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仏事のご依頼は︑お早
めにお願い致します︒
日時は︑皆さんがお参
りにご都合の良い日で
宜しいと思いますが︑
土・日への︑ご依頼が

集中して おりますので︑
出来れば平日にお勤め
いただくと有り難いで
す︒また︑年回にあたっ
ていない年でも︑ご命
日にはお参り致します

ので︑お気軽にお申し
込み下さい︒ホームペー
ジから︑ Ｅメールでも︑
お申し込 みが出来ます︒

たと えば ︑墓 地 を霊 園に お持 ち
の 方で も︑ ご法 事は ︑ お寺 でお 勤
めされてはいかがでしょうか？
お墓 参り は︑ 常 日頃 から 行か れ
ても︑ お寺にお参りさ れる機会は︑

ち ︑ 亡き 方に お参 り する こと であ
り ます ︒ そし て︑ 私た ち も︑ 仏様
の 教え を お聞 かせ 頂き ︑ 阿弥 陀様
に 救わ れ る身 であ るこ と を喜 ばせ
て頂きたいものであります︒
ど うぞ ︑ 皆様 で素 晴 らし いご 法事

いけ ないというこ とはありませ ん︒
亡 き方 は︑ お 墓の 中に いら っ しゃ
る ので はあ り ませ ん︒ いつ も ︑阿
弥陀様と共に︑皆様のそばにいらっ
し ゃ るの です ︒で すか ら ︑阿 弥陀
様 の前 で お参 りさ れる こと が ︑即

な るべ く︑ 移 動な どは ︑ 最小 限に
と どめ ︑ 時間 も長 引 かな い方 が宜
し いの で す︒ 浄土 真 宗の ご法 事に
は ︑ 必ず ︑お 墓参 り をし なけ れば

な かな かあ りま せん ︒ 特に ︑ご 親
戚 の方 は︑ ほと んど あ りま せん ︒
お 子さ んに とっ ても ︑ お寺 にお 参
り する とい うの は︑ 非 常に 大切 な
経 験か と思 いま す︒ 同 じ︑ 法事 を
勤 める ので も︑ 霊 園の 簡易 礼拝 堂

に して 下 さい ︒素 晴 らし いご 法事
と は︑ 皆 様が 仏様 の 救い に出 会う
ことです︒
法徳 寺 では ︑少 人 数か ら大 人数
ま で︑ ご 使用 頂け る 接待 所が あり
ま す︒ 本 堂で のご 法事 の後 ︑ ご希
望 なら ︑ その まま 接待 所に て ︑食

今年も 何卒︑ ご協 力
を︑お願い致します︒
ご納入頂いたお金は︑
﹃法徳寺だより﹄の
発行・郵送だけでなく︑
お寺の護 持発展 ︑教 化

活動の為に使わせて
頂いております︒

http://homepage3.nifty.com/houtokuji/

平成十九年 往生
平成十八年 往生
平成十四年 往生
平成八年往生
平成四年往生
昭和六十一年往生
昭和五十九年往生
昭和五十七年往生
昭和五十一年往生
昭和三十四年往生
と︑お寺の本堂では︑雰囲気がまっ
た く違 い︑ とう ぜん ︑ お参 りさ れ
る 皆様 の供 養す る 心持 ちも 違う の
ではないでしょうか︒
亡き 方の 大切 なご 法 事の 時は ︑
皆 さん で︑ お寺 に お参 りさ れる こ
とをお薦めしたいと思います︒

法徳寺のホームページを開設しております。

︵ご都合のよい回にお参りください︶

午後１時半〜３時

９月２０日（土）〜２６日（金）＞
９月 ２日（火）ニコニコ法話会
９月２３日（火）秋分の日 秋季彼岸会法要
＜秋季彼岸会期間

一周忌
三回忌
七回忌
十三回忌
十七回忌
二十三回忌
二十五回忌
二十七回忌
三十三回忌
五十回忌

ま た︑ 法徳 寺で は︑ 本 堂使 用料 な 事 の席 を 設け られ ます ︒ 食事 のパ
ど はあ りま せん ︒墓 参 りは ︑前 日 ン フレ ッ ト等 もご ざい ます の で︑
に 済ま され るな ど の方 が宜 しい か お気軽に︑ お問い合わせ下さい︒
と 思い ます ︒法 事の 当 日は ︑遠 方
法 徳 寺
からお参 りされる方の ことも考え︑
℡０４６・２２８・３９６２

