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法徳寺だより
平成
時半〜

法徳寺には︑敷地内に
永代合祀墓がございます︒
納骨を︑ご希望の方は
お気軽にご相談下さい︒
寺が責任をもって永代に
お護りいたします︒

ご 法事 を 行 う にあ た り ︑現 在 ︑
土日に予約が集中しています︒
僧侶 の人数 も限ら れてい るため ︑
ご 希望 に 添 え ない 場 合 もあ り ま
す ︒平 日 で す と︑ 比 較 的予 約 が
とり やすい ので︑ ご考慮 下さい ︒

ま た︑ 会 場 も ︑お 寺 の 本堂 を ぜ
ひ使って頂きたいと思います︒

※次回の法徳寺だよりは7月初旬のお盆号です。

午後
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わたした ちの浄土真宗 の宗祖である ︑親鸞聖人の ︑お誕生を 祝う降誕
会法要︵ご うたんえほう よう︶と︑永 代経法要︵え いたいきょ うほうよ
う︶を合同で行います︒
当日は︑お宅様の読み上げと︑法話がございます︒
どうぞ︑みなさまそろって︑ご参加下さい︒
尚︑毎月行 っているニコ ニコ法話会を ︑五月の回と して兼ねて おります
ので︑よろしくお願いいたします︒

法徳寺のホームページを開設しております。
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︽法要に持参する物︾
★過去帳・位牌
★ 読み 上 げ用 紙★ お 念珠
★お経の本 ︵お 持 ち の 方︶

４月１３日、５月１８日、６月８日
℡ ０４６−３９１−２４７１
伊勢原市桜台３−１６−９
どうぞ、お気軽にご参加下さい。

《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。
お気軽に、お問い合わせ下さい。
TEL・０４６−２２８−３９６２（法徳寺）

法徳寺別院 立徳寺のお知らせ
毎月の法話会 15時より16時

※都合により日時等を変更する場合があります。
ご了承下さい。時間の記載がないところは未定です。
随時、ご案内いたします。
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このた び私︑ 伊東知幸 ︵弟︶ は法徳 寺副住 職を退 任し︑ 善林寺 八千代
別 院主幹 となる ことにな りまし た︒突 然の報 告に驚 かれた ことで しょう
が ︑妻の 実家︵ 築地の善 林寺︶ の住職 ︵眞柄 信雄師 ︶が念 願であ った別
院 を千葉 県八千 代市に計 画し︑ 四年前 に本堂 ︑礼拝 堂︑霊 園が完 成し八
千 代聖苑 として 運営して 参りま した︒ 私ども 家族は 息子の 小学校 入学を
期 に八千 代市の マンショ ンに移 り住み ︑八千 代聖苑 の主幹 として 従事す
る ことに なりま した︒と はいえ 現在︑ 法徳寺 の仕事 量は大 変多く ︑八千
代 聖苑の 管理運 営に携わ る一方 ︑法徳 寺の法 務もこ なすた め︑時 々︑厚
木まで出張する予定ですのでこれからも宜しくお願いします︒
ま た八千 代聖苑 では墓地 の新規 斡旋を 受け付 けてお ります ︒各行 事の法
要や法話会も予定しています︒
一度是非︑お立ち寄り下さい︒
善林寺八千代別院 八千代聖苑 千葉県八千代市桑橋１１５
ＴＥＬ ０４７・４５９・３７３３
地下鉄東西線より快速乗車
直通東葉高速鉄道﹁八千代中央﹂下車︑タクシーで 分
10

2008年1月20日（日）築地本願寺にて、成人式が
行われました。法徳寺からは壮年会会員「岩本さん」
のお孫さんである「岩本進太郎さん」が参加されま
した。ご成人、おめでとうございます。

↑
法徳寺墓地内の
永代合祀墓

５月１１日（日）降誕会・永代経法要
（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
８月２０日（水）法徳寺子ども会
９月 ２日（火）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
９月２３日（火）秋分の日 秋季彼岸会法要
＜秋季彼岸会期間 ９月２０日（土）〜２６日（金）＞
１０月 ２日（木）念仏奉仕・ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
１０月 ９日（木）報恩講準備・逮夜法要
午後５時〜６時
１０月１０日（金）報恩講日中法要 午前１１時
１１月 ４日（火）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
１１月１３日（木）築地本願寺報恩講団体参拝
終日
１２月 ２日（火）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
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平成 二十年 三月 二十日 ︑二 十一日 の二日 間︑る一番の理由は︑帰る我が家があるからです︒
法徳寺 本院に て︑ 春のお 彼岸 法要を 行いま し 人生 という 旅を してい く上で ︑自 分の命 の帰
た︒ 当日は ︑春 の嵐の ごとく ︑雨風 が強い 中︑る場所を知らなければ︑行く当てもわからず︑
たくさんのお参りの方が訪れました︒
帰る 場所も 知ら ず︑た だた ださま よいの 人生

