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法 徳 寺

当日 は ︑平 服で か まい ま せん ︒お 盆
法要 で 読み 上げ を ご希 望 の方 は︑ 同
封の 用 紙に ご記 入 の上 ︑ 受付 に提 出
して下さい︒

法 徳 寺で は︑ 毎 年︑ 有 縁の 方々 合
同で ︑ 新盆 法要 ・ お盆 法 要を お勤 め
して お りま す︒ 浄 土真 宗 のお 盆は ︑
お寺の阿弥陀様に︑お参りするのが︑
正式なのです︒
そ の 主旨 は︑ 阿 弥陀 経 に﹃ 倶会 一
処〜 阿 弥陀 仏の 浄 土で ︑ 倶︵ とも ︶
に一 つ 処で 出会 う ﹄と い う言 葉が 出
てま い りま す︒ そ れは ︑ 先立 って い
かれ た ︑す べて の 方が 浄 土に 生ま れ
ていらっしゃるという意味なのです︒
そ れ によ り家 族 単位 で はな く︑ 法
徳寺 有 縁の 方々 全 員で 読 経・ お焼 香
頂き︑法話を聴聞頂いております︒

︽お盆法要について︾
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法徳寺には︑境内に
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︒

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

法徳寺だより

都合によっては、対象以外の回にお参りされても構いません。

↑
法徳寺墓地内の
永代合祀墓

お盆のご自宅へのお参りご希望の
方は、お早めにお申し込み下さい。
法徳寺
℡０４６・２２８・３９６２

く るわ けでは ない から
で す︒ お盆に なる と︑
迎 え火 を焚き ︑﹁ お盆
に だけ は戻っ てき て下
さい﹂お盆が終わると︑
送 り火 を焚い て﹁ もう
帰 って 下さい ﹂と 追い
返す︒
こ れは ︑とて も寂 しい
こ とで はない でし ょう
か︒
い つで も︑ご 先祖 は︑
この娑婆世界に戻られ︑
私 たち を見守 って いて
下 さる のです ︒お 盆だ
け 特別 にする 必要 はあ
りません︒

（新盆の方や新しく門徒になられた方へ）
７月にお盆を勤める方は、お寺までご依頼下さい。
こちらは、かなり余裕がございます。
８月のお盆は、13日〜15日とされていますが、浄土
真宗ではそのようなこだわりはありません。
その前からお参りさせていただいております。
特に、８月13日〜15日までの間は、既存の門信徒の
お宅のお参りがありますので、お受け出来ません。
初めて ︑お 盆をお 迎え
になる 方は ︑ビッ クリ
される かも しれま せん
が︑浄 土真 宗は︑ お盆
独特の お飾 りはあ りま
せん︒
常日頃 のお 飾りの まま
で結構 です ︒また ︑迎
え火を 焚き ︑死者 の霊
を迎え るさ まざま な準
備は必 要あ りませ ん︒
お供え も派 手に飾 り立
てるの では なく︑ 餅・
菓子・ 果物 をスッ キリ
とお供えします︒
理由 は︑ ご先祖 はお
盆の時 期に だけ帰 って

午後1時半〜３時

法徳寺のホームページを開設しております。

日程
８月２０日（水）午後１時〜夕食後、解散
場所
法徳寺 対象
小学生〜中学生
参加費 無料
（親同伴の場合、幼児も可）
＜お問い合わせは法徳寺まで＞

９月２日（火）

法徳寺の子ども会

毎年恒例

８月は、お休みです。

新盆対象
新盆・お盆対象

７月２９日（火）〜３１日（木）
静岡県掛川市（宿泊 蓮舟寺） 参加費 １万円
小学校３年生〜中学校３年生 締切 ６月２７日

午後1時半〜３時

お寺の林間学校（東京教区南ブロック主催）

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

日程
場所
対象

７月１３日、８月１０日、９月１４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。

７月２日（水）

お盆とは、
どのような意味が
あるのでしょう？
答えは、法要に
来てみてください。

新盆対象
新盆・お盆対象
お盆対象
８月15日（金）
①10時〜10時半
②11時半〜12時
③1時半〜2時
８月16日（土）
④10時〜10時半
⑤11時半〜12時
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五月十一日︵日︶
すっ きり しない 曇り空 の中︑ 今年 の降誕 会︑
永代経法要を勤修しました︒
法話では法要の意義と説明をしました︒

里にお 生まれ にな りまし た︒ それか ら九十 年
の生涯 を終え るま でご尽 力され ︑浄 土真宗 の
教えを 我々に 残し て下さ いまし た︒ 約七百 五
十年前 にお亡 くな りにな っては いま すが︑ 私
たちの 心のよ りど ころで ある︑ お念 仏の教 え
に導い て下さ った 方です から︑ その お誕生 日

