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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︒
当日は︑平服でかまいません︒

☆過去帳か位牌
☆お念珠
☆お経の本
☆読み上げ用紙

法 徳 寺
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

法徳寺では、毎年恒例の夏休み限定の子ども会を
開催しています。 今年も、例年通り、法徳寺に午後
から集まり、バスで移動、キャンプ場を散策、水遊
びなどをした後、お寺で仏さまの話やゲーム、そし
て夕飯にはカレーを食べて、花火をして解散という
予定で、夏休みの一日を過ごしたいと思います。
日
場

８月２０日（木）午後１時〜夕食後、解散
法徳寺
（散策は南足柄市、夕日の滝キャンプ場）
対 象 小学生〜中学生（親同伴の場合、幼児も可）
参加費 無料 ８月１６日までにお申し込み下さい

６月２６日青蓮寺（厚木市三田）
へ参拝、その後、古民家の岸邸、
山十邸を訪れました。どちらも、
素晴らしい木造建築でした。その
後、愛川町にある、甲斐の武田信
玄と小田原の北条氏康軍が戦った
三増合戦場の史跡に行きました。
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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︒

浄 土真 宗は︑ いつ ものお 飾り の
まま でけ っこう です ︒理由 は︑ ご
先祖 はお 盆の時 期に だけ帰 って く
るわけではないからです︒
い つも 帰って きて 下さっ てい る
とい う気 持ちで ︑毎 日お参 りし て
下さい︒

ぼくたちの
出番はないね・・

お盆法要について

８月15日（土） ☆ご都合によっては、対象以外の回にお参りされても構いません。
① 午前１０時〜１０時半
新盆対象
② 午後１２時〜１２時半
新盆・一般のお盆対象
③ 午後 ２時〜 ２時半
一般のお盆対象
８月16日（日）
④ 午前１０時〜１０時半
新盆対象
⑤ 午後１２時〜１２時半
新盆・一般のお盆対象
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＜お問い合わせは法徳寺まで＞
℡０４６（２２８）３９６２

