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２月 ２日（水）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
３月 ２日（水）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
３月２１日（月）春季彼岸会法要
春分の日 時間未定
＜春季彼岸会期間 ３月１８日（金）〜２４日（木）＞
４月 １日（金）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
５月 ２日（月）降誕会・永代経法要
午後１時半〜２時半
（５月ニコニコ法話会を兼ねております）
６月

２日（木）ニコニコ法話会

午後１時半〜３時

７月 １日（金）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
８月１５日（月） お盆法要
時間未定
８月１６日（火） お盆法要
時間未定
（８月ニコニコ法話会を兼ねております）
９月 ２日（金）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
９月２５日（日） 秋季彼岸会法要
時間未定
＜秋季彼岸会期間 ９月２０日（火）〜２６日（月）＞
１０月３日（月）念仏奉仕ニコニコ法話会 午後１時半〜３時
１０月９日（日）報恩講準備・逮夜法要
午後５時〜６時
１０月１０日（月）報恩講日中法要
午前１１時
１１月 ２日（水）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時
１１月１０日（木）〜１１月１１日（金）
親鸞聖人７５０回大遠忌京都西本願寺団体参拝
１２月 ２日（金）ニコニコ法話会
午後１時半〜３時

平成二十二年
平成二十一年
平成十七年
平成十一年
平成 七年
昭和六十四年
︵平成元年︶
昭和六十二年
昭和六十 年
昭和五十四年
昭和三十七年

法徳寺住職 伊東英俊
副住職 伊東英幸
立徳寺（法徳寺伊勢原分院）毛利祥生
善林寺八千代聖苑主管
伊東知幸

《法要に持参する物》
★過去帳・位牌
★法名読み上げ用紙
★お経の本（ お 持 ち の 方 ）
★お念珠
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毎 年恒 例︑ 東京 の築 地本 願寺 の報 恩講 へ︑ 団体 参拝 い
たしました︒
今 年は ︑報 恩講 の後 ︑明 治神 宮︑ 表参 道︑ 六本 木ヒ ル
ズを見学してきました︒大変︑充実した一日でした︒
来年は︑親鸞聖人七五〇大遠忌の年です︒
京都︑西本願寺へ団体参拝へ行く予定です︒

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︒

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。

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。

平成２２年１２月

法徳寺だより
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この 前︑ 私︑ 東京 デ ィズ ニー ラン ドに 遊び に行 って きま し
た ︒私 が︑ 歩い てい ま した ら︑ ある 小学 生の お嬢 さん が︑ 従
業 員の 掃除 をし てい る女性 に︑ 話か けて いた ので す︒

先日 ︑﹁ 死ぬ とき に 後悔 する こと ２５ ﹂と いう 本を 読み ま し
た︒ 作者 の方 は︑ １ ００ ０人 もの 方の 最期 をみ とっ た︑ お 医
者様 です ︒人 は︑ 最 期に どの よう なこ とを 後悔 する のか を ま

﹁ 今︑ 何を して いる の です か？ ﹂私 は︑ それ を見 て︑ 明ら か とめ た本 であ り︑ 今 ︑生 きて いる 方が ︑人 生の 最期 を︑ 後 悔
に ︑掃 除を して いる 方 に︑ ﹁何 をし てい るの です か？ ﹂と 尋 しないように︑書いた本です︒ その中で︑﹁生と死の問題を ︑
ね るの はど うし てだ ろう？ と思 った ので す︒ そう しま した ら︑ 乗り 越え るこ とが 出 来な かっ たこ と﹂ ︑﹁ 神仏 の教 えを 知 ら
そ の 従 業 員 の 方 は ︑ 何 と 答 え た と 思 い ま す か ？ そ の 女 性 は なか った こと ﹂︑ とい うのが 出て おり まし た︒
﹁ はい ︑夢 の欠 片を 拾って いま す︵ 笑顔 ︶﹂ と答 えた ので す︒
そ の小 学生 が︑ それ を 聞い て︑ とて も︑ 嬉し そう でし た︒ 従
誰 もが ︑こ の世 の 旅立 ちが あり ます ︒そ のた めに ︑生 き て
業 員の 方が ︑そ のよ うに︑ 答え ると 知っ てい たの でし ょう ね︒ いる間に︑その旅立ちの準備を しておかなければなりません ︒
デ ィズ ニー ラン ドは ︑ ファ ンタ ジー の世 界︑ 夢の 世界 だか ら しか し︑ 案外 ︑そ の 準備 をさ れて いる 方は そう 多く はな い よ
そ のよ うに 答え るの で しょ う︒ でも ︑デ ィズ ニー ラン ドの 中 うで す︒
で ︑聞 いた から 素敵 だ な〜 と思 いま すが ︑普 通の 道端 で聞 い
た ら︑ この 人︑ ちょ っと頭 がお かし いと 思い ます よね ︵笑 ︶︒ そ の旅 立ち の準 備 が︑ 人生 の宿 題で す︒ その 宿題 を生 き て
いる 間に 片付 けて お かね ばな りま せん ︒片 付け ない 方は ︑ 必
ず︑ 後悔 する ので す ︒遣 り残 した 宿題 を人 生と いう 先生 は 決

