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すべての回、法要時間は３０分です。
ご都合により、対象以外の回に、お参り頂いても結構です。

８月15日（日）
① １０時より
② １２時より
③ １３時３０分より
④ １５時より
８月16日（月）
⑤ １０時より
⑥ １１時３０分より

新盆対象
新盆対象
一般のお盆対象
一般のお盆対象

☆

過去帳か位牌

☆

お念珠

☆

お経の本

☆

読み上げ用紙

新盆・一般のお盆対象
新盆・一般のお盆対象
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お盆法要について
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。
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。
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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︒

二〇一 一年︵ 平成 年︶ ︑五十 年に一 度の大 法要が 行
われ ます︒西 本願寺 では︑ 大遠忌 に向 けて着 々と準 備
が進 められて います ︒私は ︑一生 に一 度︑あ るかな い
かの︑この御縁に出会わせて頂き︑うれしく思います︒

浄土真 宗は ︑いつ もの お飾 りの
ま まで大 丈夫 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・・

第９６号
発 行
浄 土真 宗本願 寺派

詳しくは、
ホームページを
ご覧ください。

今年も、毎年恒例、夏休み限定の
法徳寺子ども会を開催します。
８月２０日（金）
法徳寺に午後１時集合。
秦野戸川公園散策予定。夕食後、解散。
対象は小学生〜中学生（親同伴の場合、幼児も可）

このたび、水野 建司さんに法徳寺の模型
を作って頂きました。建物の内部まで再現さ
れており、大変、すばらしい作品です。
お寺にお越しの際は、ごらんになって下さい。
水野さん、ありがとうございました。

