法

徳

寺

だ

よ

り（ホームページ

平成２０年１２月

平成
21

年１月２日︵金︶

午前十一時〜十二時
午後一時半〜二時半
︵ご都合のよい回にお参りください︶

第一回
第二回

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
感謝致します︒読み上げ︑読経 法話がございます︒

︽法要に持参する物︾

★過去帳・位牌
★法名読み上げ用紙
★お念珠
★お経の本 ︵ お 持 ち の 方︶

１月 ２日（金）新年法要
午前１１時〜１２時 午後１時半〜２時半
２月 ２日（月）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
３月 ２日（月）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
３月２２日（日）春季彼岸会法要
午前１１時〜１２時 午後１時半〜２時半
２３日（月）春季彼岸会法要
午前１１〜１２時
＜春季彼岸会期間 ３月１７日（火）〜２３日（月）＞
４月 ２日（木）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
５月 ２日（土）降誕会・永代経法要（ニコニコ法話会を兼ねております）
午後１時受付開始（午後１時半〜２時半終了）
親鸞聖人の誕生をお祝いする降誕会法要と、ご先祖を始めとする有縁の方々を
追悼し、永代にわたって感謝する永代経法要を合同でお勤めします。
６月 ２日（火）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
７月 ２日（木）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
８月１５日（土） お盆法要
１６日（日） お盆法要
８月２０日（木） 法徳寺子ども会 午後1時〜7時
９月 ２日（水）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
９月２３日（水）秋分の日 秋季彼岸会法要 午後11時〜12時 午後1時半〜2時半
＜秋季彼岸会期間 ９月２０日（日）〜２６日（土）＞
１０月 ２日（金）念仏奉仕・ニコニコ法話会 午後１時半〜３時
門信徒の皆様で、本堂・接待所・境内の清掃等をお願いしております。
１０月 ９日（金）報恩講準備・逮夜法要
午後５時〜６時
１０日（土）報恩講日中法要
午前１１時
浄土真宗で一番大切な法要です。親鸞聖人のご命日を偲び感謝申し上げる法要で、
二日間にわたり行なわれます。
１１月 ２日（月）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
１１月１２日（木）築地本願寺報恩講団体参拝 終日
１２月 ２日（水）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
※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。
《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。
毎月２日、ニコニコ法話会が開催されています。 読経、法話がございます。
どなた様もご参加出来ます、参加費無料です、お気軽にご参加下さい。

http://homepage3.nifty.com/houtokuji/）
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来年度も どうぞ
宜しくお願い致します︒

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︒
法徳寺住職 伊東英俊
副住職 伊東英幸
法徳 寺 伊勢 原分 院
毛利祥生
八千 代 聖苑 主管
伊東知幸

平成 年 月 日
東京の築地本 願寺の報恩講 へ法徳寺か
ら総勢 名で︑団体参拝いたしました︒
毎年︑大変好 評をいただい ている参拝
ですが︑今年も 午前中に本願 寺の報恩講
を参拝しました︒
午後からは︑ 築地の場外市 場で買い物
をしました︒そ の後︑今年は ︑ＮＨＫド
ラマ﹁篤 姫﹂にちな み︑い
ざ江戸城 へ︒皇居見 学をい
たしまし た︒天候に も恵ま
れ︑有意 義な一日を 過ごす
ことができました︒
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︒
来年も是 非ご参加下 さい︒

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

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︒
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毎年 ︑ 月 の後半 にな ります と︑ 喪中 はが きが 送ら れ ての 人々 が幸せ にな るよ うに 願う ︑こ れが﹁ 願﹂ です ︒
てきま す︒ 歳を 重ね ると 共に︑ 毎年 増え てい くよ うで す︒しか し︑ 私た ちの﹁ 願﹂ は︑ すべ て︑ 自分 のこ とばか り
私もだ んだ ん︑ そう いう 歳にな って きた んだ なと 感じ ま です︒
す︒私 の両 親︑ そし て︑妻 の両 親も ︑今 ︑元 気で いて く
私 は︑ この 言葉を 拝見 して ︑﹁ 願﹂ とい うこ とは︑ と