まれま す︒ 降誕会 とは︑ 浄土 真宗の 宗祖︑ 親
鸞聖人 様が︑ お生 まれに なら れた日 をお祝 い
する誕 生日会 なの です︒ ですか ら︑ 大変め で
たい日 として ︑全 国のの お寺 で法要 が勤め ら
れます︒
宗祖 親鸞聖 人は ︑一一 七三年 ︑京 都日野 の

いき ︑色 々な話 をして いき たいと 思いま すの
でので︑ご参加宜しくお願いします︒
︵善林寺八千代別院 主管 伊東 知幸︶

も悲 しい日 ﹂で なく﹁ 仏さ まへの 誕生日 ﹂と
解釈して下さい︒
仏 教︑ お寺は 死者を 供養 する為 だけの もの
では ありま せん ︒我々 がお経 や説法 から ︑よ
り良 き人生 の生 き方を 学び︑ 実践 してい く学
びの 場です ︒こ れから も各 法要で 法話を して

ね﹂ と言 って あげて 下さい ︒別れ をひた すら
残念 がり嘆 き悲 しむよ うでは ︑仏 さまは その
苦痛 の表情 を見 て心配 してし まいま す︒ また
命 日やそ の季節 を悪い 日だ と思わ ないで 下さ
い︒ 毎年 命日の 季節が 来る たびに 憂鬱に なる
よう では︑ 仏さ まが悲 しみま す︒ ﹁命日 は最

お念仏 を称え ︑自 分の子 や孫に も︑ お念仏 の 方を生前︑大変尊敬されていたのですから︒
み教え を伝え てま いりま すとい う趣 旨で︑ 阿
浄 土真宗 では ︑いの ち終 えると 即成仏 する
弥陀 様や亡 き方に ご奉告 させ て頂く 法要で す︒とい う考え です ︒です から 命日は 仏さま への
降誕 会の降 誕と は︑神 や仏︑ 偉大 なる聖 人 誕生 日です ︒そ の日に 人生を 全うさ れ︑ 最上
などが この世 に出 生する ことで す︒ キリス ト の仏 さまに 生ま れ変わ ったの です︒ そし て故
ならク リスマ スが 降誕祭 ︑お 釈迦様 なら四 月 人が 過ごし てき た人生 を讃え るため にも ﹁素
八日の 花祭り が︑ 灌仏会 ︵降 誕会︶ として 営 晴ら しき人 生で したね ︒思 い残す ことは ない

︵法話←︶
永代 経とは ︑阿 弥陀さ まは﹁ 無量寿 ﹂︵ 永
遠のい のちが ある ︶の仏 さまで す︒ 永遠に 皆
さまを 見守り ︑お 念仏の 教えに ︑皆 様を導 き たり︑仏壇をお参りするなど親しみを込めて
お救い 下さる 仏様 です︒ その 救いに 出会わ せ 接して頂きたいと思います︒なぜなら我々が
て頂い た者が ︑こ れから も︑ いのち 続く限 り︑親鸞 聖人を 師と 崇める ように ︑皆 さんも 亡き

↑この度の講師は、４月から下
記にて、主管として活躍してお
ります。
千葉県八千代市桑橋１１５番地
℡０４７−４５９−３７３３
八千代別院 主管 伊東知幸

も大事 に祝福 する わけで す︒ 同じよ うに皆 さ
んの亡 くされ た大 事な方 の誕生 日も ︑お祝 い
すべき とまで は言 いませ んが︑ 忘れ ないで あ
げて下さい︒その誕生日には︑お墓参りに行っ

先 日︑ 法 徳 寺の 境 内 の排 水 工事 が
終わりました︒
工 事期 間 中 は︑ ご 迷 惑を お かけ し
ま した が ︑ この 工 事 によ り ︑雨 の
日の境内の水溜りが できなくなり︑
皆 さま が ︑ 一層 お 参 りが し やす く
な った と 思 いま す ︒ また ︑ 本堂 の
縁側下に︑カバーをつけました︒

ある 方が︑その言葉に 対して﹁い え︑ りの方からは ︑前向きに前 向きにと言
私の母 は︑決して早くあ りません︒ と われ︑尚更︑不安になり悪循環に陥る
ても︑ 充実した素晴 らしい生き方を 私
に見せ てくれました﹂と お答えになっ
たとお 聞きしました︒ 亡くなるまで の
日々︑ 本当にがんばっ た︑褒めてあ げ
たいと 語られたご両親の お言葉に︑ 感

ん︑ 早かったですね ︑お若いのにお 気
の毒で すね︑かわいそう ですね﹂と い
う言葉 を︑かけてし まうことが多い の
ではな いでしょうか︒ それは︑ご遺 族
に対し て︑とても︑ 辛い言葉だと思 い
ます︒