法徳寺別院 立徳寺よりお知らせ
毎月の法話会 15時より16時
７月１２日、８月９日、９月１３日

立徳寺

℡ ０４６−３９１−２４７１
伊勢原市桜台３−１６−９

↑
法徳寺墓地内の
永代合祀墓

７月２日（木）
PM1時半〜３時
８月は、お休み

９月２日（水）
PM1時半〜３時
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ごと に衰弱していき︑ やがては︑亡く なってしまう という︑大変 ︑私に出来ること は︑葬儀の導 師をさせて 頂くことく らいでした︒
悲し いドラマです ︒朔太郎は︑ 恋人を失った 後︑勉強に 打ち込み しかし ︑浄土 真宗 は︑ さ
｢ よ うなら ではな く︑ また︑ 会い ましょ
先日︑我 が家にもオレオ レ詐欺の電話が ありました︒ 幸い︑私︑卒業 式にも出ず︑ やがて医者にな り︑ 年間 ︑独身︑恋 人のお骨 う の｣ お別れ が出 来ます ︒い つか︑ また︑ 浄土 でお会 いし たとき
本人がい たので︑大丈 夫でした︒被 害にあった 方の中には ︑オレ をどんな時も離すことが出来ません︒恋人との思い出が一杯つまっ は︑恩返しをし たいと思って おります︒ そして︑浄 土では︑笑顔
オレ詐欺 のことを知っ ていたといい ます︒でも ︑自分には ︑まさ た故 郷には︑一度 も帰ることが 出来ないでい ます︒ある とき︑高 で再会し沢山の 土産話をした いと思いま す︑そして ︑少しは︑褒
か︑ない だろうと思っ ていたそうで す︒皆様も ︑﹁死﹂と いうこ 校の 担任の先生か らの一通の手 紙で︑帰る決 心をします ︑それに めてもらえるように︑頑張りたいと思います︒
とを知っ てはおります ︒しかし︑今 ︑健康でお 暮らしにな ってい は︑ ﹁まだ︑帰っ てこれません か？﹂と書い てありまし た︒主人
る方は特 に︑まさか︑ 自分が明日︑ このいのち なくなるか もしれ 公は ︑恋人のお骨 をまいてあげ ようと故郷に 戻りますが ︑なかな
先日︑同じ宗 派の僧侶であ る山崎龍明 先生のご本 が書店で平積
ないとは ︑思っていな いと思います ︒私の座右 の銘は︑﹁ 人間い か︑ 場所がみつか りません・・ ・︒大人にな った主人公 と︑高校 みされていまし た︑現在は︑ 書店で仏教 書が数多く 見られます︒
つ死ぬか わからない︑ それなら︑今 ︑好きなこ とをしよう ﹂とい 生の 二人が幸せだ った日々から 恋人が亡くな るまでを重 ね合わせ その中の一文を ご紹介したい と思います ︒﹃よき人 生とは︑なに
うものです︒
たストーリーに大変感動しました︒
ごともない人生 ではありませ ん︒さまざ まな障害︑ 困難を乗り越
えたところにも たらされるも のです︒人 は︑深い苦 しみ悲しみを
知ることによっ て︑よろこび にであうこ とができま す︒人にもや
私は︑ 葬儀・法事な どを始める際 ︑﹁ご一緒 に︑合掌し なん
そ のドラマの中 で︑亜紀は﹁ 何かを失うと いうことは ︑何かを さしくなれるの です︒﹁悲し みは人をつ くる﹂私は ︑そんな人に
まんだぶ つ とお念仏 を称えましょ う︑そして ︑私とご一 緒に礼 得る ことなんだね﹂﹁ 生きていること が︑こんなに 嬉しいなんて ︑ずいぶんであっ てきました︒ 人生︑そん なにみじめ で︑つまらな
拝を致し ます︒﹂と申 し上げます︒ そう申しま せんと︑誰 もお念 知ら なかったよ﹂とい う台詞がありま した︒失って みて︑初めて ︑いものではあり ません︒悲観 的なもので はないとい う思いで︑私
仏を称え て下さらない からです︒し かし︑こう 申し上げて も︑な 気付 くこと︑学ぶ ことって沢山 あるんだなと 思いました ︒また︑ はこんにちまで 生きてきまし た︒この世 でたったひ とつの私のい
かなかお 念仏を称えて 下さる方は少 ないのが現 状です︒称 えない 亜紀 が︑何度も︑ 恋人に﹁私は ︑何のために 死ぬの？﹂ ﹁何のた のち︒一度限り のやり直しの きかない私 の人生︒き のうのいのち
方は︑宗 派が違うとい う理由なのか ︑恥ずかし いのか︑無 宗教な めに 生まれてきた の﹂﹁天国っ てあるの？﹂ と尋ねるの ですが︑ と︑きょうのい のちとはまっ たくちがう ︒そんない のちを︑きょ
のか分かりません︒しかし﹁私は浄土真宗の門徒です﹂とおっしゃ やが て︑死期が近 づき﹁天国な んてないよ・ ・・だって ここ天国 う一日精一杯︑ 燃焼させたい ︒こんな気 持ちで朝を 迎えますが︑