の彼岸 という 法要 は︑私 達が 仏にな られた 方
の願いに会わせていただくためのものです︒
亡き 人の願 いと は仏の 願いと 同じ です︒ 仏
様の願 いとは ︑慈 悲とも いいま すが ︑私の 人
生に 安心と 心強さ を与え てく ださる 導きを い
います ︒先 立っ た大切 な方を ︑この 私を導 い

彼岸に 対して ︑私 たちの 住ん でいる この世 界
を こ の岸 とい います ︒彼岸 法要 とは︑ 私
たちが お浄土 ︵彼 岸︶ へ生ま れてい く道を 聞
かせて いただ くた めの法 要です ︒決 して先 祖
供養の ための 法要 ではあ りませ ん︒ しかし ︑
ご先祖 や︑ 先にお 亡くな りにな った 方のた め
の法要 といっ ても 間違い ではあ りま せん︒ こ

感じ ること がで きるの です︒ この お彼岸 を縁
とし て︑ またお 念仏申 す日暮 しを︑ 送ら せて
いただきたいものです︒
︵法話担当 法徳寺別院立徳寺 毛利祥生︶

いく ことこ そが ︑仏に なら れたか たの願 いで
あり︑一番お慶びになられることだからです︒
そうだったな︑うれしいな︑心強いなと思っ
た時 には︑ どう ぞ南無 阿弥 陀仏と お念仏 申し
てく ださい ︒そ のお念 仏申 す時は まさに 仏に
な られた 方のハ タラキ の中 に包ま れてい ると

を大 切にし ︑私 にいの ちの 故郷が 用意さ れて
いる ことを ︑喜 ばせて いただ き︑ この人 生を
精一杯でいくことなのです︒
最初に 彼岸の 法要は 亡き 方やご 先祖の ため
の法 要でも ある といい ました ︒そ れは決 して
供養 の意味 では なく︑ 彼岸 という 仏縁の 中で
私が 仏法を 聞き ︑心強 さを いただ いて生 きて

ここで ︑当 日の法 話をご 紹介 させて いただ き にな って しまい ます︒ しか し阿弥 陀様は ︑私
ます︒
たち は必ず 彼岸 ︵お浄 土︶ という ︑いの ちの
故郷 に生ま れて いくの だから ︑安 心して 精一
︵法話←︶
杯生 きてく ださ いと︑ 私に 願いを かけて くだ
本日は︑彼岸法要です︒彼岸とは かの岸
さっ てい るので す︒ 仏にな られた 方が本 当に
と書き ます︒ つま りお浄 土の ことを 現しま す︒喜ぶ ことは ︑亡 き人が 残して くださ った 仏縁

てく ださる 存在と して手 を合 わせて いくこ と
はとて も尊い こと です︒ ですが ︑時 に不幸 が
重なる と︑ ご先祖 が迷っ てい るせい ではと 心
配され る方が おら れます ︒しか し︑ ご先祖 様
が迷っ てい ると考 える前 に︑ まず自 分自身 が
仏様 のみ教 えを聞 かせて いた だくこ とが大 切
です︒ 確か な心の よりど ころ を持た ないま ま︑
自分 の命の 帰る場 所を知 らず に生き ている な
らば︑ 迷っ ている のは私 自身な のでし ょう ︒
そんな 私を心 から 案じ︑ 願い をかけ てくだ さ
る︑ 仏様が いらっ しゃ ること を聞か せてい た
だくの が仏法 なの です︒ その教 えによ って ︑
私が亡 き人を 心配 するよ り先に ︑私 のほう が
案ぜら れ︑ 見守ら れてい るこ とに気 付くこ と
ができるのです︒
仏に なられ た人 の願い の中に は︑ 私たち の
帰る いの ちの故 郷 に 気付 いて欲 しいと い
う願い もあり ます ︒皆さ んも 旅行を された こ
とがあ ること でし ょう︒ 旅行 が楽し い旅に な