私 たち は︑ お若 くし てお 亡く なり に
なっ た方のご遺族に対し て︑﹁ずい ぶ

和に保つこと が︑どれだけ 難しいこと
か︒皆さんは ︑たった一日 でも︑一度
も腹立てずに ︑一度も不安 なことを考
えずに過ご すことが出来た 日があるで
しょうか？ 常に不安でたまら ないと︑
嘆く方は多い と思います︒し かし︑周

一番の幸せで あり︑そこから ︑人を慈
しむ心も出て きます︒しかし ︑心を平

え ている究極的な問題 ︑すなわち︑ 老
病死の苦悩の解決にかかわるものです︒
釈 尊が出家される機縁 となったのも ︑
そ の問題であり︑ 老病死が追って いる
こ とに気付く時︑ 人間は︑今ここ に生
き ていることの意 味を問わずには おれ
ま せん︒この問 題を解決しようと する

が おこっても乗り 越えよう︑自分 なり
に頑張っていこう﹂とする思いが起こっ
た 時︑それは︑ 人知を超えた仏さ まか
ら のご利益です︒ 人生は︑さまざ まな
経験と感動を与えてくれます︑それが︑
一 番の財産です︒ 宗教は︑人間の かか

心 がこもった仏 さまからの言葉な ので
す ︒南無阿弥陀仏 と称え﹁どんな こと

方も多いのではないでしょうか︒
﹁頑張らない︑だけど諦めない﹂
︵医師：鎌田 實氏の言葉︶︒ これは︑

と ころに︑宗教 の根本的な意義が あり
ま す︒浄土真宗 本願寺派第二十四 代大
谷 光真御門主のお言 葉です︒生き ると
は ？という問いを持 つとき︑マイ ナス
に 思えることが︑ プラスに転じら れる
の です︒仏教は︑ ﹁死﹂という 一番の

動した こともございます ︒生きてい る
ことへ の感謝︑健康の有 難み︑家族 の
絆︑健康が当たり前で過ごしていた日々
では︑ 感じることの 出来ない充実し た
日々だっ たことでしょう ︒葬儀は︑ 別
れを悲 しむ場ではなく︑ 出会いを喜 ば

ひとつの人 生の頑張り方を 示していま マ イナスが︑仏 さまに成らせて頂 くと
す︒ただ︑ 闇雲に頑張るの ではなく︑ い うプラスに転じか えられるのです ︒
あきらめな い頑張り方があ るというこ ﹁死﹂は︑仏様の世界への誕生日です︒
とです︒人 生のありのまま を受け止め︑こ れからは︑仏さ まとして︑迷い︑ 苦
自分なりに一 歩一歩︑お浄 土への道を し むものを救う仕事 の始まりです︒ 私
歩んで行けた らなと思うので す︒不安 た ちには︑いつ でもどこでも南無 阿弥

すが︑その幸せとは︑
私 の欲を 叶える もの
で はあり ません ︒常
に ︑心の 平和で あり
ま す︒人 間︑ 常に心
が平和でいるのが

仏教は ︑私の願い︵ 欲望︶を仏さま に
叶 えても らう宗 教で
はありません︒逆に︑
仏 さまの 願いを 聞く
宗 教です ︒仏の 願い
は ︑私た ちの幸 せで

があっても 救うという真実 の慈しみの

←ブッタとシッタカブッタ小泉吉宏

著

ある︑ 前向きに生きてい こう︒佛教 徒 な時﹁どん なことがあって も大丈夫﹂ 陀 仏という仏様が︑ 一緒にいてく ださ
に限ら ず︑ありのま まを受け止める 姿 この言葉が︑ 救われる言葉で す︒それ い ます︒逆に言え ば︑お寺の阿弥 陀様
勢︑ それが私達が目 指す悟りではな い が︑南無阿 弥陀仏という仏 様からのお の 前︑お墓の前︑ ご仏壇の前だけ では
でしょ うか︒しかし ︑このように書 い 言葉の意味で す︒南無阿弥陀 仏は︑私 な く︑いつでもど こでも︑お念仏 が私
ている 私自身︑どんなこ とがあって も︑ の口で称える ものですが︑ その中身は︑の 口に称えることが 出来るのは︑ 常に
常に前 向きに心の平和 を保てること が 阿弥陀さまや 亡き方が︑そん な私を︑ 仏様が側にいてくださるからなのです︒
出来る かと言えば︑答え は︑ＮＯで す︒ 見捨てること が出来ない︑ どんなこと
︵ 副住職 伊東 英幸︶

せて頂く場なのです︒
生き ることが辛くなっ た時︑老い て
いく自 分が嫌になった時 ︑病いで苦 し
む時︑ 死を恐れる時︑ 私たちはこれ ら
を忌み 嫌うのではなく︑ これこそが 娑
婆世界 に命を授かり︑ 生きている証 で

こころの平和こそ
最高の幸せ
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