る方でも ︑日常︑合掌 しお念仏を称 える習慣が なければ︑ 称えて だも ん・・・﹂﹁ 私は︑あなた に出会うため に生まれて きたんだ 後悔に終わるこ とも多いので す︒しかし ︑また︑気 持ちを取り戻
下さらな いのです︒そ れでも︑一人 でもご一緒 に称えて下 さる方 よ︑ ずっと待って いたんだよ﹂ と大好きな恋 人に︑出会 い︑支え して︑きのうの いのちではな い︒今日の ︑このまっ さらないのち
がいらっ しゃいますと ︑とても嬉し くなります ︒以前の私 は︑こ られている今この時が︑天国という言葉に︑大変感動しました︒ を私は︑精一杯生きたいと思います﹄
のような 言い方はしま せんでした︒ 葬儀・法事 にお参りさ れる方 私は ︑天国と浄土 の違いはあり ますが︑この 台詞に浄土 真宗の教
︵ポケット親鸞の教え 山崎龍明著 中経出版︶
は︑浄土 真宗の方ばか りではないと いうのがそ の理由でし た︒し えを 重ねてしまい ました︒私は ︑浄土真宗の 教えは︑生 きる力と
かし︑最 近︑あらため て︑生きとし 生けるもの すべてが︑ 阿弥陀 安ら ぎを与えるも のだと思いま す︒寺院も病 院も︑同じ ﹁院﹂が
様の救い の目当てであ ったというこ とに気づか されました ︒そう つき ます︒これは ︑生きている 者が救われる 場という意 味です︒
南無阿弥陀仏 とは︑﹁安心 していいよ ︑頑張りな さい﹂と︑私
しますと ︑無宗教だと いう方も︑曹 洞宗の方も ︑日蓮宗の 方も︑ また ︑浄土真宗の 葬儀は︑亡き 方が救われる のではなく ︑残され に呼びかけてく ださる阿弥陀 様のお言葉 なのです︒ 南無阿弥陀仏
新興宗教 の方も関係な いのです︒み な共通な不 安があるの です︑ た皆 様が救われ︑ これからの人 生をどう生き るべきかを みつめさ は︑私が称え︑ 私の口から出 るのですが ︑私が発信 地ではないの
それは﹃ 死﹄というこ とです︑この 大問題に関 係ない人は いない せて いただくもの だと私は思い ます︒亡き方 を︑ご心配 されるお です︑阿弥陀様 自身なのです ︒南無阿弥 陀仏は︑仏 様が私の元に
のです︒人生は︑後悔の連続ですが︑人生の最後に︑﹁私は︑いっ 気持 ちは分かりま すが︑阿弥陀 様が︑必ずお 救い下さい ます︒亡 現れている姿で す︒南無阿弥 陀仏は︑私 が言う言葉 だと思ってい
たい死ん でどうなるの だろうか︑こ の解決を生 きている間 にした き方 を心配するの は︑阿弥陀様 のお仕事なの です︒逆に ︑亡き方 たら︑駄目です ︒阿弥陀様は ︑私が︑忘 れていても 忘れて下さな
かった﹂と後悔するのは嫌だと思います︒
は︑残された皆様の事が︑心配で仕方がないと思います︒
い仏様です︑だ から︑いつで もどこでも ︑私の口に お念仏となっ
て出て下さるの です︒私の口 に出て下さ るというこ とは︑いつで
も阿弥陀如来様 とご一緒なの です︒﹁ナ ンマンダブ ツ﹂と称える
先 日︑私の仲人を勤 めてくださいま した方が︑急 死されました ︒とき︑目には見 えなくてもち ゃんと阿弥 陀様がいっ しょにいて下
倒れ たと聞き︑病 院に駆けつけ た時には︑も う︑息をひ きとって さっているので す︑そして︑ いつも私を 力づけて下 さるのです︒
おら れました︒あ まりの突然の ことで︑ご遺 体を前にし ても︑信 阿弥陀様は︑こ の苦しみに満 ちた人生に ︑たった独 りで生まれ︑
じら れず︑﹁白骨 の御文章﹂の お言葉が頭を よぎりまし た︒﹁朝 たった独りで死 んでいかねば ならない私 たちに︑安 心して人生の
には ︑紅顔ありて ︑夕べには白 骨となれる身 なり﹂︒本 当に︑蓮 旅を続けさせ︑ 目的地はお浄 土なんだよ と教えてく ださっていま
如上 人のお言葉通りだ とあらためて︑ この世の無常 を感じました ︒す︒そのおはた らきに気づい たら︑﹃あ りがたい﹄ とお念仏が自
私は ︑何も恩返し が出来ないま ま︑先に行か れてしまい ました︑ 然に称えられると思います︒ ︵法話 法徳寺副住職 伊東英幸︶
先日︑ 西伊豆の松崎 に行ってきま した︒とて も︑のどか な港街
です︒約 年前に﹁世 界の中心で愛 をさけぶ﹂ というテレ ビドラ
マが放映 され︑ロケ地 となった松崎 町は︑今で も︑ドラマ で描か
れた風景 を求め︑訪れ る者が絶えま せん︒私も 最近︑たま たま︑
ケーブル テレビで再放 送をみて︑行 ってみたく なりました ︒ドラ
マは︑あ る地方都市︑ 高校生で同じ クラスの松 本朔太郎と 廣瀬亜
紀は︑互 いに恋に落ち ました︒だが ︑亜紀は白 血病にかか り︑日
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