↑
法徳寺墓地内の
永代合祀墓

８月は、お休み

参加費は無料で、どなたでも参加できます。

９月２日（木）

詳細は、お寺までお問い合わせ下さい。

PM1時半〜３時

先 日︑ 久し ぶりに 一人 で京都 に行 って きま した︒ を持って いた時代で したので ︑日野家は 貧しい貴 族であった よう 立 つ親を見送 るとき︑親 に対する 感謝の気持 ちがわい てくるこ と
今回 の目 的は ︑来年 に行 われる 親鸞 聖人 七百 五十回 です︒母は ︑聖人が八 歳のときに ︑死別︒父 は︑勢力争い の中で︑があるのではないでしょうか︒
大遠 忌法 要の 下見で す︒ 京都に は︑ 前日 の夜 遅く着 出家し離れ 離れ︵諸説 あります︶ ︑聖人は︑ 叔父に育てら れます︒
きま して︑ 西本 願寺の 隣の門 法会 館に泊 まり ました ︒今で言え ば︑家庭崩 壊︑けっ して︑幸せ な幼少時 代ではあり ませ
親鸞聖人は ︑比叡山で 九歳から 二十九歳ま で︑大変 なご修行 を
ここ に泊 まり ますと ︑西 本願寺 で︑ 毎朝 行わ れてい んでした ︒世の中は ︑貴族社 会から武家 社会への 大きな転換 期︑ さ れました︑ それは︑救 われたい という一心 であった のです︒ し
ます 朝の 勤行 に参加 しや すいの です ︒皆 さん も京都 それに加え ︑大きな火 災︑飢饉が 続き︑京は 廃墟と化し︑ 街には︑か し︑聖人の 心は︑一向 に晴れな かったので す︒とこ ろが︑法 然
に泊 まっ たら ︑是非 ︑朝 の勤行 にお 参り して くださ 死体があ ちらこちら に転がり 異臭を放っ ていまし た︒そんな 中︑ 上 人に出会い ︑気付かさ れます︑ 私が︑阿弥 陀仏に救 って下さ い
い︒ 大変 ︑素 晴らし いで すよ︒ 朝の 勤行 が終 わり︑ 聖人は︑ 世の中の無 常をお感 じになった と思いま す︒わずか ︑九 とお願いする前に︑既に︑救われていた︒
晴れ 晴れ とし た気持 ちで ︑すっ かり 修復 が完 了した 歳で︑青 蓮院で得度 をされま す︒式が夕 刻となり 明日に延ば そう
浄土真宗は ︑南無阿弥 陀仏を称 える宗派で すが︑あ る本を読 ん
西本 願寺を散策 ︑大変︑ 感激致しま した︑や はり︑本願 寺は心の とします と︑﹁明日 ありと思 う心のあだ 桜︑夜半 に嵐のふか ぬも で おりました ら︑念仏に は︑﹁し なければな らない念 仏﹂と﹁ せ
故郷 です︒でも ︑今日の 夕方には︑ 神奈川に 戻らなきゃ いけない のかわ﹂ とうたいそ の日のう ちに得度を されたと 伝えられて おり ざ るを得ない 念仏﹂があ り︑親鸞 聖人の念仏 は︑後者 の方であ る
なん て残念と思 いながら ︑会館に戻 りました ︒さて︑今 日のスケ ます︒
と いう箇所が ございまし て︑面白 い表現だな と思いま した︒念 仏
ジュー ルについて︑頭 を悩ませている と︑会館のパ ンフレットに ︑
その 後︑ 比叡 山 に登 った 聖人 は ︑堂 僧と い を 称えなけれ ば救われな いのでは なく︑念仏 とは︑既 に︑救い の
タク シーで︑親 鸞聖人の ゆかりの地 を巡って みませんか という文
う立 場で 日々 仏 道修 行に はげ ま れま す︒ そ 中 にあること への感謝な のです︒ 既に︑救わ れている ﹁せざる を
字が 目に入りま した︒こ れなら︑短 時間で回 ることが出 来そうだ
の修 行は ︑二 十 年間 にも およ び まし たが ︑ 得ない念仏﹂︑しないわけには申し訳ないのです︒
と思 い︑早速︑ お願いし ました︒ベ テランの 運転手さん が︑観光
救わ れる こと は あり ませ んで し た︒ 二十 九
案内も してくださいま して︑有意義に 下見が出来ま した︒やはり ︑
歳の 時︑ 聖徳 太 子が 建立 され た ︑京 都の 六
プロ の方の知識 はすごい と感心しま した︒し かし︑観光 地で︑運
角堂 の久 世観 音 に念 じて ︑自 分 のす すむ べ
転手 さんが︑私 に︑ガイ ドをしてく れるので すが︑︑周 りにいた
き道 をた ずね る 決心 をし まし た ︒六 角堂 に
お盆の主役 は︑亡き方 だと思わ れていると 思います が︑実は そ
関係 ない観光客 の人も︑ 私と一緒に その運転 手さんのガ イドを聞
こも られ て 日 目の 明 け方 ︑法 然上 人を お う ではないの です︒もし ︑亡き方 が迷わない ように︑ 成仏出来 る
いて いるんです ︑私たち が︑移動す ると一緒 に移動する のです︑
訪ねになる決心をされました︒
よ うに︑寂し がらないよ うに︑み んなで供養 しましょ うという の
中に は︑質問し たりして ︑運転手さ んもそれ に答えてい るんです
で あ れば ︑ 主役 な ので す ︒し か し︑ 今 ︑亡 き 方は ︑ 阿弥 陀 様 の
よ︑ ﹁私が︑お 金払って いるのに！ ﹂と正直 不満でした ︵笑︶︒
﹁ 必ず救いま すから︑ど うぞ︑安 心なさって ください ︑お任せ く
心が せまいです ね︒でも お陰で︑と てもいい コース設定 が出来た
だ さい﹂とい うはたらき の中にあ ります︒そ のはたら きに対し ︑
ので︑皆さん︑楽しみにしていてください︒
﹁ ありがとう ございます ︑お任せ します﹂と お礼をす ることに な
り ますので︑ 阿弥陀様が 主役です ︒そして︑ 準主役は ︑お参り な
さ っている方 なのです︒ 亡き方は ︑阿弥陀様 と共に︑ 残された 皆
さ まを︑心配 されており ます︒亡 き方は︑な ぜ︑心配 なさって い
るのでしょうか？それは︑皆さまが︑毎日︑生きるのが楽しくて︑
こ こで︑親鸞 聖人幼少 の頃のお話 をしたい と思います ︒皆様︑
昔︑ 歴史の授業 で勉強し た鎌倉幕府 が開かれ た年度を覚 えていま