めて 分かるのです︒
娑婆 です から ︑いや でも 苦労 しな いと いけな いし ︑思
い通 りにはいかないのだけれ ども︑それでも︑ 辛抱して︑
一 日一 日を ︑大 切に生 きね ばな らな いな と思う 方は ︑浄

阿弥 陀様の はた らき を︑ ﹁本 願力 ﹂と いいま す︒ 本願

土 へ生 まれ る方で あり ︑既 に︑ 救わ れた 方なの です ︒

ても 難し いと 思い ました ︑自 分に はと ても 出来 ない︑ そ
れが ︑出 来る のは︑ 仏様 しか いら っし ゃら ない と思い ま
した ︒で も︑ 相田 さんは ︑ど んな 小さ な﹁ 願﹂ でもい い

と は︑ 究極 的な﹁ 願﹂ です ︑そ して︑ ﹁ 力﹂ とはは たら
き です ︒阿 弥陀 様は︑ どう した ら︑ すべ ての 生きと し生
け るも のを 浄土 へ救う こと が出 来る か︑ 長い長 い間 ︑考
え られ ︑修 行さ れたと お経 には 説か れて います ︒そ の本

れるのが当たり前ではなく ︑有難いことだと感じま す︒

から ︑心 ひそ かに ︑持 ち続 けるこ とが 大切 だと 書かれ て
いま した ︒そ れが ︑必 ず人生 を︑ よき 方向 に向 かわせ て
くれ ます ︒な ぜな ら︑ 他人の 幸せ を願 うこ とに より︑ 心
が綺 麗に なる から です︒ そし て︑ 自分 の醜 い本 当の姿 を

れるそ うで す︑そ して ︑講 演の予 定は ︑ 歳 にな る︑ 四
年後ま で︑ 入っ てい るそう です ︒し かし ︑若 い頃 は︑ 体
が弱く ︑京 都帝 国大 学の 医学部 に入 学し た︑ 一年 生の 時
に︑結 核に かか り︑ 以後︑ 八ヶ 月ば かり ︑ト イレ にも 行

されて いま す︒今 でも ︑年 間︑

歳 で現役 のお 医者さ ん︑ 日野 原先 生は︑ ﹁ 幸

福とは ︑失 われ て初め て気 付く もの なの です︒ ﹂ とおっ
しゃっ てお られ ます ︒大切 な方 を失 って みな いと ︑そ の
方の本 当の 有難 みは︑ 分か らな いの でし ょう ︒日 野原 先
生は︑ 築地 本願 寺の 近く にある ︑聖 路加 病院 の理 事長 を

願 は︑ 既に ﹁力 ﹂とな って ︑今 ︑私 たち には たらい て下
さっ ています︒
私 たちは︑南無阿弥陀仏 と称えておりますが ︑これは︑
阿 弥陀 様が ︑言 葉の仏 さま とな って ︑私 の口 に現わ れて

現在 ︑

回の講 演を 行っ てお ら

知ることが出来 るからです︒
こ の世 を︑ 娑婆 世界と 言い ます が︑ 娑婆 とは ︑イン ド
の昔 の言 葉︑ サハー を語 源と し︑ 意味 は︑ 自由 のない ︑
堪え 忍ば ねば なら ない世 界と いう 意味 です ︒で すから ︑

下 さっ てい るの です︒ 阿弥 陀様 は︑ 南無 阿弥 陀仏と いう
呼 び声 とな り︑ 常には たら き続 けて 下さっ てお りま す︒
そ の意 味は︑ ﹁ おまえ をど んな こと があっ ても ︑浄 土へ