法徳寺には、敷地内に
永代合祀墓がございます。
ご納骨をご希望の方は、
お気軽にご相談下さい。

毎年 ︑お正 月に は︑新 年法 要をお 勤め してお りま す︒
一年 の始ま りを︑ すが すがし い思 いで﹁ 阿弥 陀如 来﹂
の御前で︑お参り致しましょう︒
浄土真宗の初詣はお寺に参り︑阿弥陀如来の救いに

８月２０日（水）

法徳寺子ども会

感謝致します︒読み上げ︑読経 法話がございます︒
当日は︑甘酒をご用意してお待ちしております︒

３月２１日（金）春季彼岸会法要
午前11時〜12時
＜春季彼岸会期間 ３月１７日（月）〜２３日（日）＞
４月 ２日（水）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
５月１１日（日）降誕会・永代経法要（5月のニコニコ法話会を兼ねております）
６月 ２日（月）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
７月 ２日（水）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
８月１５日（金）・１６日（土） お盆法要

厚木市岡田5-4-12
TEL 046-228-3962
住職 伊東英俊
法話 伊東英幸
編集 伊東祐子

※都合により日時等を変更する場合がありますのでご了承下さい。
時間の記載がないところは未定です。近くなりましたら、随時、ご案内いたします。
《その他の行事》 初参式（赤ちゃんの初参り） いつでも受付しています。
七五三 お寺で七五三のお祝いが出来ます。
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午後１時半〜３時
午後１時半〜３時
午前11時〜12時 午後１時半〜２時半
２月 １日（金）ニコニコ法話会
３月 ３日（月）ニコニコ法話会
３月２０日（木）春分の日 春季彼岸会法要

午後１時半〜３時
午後５時〜６時
午前１１時〜
午後１時半〜３時
終日
午後１時半〜３時
１０月 ２日（木）念仏奉仕・ニコニコ法話会
１０月 ９日（木）報恩講準備・逮夜法要
１０月１０日（金）報恩講日中法要
１１月 ４日（火）ニコニコ法話会
１１月１３日（木）築地本願寺報恩講団体参拝
１２月 ２日（火）ニコニコ法話会

法徳寺だより

１月

２日（水）新年法要
①午前11時〜12時 ②午後１時半〜２時半
１月２０日（日）築地本願寺成人式
（詳しくは、築地本願寺ホームページをご覧下さい。）

平成１９年１２月１３日
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平成 年 月 日︑築地本願寺報恩講に︑法徳寺
から総勢 名で団体参拝致しました︒
大変好評 をいただいてい る参拝です が︑毎年︑ 午前
中は︑本願寺にお参り致します︒
法要に は︑雅楽の入る 素晴らしい 読経を聞か せて
いただき ︑続いて︑有り 難い法話を 聴聞させて 頂き
ました︒また︑法要の後は︑美味しい報恩講弁当をいただきました︒
それから︑築地場外市場で買い 物をしたり︑屋台のラーメンやお 寿司を
食べておられる方もいました︒
また︑元築地本願寺職員︑法 徳寺伊勢原分院 毛利主管者の築 地本願
寺ミステリツアーが行われまし た︒なぜ︑築地というのか？なぜ ︑イン
ド風建築なのか？築地本願寺に は︑設計者︑伊東忠太博士の遊び 心が︑
いっぱい？法要の際に鳴る︑鐘 は︑どこにあるのか？職員は︑ど こに住
んでいるのか？・・・など︑いろいろ︑明らかになりました︵笑︶︒
午後からは︑毎年都内の名所 を見学します︒今年は銀座をバス で見学
しました︒皇居︑警視庁︑国会 議事堂などを通り︑首都高︑中央 道を通
り︑国道 号に出ました︒黄 色く色づいたイチョウ並木を通り︑ 多摩御
陵に到着しました︒多摩御陵は ︑昭和２年に大正天皇御陵として 多摩陵
が建立され︑その後貞明皇后の 多摩東御陵が昭和 年に建立され ている
ところです︒また︑平成に入っ て昭和天皇の武蔵野御陵︑その後 香淳皇
后の武蔵野東御陵が建立されま した︒そして︑甲州街道の銀杏並 木は︑
昭和 ２年 ２月 ︑多摩 御陵 が造
営さ れた のを 記念し て植 樹さ
れた そう で︑ なかな かの 見頃
でした︒
当日ご参加下さった皆様︑
ありがとうございました︒
また毎年︑午後のコース
を変えて行っておりますので︑
来年も是非ご参加下さい︒
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月の中旬に︑私は︑ 朝４時

