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報恩講は︑ 私達の浄土 真宗を
お開きにな った︑親鸞 聖人の

ご命日︵旧暦 月 日︶を縁
とした︑浄 土真宗最大 の行事
で︑ 二日 間行 われま す︒
﹁逮夜︵た いや︶法要 ﹂は︑

お通 夜に あた るもの です ︒
法要後︑お 弁当・お酒 をご用
意し てい ます ︒
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徳

ご欠席の場合、一戸3000円をご協力頂ければ 幸い
です。お布施は、阿弥陀様にお供えし、報恩感謝の
読経をさせて頂きます。
郵送にてお願い出来ればと思います。

お寺で、お子様の七五三のお祝いをしま
しょう。いつも見守って下さる阿弥陀様
へ、先立っていかれた方々へ、お子様の
成長をご報告する行事です。
お寺までお申し込み下さい。

１０月 １日（金）念仏奉仕・ニコニコ法話会
（毎年、報恩講準備の為、清掃奉仕をお願いしております。
動きやすい格好で、ご参加下さい。）
１１月
１２月

２日（火）ニコニコ法話会
２日（木）ニコニコ法話会

平成２２年９月

秋分の日

（各回、30分前より受付開始）

﹁ 日中︵ にっ ちゅ う︶ 法要﹂

は ︑いつ もと 違い ︑華 やかな
飾 りつけ の本 堂で ︑多 数の僧
侶 の読 経に より行 われ ます ︒
読 経︑法 話の 法要 後︑ おとき

︵ 精進料 理︶ を召 し上 がって
頂 きます ︒お 酒の 用意 もあり
ま すので ︑飲 まれ る方 は︑お

車 はご 遠慮 くださ い︒

今回から、ご参拝頂ける方は、事前
に申し込みをお願い致します。
同封のハガキに記入して、郵送して
下さい。参加者一人３０００円程度
ご協力お願い致します。
※ 服装は平服で構いません。
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★過去帳・位牌
★読み上げ用紙
★お念珠
★お経の本（ お 持 ち の 方）
※ 服装は平服で構いません
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※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。
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住職 伊東英俊
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今年も、築地本願寺の報恩講へ、
大型貸切バスで団体参拝致します。

※

東名の混雑が予想されるため、朝は駅には寄りません。
早めの集合をお願いします。
（当日、ご持参ください）
※ 寺に車を置かれても結構ですが、酒の用意があります。
飲まれる方は、車は禁止です。飲酒運転厳重ご法度です。

築地本願寺の報恩講参拝・おとき（昼食）
築地場外市場にて買い物・散策
↓
明治神宮参拝〜都会のオアシス神宮の森へ
↓
若者の熱気・原宿竹下通り
↓
最先端を行く表参道（表参道ヒルズ）
↓
絵画館前いちょう並木
↓帰路へ
寺帰着予定、夕方６時頃。帰りは本厚木駅に寄ります。
定員５２名です。定員になり次第、締め切ります。
申し込みは、同封のハガキをご利用下さい。

今も明るいの です︒夢も希望もない︑か ない人生︑悔 いのない人 生にしよ
何も 信じられない のでは生き てはい う と思ったら︑ 先祖の世界 から︑阿
けま せん︒人生に おいて何が 大事か 弥 陀の世界から 聞こえてく る仏の声
と言 えば︑通りす ぎた過去で はない に耳を傾けてほしいと思います︒
ので す︑大事なの は︑今と︑ そして た とえ︑身内に 不幸が続い ても︑先
未来をどう生 きていくかであります︒祖 が︑祟って いるのではな いか︑成
私 たちの人生の 目的地は︑ お浄土 仏 出来ていない のではない かと心配
です ︒しかし︑私 たちには︑ その目 することもありません︒
的地 がどこにある のかも︑ど うした ご先祖は︑いつでも︑阿弥陀様となっ
ら往 くことが出来 るのかも分 からな て皆様を護って下さっているのです︒
いのです︒しかし︑阿弥陀様が︑ちゃ も し︑それでも ︑お疑いに なるので
んと 案内して下さ います︒阿 弥陀如 あ れば︑それは ︑仏様に対 し失礼な
来さ まの﹃必ず浄 土に救うか ら︑今 こ とです︒亡き 方を悲しま せること