番 の幸 せであ りま す︒ こ
う いう 人と 暮らし てい れ
ば ︑苦 労な んて苦 労と は

の 食べ なくて も︑ 着る も
の を着 なくて も︑ この 人
と いら れれば 幸せ ︑そ う
い う人 に出 会うこ とが 一

ぜ なら ︑私 には ︑浄 土へ生 まれ たい とい う気 持ちは 起こ
ら ない から です ︒私は ︑浄 土が どん なに 素晴 らしい 世界
で ある と聞 かされ ても ︑た とえ ︑苦 しみ 多き︑ 娑婆 の世
界 であ って も︑ いつま でも ︑生 きて いた いし︑ 愛す る人

阿弥 陀様 は︑ 私が︑ お願 いし たわ けで もない のに ︑阿
弥 陀様 の方 から︑ 先に ﹁ど うか ︑浄 土へ 生ま れると 信じ
て ほし い︑ 私に 任せて ほし い﹂ と願 われ ており ます ︒な

陀 様お 任せ しま す︑ お救い 下さ いま して ありが とう ござ
い ます ﹂と お礼 で称え て下 さい ︒浄 土真 宗では ︑浄 土へ
生 まれ させ たいと 阿弥 陀様 が︑ 先に 願っ ていて くだ さっ
てい るのですから︑ただ︑ お任せなのです︒

て も︑ 苦労 しても ︑生 ま 救 う﹂ とい うもの です ︒し かし ︑南 無阿 弥陀仏 をた だ︑
れ てき てよか った と言 え 称 えれ ばい いの ではな く︑ その 言葉 の中 にある お心 を聞
な けれ ば寂 しい人 生で す︒くこ とが大切です︒南無阿弥 陀仏と称える際︑ ﹁どうか︑
人 間に とっ て︑食 べる も 浄 土へ お救 いくだ さい ﹂と いう お願 いでは なく ︑﹁ 阿弥

辛 抱の 出来な い方 は︑ 生
き られ ないの です ︒け れ
ど も︑ どれ ほど︑ 辛抱 し

けない 寝た きり の状 態で 過ごさ れま した ︒そ の病 気の 経
験から ︑病 気知 らず の医 者より も︑ 患者 さん の気 持ち が
わかる よう にな った ︑何 事も︑ 自分 で経 験し てみ たい と
身に沁 みて わか らない ︑私 は︑ 若い 頃に 結核 を患 った こ
とが︑ 有難い ことだ と感じ るとお っしゃ って おられ ます︒
大切 な方 を失 うこ とによ り︑ 健康 の有 難さ ︑命 の大 切
さ︑ 人の優 しさ など 学ぶ こと も多く ある ので はな いか と

思 わな いので しょ うが ︑
案外 ︑こ の人 に出会 った ため に︑ 苦労 が倍 にな ったと い
う出 会い ばか りでは ない でし ょう か︒ 私の 周り には︑ 素
晴ら しい 人が いな いのか ？そ んな こと はな いので す︒ 皆

今年 も 何卒 ︑ご 協 力お 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︒

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︒

伊勢原市桜台三ー十六ー九

℡：０４６３︵９１︶２４７１

☆毎月第２日曜日
午後３時〜４時 法話会

︵どな たで も参 加で きま す︒ 参加 費は

寺報を発行しております︒

ありません︒お気軽にご参加下さい︒︶

☆

︵ご希望の方は︑無料で郵送致します︒︶

http://www.7b.biglobe.ne.jp/~yachiyo seien/

思いま す︒ 死は ︑他 人事 ではあ りま せん ︒今 日か もし れ
ません ︑明日 しれま せんが ︑今︑ 生か されて いるの です︒
でも︑ 死は ︑ゴ ール ではあ りま せん ︑む しろ ︑仏 様と し
ての始 まり なの です ︒死 を越え てい く道 を︑ 阿弥 陀様 が
用意し てく ださ って います ︒浄 土へ 生ま れた ら︑ 愛す る
方︑親 しき 方と 出会え る︑ 死は ︑誰 しも が︑ 嫌な こと か
もしれ ませ んが ︑浄 土は︑ 生き る希 望に なり ︑少 し楽 し
みにも なる と思 いま す︒ 安心し てい のち 終わ って いけ る
道は︑ 安心 して 生き てい ける道 なの です ︒未 来が 明る け
れば︑ 今も 明る いの です ︒大 切な方 と浄 土で 再会 され た
ら︑ 沢山の 土産 話に 花を 咲かせ ︑褒 めて もら える よう 生