過ぎに︑ ｃｃのオー トバイに
乗り︑ひと りで出かけ まして︑
妙義山︑軽 井沢︑鬼 押し出しな
どをツーリ ングしてき ました︒

私は ︑ 死んだ ら終 わり では ない︑ 永 遠のい の

その遺 伝子 を喜 ばす こと をする と︑ ど んな困 難
を乗り 越え てい くよ うな 力が わき おこ るので は
ないで しょ うか ︒そ の遺 伝子 を喜 ばせる には ︑
お寺にお参りして︑法話を聞かせて頂くことが
大切です︒﹄という法話をされました︒

す︒ お参 りしま すと ︑そ の遺 伝子 が喜 んでく れ
るので はな いで しょ うか ︒遺 伝子 が喜ぶ から ︑
心が安 らぐ ので す︒ 人間 の心 の奥底 には ︑亡 き
方が︑ ﹁ 幸せに なっ てほ しい よ︑ どん な困 難も
乗り越 えて ほし いよ ﹂と いう 願い をか けられ た
遺伝子をもっているんじゃないでしょうか︒

ある布教使さんは︑こう言いました︒
﹃お 参り下 さい まし た皆 様は︑ ご 先祖様 ︑ 亡き
方から ︑ 受け継 いだ ︑共 通な 遺伝 子を お持ち で

すとい うお 声を 聞く ので すが︑ それ は︑ 仏様 の
美しい心に触れるからではないでしょうか︒

特に︑白根 ・浅間火山 ルートか
ら見る︑雪 化粧をした 浅間山が
大変美しく感動致しました︒
人間は︑ 美しいもの に出会う
と救われる のです︒美 しいもの
に出会うと︑生きる力がわいてくるのです︒
よく︑ お寺 に来 ると ︑ほ っと しま す︑ 安ら ぎま
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ちを今 ︑生 きて いる ので す︒ だか らこそ ︑ 今を
一生懸命行き続けねばならないのです︒
この 世で ︑す べて が終 わり なの であ れば浄 土
へ救わ れる 必要 はあ りま せん︒ 仏様 は︑ 私た ち
を︑ 真実 の安ら ぎの 世界 ︑浄 土へ 救い とろう と
されているのです︒

伊東

英幸︶

の建 築︑当 時の住職 ︑第 世祐慶
師の 時代に 建立され ました ︒昭和
年︑大 修復︒祐 慶師は ︑静岡県
蒲原 にあり ます浄 土真宗 本願寺派
長榮 寺様か ら︑お 出でにな り︑大
変︑ 法徳寺 を盛り たてて下 さった

に し が いもくべえ

から享 保３年︵ １７１ ８年︶ に︑
飯山村 ︵現厚 木市飯山 ︶の大 工︑

西海杢 兵衛ほか ４名に よっ て作ら
山号：知恩山高栄院
れたこ とがわか ります ︒つま り︑
宗派：浄土真宗本願寺派
その前の本堂の時期です︒
本山：京都︑西本願寺
当時 の住職︑ 空恵 師の文字 で︑
本尊：阿弥陀如来立像
全門徒 が協力し て︑ 阿弥陀 様に救
開山：教信 ︵永正元年１５０４年往生︶︑ われた 喜び︑ 報恩謝 徳の為 に建立
本堂 は︑寛 政 年 ︵１８ ００年︶ したという︑文字に感動致します︒
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来年度もどうぞ宜しくお願いします︒
お正月の初参りには︑多数のご参詣を
お待ちしております︒
尚︑この新年号の法徳寺だよりにて
年賀状にかえさせていただきます︒
住職 伊東英俊 副住職 伊東英幸
副住職 伊東知幸 分院主管 毛利祥生

お方 です︒ しかし︑ 雷に打 たれ︑
若くして往生されたそうです︒
し ゅみだん
須 弥壇︵ 阿弥陀 様が御 安置され
ぼくしょ
ているところ︶は︑部材の墨書
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どうぞ ︑初 めよ く︑ 真ん 中も よく ︑終 わり もよ
く︑悔いのない人生送らせてもらいましょう︒
︵ 副住職
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