定め、それぞれ適当な指導役をつ
けて下さるんです。指導役はやっぱり龍神様ですね。人霊ではどうかすると人情味があり過
ぎて、こちらの世界の指導をするのにあまりうまくいかないようです。私も一人の龍神さん
の指導にあずかったことは、先ほど来お話してきたとおりです。これは私だけのことではな
くて、どんな人だって皆お世話になるんですよ。つまり現世では主として守護霊、幽界では
主として指導霊のお世話になるものと思われたら間違いありません。

ちなみに生死以外にも産土神様のお世話になることも多いですね。すなわち産土神様は、万
事の段取りを取ってくれる総合受付のようなものと言えばお分かりいただけるかしら。病気
には治療専門の神様、武芸には武芸専門の神様がいるし、そのほかこの世のありとあらゆる
分野には、それぞれ受け持ちの神様が控えていらっしゃいます。人はとかく自分の力だけで
何でもできるように考えがちですが、多かれ少なかれすべての事象の陰には神様のお力添え
があるというわけなんです。

さすがに日本は神国と言われるだけに、外国と違ってそれぞれ名の付いた尊い神社が至る所
にあります。それらの御本体を考えてみますと、大きく二通りに分かれるようです。一つは
すぐれた人霊を御祭神としたもので、橿原神宮《かしはらじんぐう》（訳注2）、香椎宮《
かしいのみや》（訳注3）、明治神宮（訳注4）などがこれにあたります。もう一つは活き神
様を御祭神としたもので、出雲大社、鹿島神宮、霧島神宮などが相当するようです。ただし
いかにすぐれた人霊でも、その背後には必ず有力な龍神様が控えているようですけど。

今さらお話しすることでもないんでしょうが、すべての神様の上には皇孫尊《こうそんみこ
と》様が控えておられます。このお方が大地の神霊界の主宰神であられるからです。さらに
そのもう一段階奥には、天照大神様がお控えになっておられますが、それは高天原《たかま
がはら》、すなわち宇宙の主宰神でありまして、とても私たちからは計り知ることのできな
い、それはそれは尊い神様なんです。

神界の組織はざっとではありますがこのような構造です。これらの神様の他にもこの国には、
観音様とか、不動様といった様々な神様がいますが、私がこちらで実際に調べてみますと、
それはただ進化の途中の相違、つまり幽界の下層にいる眷族《けんぞく》が色々区別してい
るだけで、奥の方は結局同じなんです。富士山に登るのにルートは色々あっても、頂上が一
緒なのと同じです。教えの道も結局はそういうものなんでしょう。話がずいぶん長くなりま
したわね。それではこの辺でひとまず私の通信の終わりとさせてくださいね。