伊東知幸）

八千代聖苑（善林寺八千代別院
法徳寺住職の次男 伊東知幸

毛利祥生）

立徳寺 （法徳寺伊勢原分院
http://www.ryuutokuji.com/

き方を︑今︑させても らいましょう︒

か らこ そ︑ 自分 に嘘を つか ずに ︑安 心し て生 きてい けま
す ︒浄 土真 宗で は︑自 分の 本当 の姿 に気 づかせ て頂 き︑
阿 弥陀 様の 先手 の救い にお 任せ する こと が救い です ︒そ

さん の周 りに も素 晴らし い人 が︑ 沢山 いる はず です︒ し と 離れ たくな いの です ︒し かし ︑そ の願い は︑ 空し く︑
かし ︑私 たち は︑ その 素晴 らしい 人に 出会 わな いので す︒誰 も︑ 願い どお りに人 生は いき ませ ん︒ その 私の本 当の
それは︑自分 の本当の姿を知らないから です︒
姿 を︑ 既に ︑よ くよく ︑存 知て 下さっ て︑ ﹁ど うか ︑安
心 なさ い﹂ とは たら いてく ださ る如 来様 がいて くだ さる

先日 ︑築 地本 願寺 にお 参りし た後 ︑有 楽町 にあ りま す︑ あ いつ がつ まら ん︑ こいつ がつ まら んと ︑他 人のこ と
書家 相田 みつ をさ んの美 術館 に行 って きま した ︒私 は︑ばか り言 って いた けれど も︑ 自分 が︑ 一番 つま らんや つ
だっ た︒ と︑ 少し でも︑ 自分 の姿 が見 えた ら︑ こんな つ
まら ん自 分に ︑こ んな素 晴ら しい ︑仲 間が いて くれた ︑
以前か ら相 田さ んが 大好き で︑ 既に ︑何 回も 美術 館を 訪
れてい ます ︒そ こで︑ 今回 ︑あ らた めて 勉強 にな った の
が︑﹁願﹂というこ とでした︒
お正 月に は︑ お寺 や神 社に沢 山の 方が ︑お 願い 事で お

英幸︶

れ には ︑ま ずは ︑阿 弥陀様 の教 えを 聴聞 する 場に座 らせ
て 頂く こと が大 事であ りま す︒ 私の 思う ︑本 当の幸 せと
は ︑安 心し て︑ 我が命 をお 任せ 出来 る︑ 仏様 との出 会い
だと 思います︒

伊東

家族 がい てく れた ︑こ んなお 粗末 な私 に︑ 素晴 らしい 出
会い があ った ︑こ んな 人々に 出会 えた だけ で︑ 生まれ て
きた 甲斐 があ った ︒そ れが︑ 本当 の生 きて いる ことの 喜
びで あり ます ︒私 たち は︑ 本当の 喜び を得 ると いうこ と

︵副住職

http://homepage3.nifty.com/houtokuji/
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参りに 行か れる と思い ます ︒そ のお 願い 事は ︑す べて︑
自分の 事で しょ う︒ それは ︑﹁ 願﹂ では なく︑ ﹁ 欲﹂ な
のだと ︑相 田さ んは説 かれ ます ︒﹁ 願﹂ とは ︑私 中心 の

は︑ 自分 に会 わな いと いけな いの です ︒自 分に 会うと い
うこ とは ︑仏 の教 えを聞 いて ︑我 が姿 を照 らさ れて︑ 初

法徳寺
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欲では なく ︑他 の幸 せを願 うこ と︑ 例え ば︑ 世界 のす べ

ホームページを開設しております。
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日
平成２０年１２月
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