先日︑ 友人の結婚 式に招か れました︒ 結婚式の 最後︑新婦 が︑
両親の前 で︑﹁私を 生んでく れてありが とう︑今 まで育てて くれ
てありが とう﹂とい うメッセ ージが︑私 は大好き です︒親に 面と
向かって ︑しかも︑ 多数の人 前で︑なん とすばら しい言葉で しょ
うか︒と ころが︑日 ごろは︑ 親に対し文 句を言う ことの方が 多い
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すか ？いい国作ろう ︵ 年 ︶鎌倉幕府と 覚えました ね︑その当 時︑のではな いかと思い ます︒ど うせ︑生む んだった ら︑もう少 し美 何 の悩みもな い︑苦しみ もない︑ 不安や悩み や悲しみ もないの で
人に生ん でくれれば よかった のに！とか ︑どうせ なら︑賢く 生ん あ れば︑仏様 の教えを聞 く必要も ないし︑仏 様に救わ れる必要 は
親鸞 聖人は︑二 十歳︑比 叡山でご修 行中であ りました︒ 鎌倉時代
の前 の平安時代 は︑いわ ば︑貴族仏 教の時代 です︒選ば れたごく でくれれ ばよかった のに︑も う少し︑金 持ちの家 に生んでく れれ あ りません︒ しかし︑そ のような 人生を生き ている方 が︑はた し
ばよかっ たのに︑き りがあり ませんが︑ そんなふ うに思うこ とが て いらっしゃ るでしょう か？実は ︑迷い︑苦 み︑悲し んでおる の
わず かな方のみ が救われ る時代です ︒しかし ︑鎌倉時代 になり︑
鎌倉 仏教といわ れる浄土 宗︑浄土真 宗︑日蓮 宗︑曹洞宗 が開山さ 誰しもあ ると思いま す︒私が 一番思った のは︑幼 い頃︑なん で︑ は︑私たちの方だからです︒その私たちをご覧になって︑仏様は︑
れま す︒鎌倉仏 教の特徴 は︑貴族仏 教から庶 民の仏教で す︒この お寺の子に ︑生んだん だというこ とでした︒ 普通の家に︑ ほんと︑安 らかに眠っ ていたり︑ ほっては おけないの です︒皆 さんが︑ 救
あこがれ たものでし た︒大体 ︑お坊さん と聞いて ︑連想する 言葉 われることが︑亡き方が救われることなのです︒
時代 に︑多くの 宗派が出 来たのか︑ それだけ ︑この時代 は︑大変
な転 換期であり ︑荒れた 時代であっ たのです ︒いわば︑ 時代が求 は何です か？クソ坊 主︑坊主 にくけりゃ 袈裟まで にくい︑三 日坊
主︑坊主丸儲け︑ロクな言葉がありません︒
お盆を迎え るにあたり ︑自分自 身は︑安心 して人生 の卒業式 を
めた のでしょう ︒その鎌 倉仏教の開 祖といわ れます祖師 方は︑す
ところ が︑あると き︑何か をきっかけ に︑ちょ っと待てよ ︒頼 迎 えることが 出来るだろ うかと考 えてみてく ださい︒ こんな川 柳
べて︑最初︑比叡山でご修行されたのです︒
親 鸞聖人の誕 生は︑一 一七三年京 都のお生 まれです︒ 父は︑日 んでもい ないのに︑ よく生ん でくれた︑ 頼んでも いないのに ︑よ があるそうです︒﹁いつまでも︑生きている気の顔ばかり﹂
く育てて くれたとい う気持ち がわきおこ ってくる ︒生きてい る有 ﹁死ぬことを忘れていてもみんな死に﹂︒
野有 範さま︑藤 原氏の流 れをくむ貴 族です︒ 母は︑吉光 女さまと
︵法話 副住職 伊東英幸︶
いい ます︑源氏 の流れを くむ方です ︒当時︑ 平家がもの すごい力 り難味︑ 生まれてき た喜びと いうものに 気付いた 時︑そして ︑先
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