私た ちが ︑日 々求 め てい る幸 せは ︑い つか は︑ 私を 裏切 る

ま せん ︑な るべ く︑ 上等の 物を 使っ てく ださ いね ︵笑 ︶︒

ニ ーラ ンド が夢 の世 界 なら ば︑ お寺 の本 堂は ︑こ の世 にあ り
な がら ︑阿 弥陀 様の 極 楽浄 土の 世界 です ︒お 線香 は︑ 浄土 の
香 りで す︑ 皆様 ︑ご 自 宅で ︑安 物の お線 香は ︑使 って はい け

お 寺の 本堂 に座 ると ︑ 何か ︑落 ち着 くと か︑ すが すが しい 気
持 ちに なる ので はな い かと 思い ます ︑そ れは ︑そ の場 が持 っ
て いる はた らき であ っ て︑ 理屈 では 説明 出来 ませ ん︒ ディ ズ

人 生は ︑何 が起 こ るか わか りま せん ︒悩 みの ない 人間 は お
りま せん ︒し かし ︑ 確か な心 のよ り所 ︑相 談相 手が いて く だ

です ︒そ のこ とを ︑ 親鸞 聖人 が教 えて 下さ いま した ︑も し ︑
親鸞 さま がい らっ し ゃら なか った ら︑ 今も ︑私 たち は︑ 死 へ
の不 安の 中に いた こと でしょ う︒

阿 弥陀 様の 救い は ︑今 ︑聞 いて ︑今 ︑救 われ る教 えで す ︒
いつ でも ︑救 いが 間 に合 って いる ので す︑ 既に ︑阿 弥陀 様 の
救い の中 にあ るの で す︒ そし て︑ 今︑ 浄土 への 旅の 途中 な の

して許してくれないのです︒で も︑皆様︑安心してください ︑
皆様 に代 わっ て︑ 阿 弥陀 様が 宿題 を終 わら せて くれ てい る の
です ︒

その 場が 持っ てい る 雰囲 気と いう のは ︑す ごく 大切 です ︒

も ので す︑ ぜん ぶ︑ あ の世 へは ︑持 って いけ ない もの です ︒
そ の手 に入 れた 幸せ の 材料 が多 けれ ば多 いほ ど︑ 裏切 られ た
時 の苦 しみ は大 きい の です ︒で すか ら︑ 宗教 の世 界で 言う ︑

様 の次 に仏 と成 って 現 れる の弥 勒菩 薩で す︒ 仏に 成る まで 一
段 前の ﹁等 覚﹂ とい う さと りを 開い て︑ 現在 ︑兜 率天 とい う
所 で修 行中 です ︒し か し︑ 五十 六億 七千 万年 後で なけ れば ︑

皆様 は︑ 弥勒 菩薩 を ご存 知で しょ うか ︑地 球上 で︑ お釈 迦

して 下さ い︒ そし て ︑亡 き方 に対 して ﹁さ よう なら ﹂で は な
く︑ また ︑会 いま し ょう ︑い つか ︑私 も参 らせ て頂 きま す と
いう 思い を深 めて 頂き たいと 思い ます ︒

て︑ 皆さ んを 護り ︑ 浄土 へと 導い てく ださ って いる こと を 思
い出して下さい︒どんなに辛く ︑不幸に思う人生であっても ︑
今︑ 阿弥 陀様 に出 会 い︑ 本当 の幸 せを 得て いる こと を思 い 出

され ば生 きて いけ る ので はな いで しょ うか ︒辛 いと き︑ 悲 し
いと き︑ どう にも な らな い時 ︑ご 仏壇 やお 墓に お参 りし 南 無
阿弥陀仏と称えてください︒少 しでも︑気持ちが安らいだり ︑
前向 きな 気持 ちに な った ら︑ いつ も︑ 亡き 方が ︑仏 様と 成 っ

﹁ 本当 の幸 せ﹂ とは ︑ この 娑婆 の世 界を 去っ て行 く時 にも 失
う こと のな いも ので なけれ ばい けま せん ︒

仏 覚に 到達 でき ませ ん ︒そ れほ ど︑ 成仏 する こと は難 しい の
で す︒ しか し︑ 今︑ 阿 弥陀 様の 救い に出 会っ てい る者 は︑ 弥
勒 菩薩 と同 格だ とい わ れる ので す︒ なぜ なら ︑命 が終 わる と
同 時に 成仏 が約 束さ れてい る等 覚の 位に いる から です ︒

鯖江凱くん

川村優斗くん

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。
詳しくはホームページ
をご覧下さい。
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平成２２年度、法徳寺にて、
鯖江凱（さばえ とき）君と、
川村優斗（かわむら ゆうと）君
が七五三を迎えました。