さ います︒それは︑ 同じように︑愛 す 際は︑お 供え物をして︑亡 き方に喜ん
る 方を失った方がたく さんいらっしゃ でもらおうと いうのが︑養う という字
る ということです︒ 家で︑一人でい る の意味だと思 います︒しかし ︑浄土真
と きは︑どんな思 いがするでしょう か︑宗の教えでは ︑養われている のは︑私
寂 しい思いをしている のは︑自分だ け たちの方です よと教えていた だくので
じ ゃないだろうか と不安になるとき も す︒亡き方 が︑私たちのこと を︑いつ
あ ると思います︒しか し︑こうして︑ も︑心配し︑幸せになってほしい︑守っ

お 寺に は有 り 難い こと に︑
た くさんのお方様が︑ お参りしてく だ

見え なくても︑自分 を支えてくれるは
たら きです︒他力で はだめだ︑自力で
頑張 るいいますが︑ 自力だけで生きる
こと が出来る人がいるの でしょうか︒
頑張 るのではなく︑ 頑張らせてくださ
るは たらきが他力です︒ 南無阿弥陀仏

の宗 派があるなかで︑ 浄土真宗のお寺
に生 まれたということは ︑なんと不思
議な ことか︒なんと ︑有り難いことな
のか ︒自分で選んだ のではなく︑自分
に影 響を及ぼす力︑ 私を良き方向へ導
いて くださるはたらき︑ これを他力を
申し ます︒他人の力 ではなく︑目には

ください︒
私は ︑たまたま︑ 年前に︑法徳寺に
生ま れました︑これ は︑自分で選んだ
わけ ではありません︒私 は︑何より︑
浄土真宗の寺に生まれたということは︑
何か ︑深い縁を感じ るのです︒数多く

ひろゆき︶さ んが︑﹁供養﹂ とは︑相
手を心配させないこと︒﹂とおっしゃっ
ていました︒
皆さん︑ 供養とは︑どうい う意味だと
思いますか？ 供養という字は︑ 供える
に養うと書き ます︒仏様にお 参りする

お 寺にお参りして阿 弥陀様の前に座 ら てあげたいと はたらいてくださ ってい
せ てもらいますと︑ 同じように︑辛 い るのです︒ 亡き方に︑心配 かけないこ
経 験をされた方々ば かりだというこ と と︑人生を 輝かせること︑こ れが︑最
に 気づかされると思い ます︒そして︑ 高の供養なのです︒
現 に今︑ご病気や さまざまな悩みに 苦 人生は︑辛 いことがあったり ︑失敗し
し んでおられる方も多 いことでしょ う︒たり︑後 悔の連続だと思いま す︒しか

浄土で︑ 親しき方と再会をと げたとき
には︑た くさんの土産話をし てあげて

三 月二十 八日 ︵金 ︶法 徳寺 仏教 壮年 会野 外研 修
会を 行いま した ︒当 日は お天 気が 危ぶ まれ まし た
が︑なんとか雨も降らずに行くことができました ︒
今 回の野 外研 修会 のメ イン は︑ 大和 市の 常泉 寺
です ︒常泉 寺は ︑ご 住職 が苦 心し て育 てら れた ミ
ツマタや花桃が見事なお寺です︒まさに﹁花浄土﹂
にふ さわし く︑ ﹁か なが わの 花の 名所 百選 ﹂に ︑
選定されています︒
桜の季節とかさなり︑
心癒される一日を︑
過ごすことが
できました︒

先日︑テレビで 有名なスピリチュ ア
ル カウ ンセ ラー の江 原啓 之︵ えは ら

︵ 法徳寺

伊東英幸︶

阿 弥陀様は︑そん な思いをされてい る し︑失う ものが多いぶん︑ 得るものも は︑ 他力のはたらき そのものです︑私
皆 様に向かって︑ ﹁寂しい思いや辛 い おおいのが人 生です︒亡き方 は︑仏様 の口 から出てくださる念 仏は︑阿弥陀
思 いをされているのは ︑あなた一人 で となって︑ いつも︑皆さん の人生を輝 様からの励ましの言葉です︒私たちは︑
は ないですよ︒私 は︑そんなあなた の かせるように 願いはたらき続 けてくだ いつ も︑仏様と一緒です ︒辛い時︑寂
そ ばをいつも離れる ことはありませ ん さっている のです︑そして︑ 必ず︑浄 しい 時︑不安な時︑ どうぞ︑お念仏を
よ ﹂と励ましてく ださっているので す︒土へと導いて くださるのです︒ いつか︑お称えください︒
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