光の仏様であります︒
ではそのように感じます︒
多くの 方が︑私た ちの人生の 最後
目 的のない人生 は︑闇です ︒真っ
お彼岸と は︑仏の世 界に生まれ て は︑死だと思って おります︑しかし︑暗闇 です︒未来が 闇なら︑現 在も闇
いらっしゃ るご先祖方 を偲び︑や が 浄土真宗 では︑そう ではない︑ ﹁浄 なの です︒未来が 明るいから こそ︑
たった１度の 人生︑やり 直しのき

て︑自分も ︑老い病み 死んでいか ね 土へ生ま れていく人 生である﹂ との
ばならない 者であるこ とを自覚す る お示しな のです︒﹁ 死﹂ではな く︑
期間なのです︒そして︑ だからこそ︑﹁生﹂ ということに なりますと ︑私
すべての者 を︑彼岸︵ 浄土︶に救 う たちの人 生の目的地 は︑百八十 度転
と願ってい て下さる︑ 阿弥陀様の 教 換される のです︒人 は︑常に考 えな
えに耳を傾 けようとい うのが︑お 彼 くてはな らないのは ︑死から免 れよ
岸なのです︒
うとする のではなく ︑生きられ るだ
けの時間 を︑どうし たら︑最も よく
生きられ るかという ことなので す︒
仏教をお 開き下さい ました︑お 釈 大切なの は︑単に生 きるという ので
迦様は︑この世は︑苦の 連続であり︑はなく︑ よりよく生 きることな ので
思い通りに ならないも のである︒ こ す︒そ の間に︑仏様 の教えを聞 き︑
の世に生ま れたものは ︑やがては ︑ 私のいの ちの有り様 を学び︑い のち

仏説阿 弥陀経の中 には︑お釈 迦様
が︑お弟子の舎利 弗に対して︑なぜ︑ 私 は︑いろいろ なお宅様と 仏縁を
阿弥陀如 来と名付け られている のか 頂き ますが︑どの ご家庭にも 共通し
を示され る場面が︑ 説かれてお りま てい えることは︑ これからの 時代︑
す︑﹁ 舎利弗よ︑こ の仏の光明 は無 先祖 代々の墓地や 宗教を継承 してい
量︵限 りがない︶で あり︑そし て︑ くこ とは︑少子化 や生活環境 の変化
寿命もまた無量であ る﹂阿弥陀とは︑の中 で︑とても難 しい時代に なると
昔のイン ドの言葉で 無量という 意味 思います︒
なのです︒光明が 無量ということは︑次世 代にも︑お墓 を守っても らおう

平成 年８月 日
法 徳寺夏休 みお寺 の子ども 会
を開催いたしました︒
秦 野の戸川 公園へ 行ったり ︑
散 策後︑お 寺で︑ 仏さまの 話
や ゲームを やり︑ 楽しい一 日
過ごしました︒子供たちにとっ
て︑夏休みの楽しい一日になっ
たことと思います︒
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の行く先 を定めるこ とが大切な ので を大切に︑このいのちを見つめ︑しっ で す︒亡き方が ︑迷ってい るのでは
す︒
かり と生きぬいて おくれ﹄と いう願 な く︑私たちが ︑迷いの存 在なので
いをお聞きするのです︒
す ︒しかし︑ 仏様に護られ ているか
ら︑これで一生︑病気をしないとか︑
苦 しみが起きな いというこ とは有り
得 ません︒深い 深い悲しみ に出遇っ
て ︑涙が止まら ないときに こそ︑阿
弥 陀様に相談な さってみて 下さい︒
そ のとき︑少し でも安心し たり︑前
向 きな気持ちに なったら︑ 私は一人
で はない︑いつ も︑仏様が 護って下
さっていることを思い出して下さい︒
迷 った時︑不 安な時にこそ ︑いつで

病気をし︑ 老い︑死を 迎えねばな ら
ない︑それ は︑自然な ことであり ︑
不幸なこと ではない︒ だからこそ ︑
怠ることな く︑勤めね ばならない と
のお諭しで あります︒ もし︑いつ ま
でも︑健康 を保つこと が出来るの で
あれば︑と ても幸せで す︒また︑ 愛
する方と別 れることが なければ︑ こ
れもまた︑ 誰しもが望 む幸せな人 生
の有り様で しょう︒し かし︑その よ
うな人生を 歩める方は ︑誰一人お り
ません︒
世の中に は︑病気を 治してくれ る

限りない 国々の人び とを照らす 力が
あるとい うことです ︒そして︑ 寿命
が無量と いうのは︑ 永遠の過去 から
永遠の未 来に至るま で︑救う力 を持
つという のです︒阿 弥陀様は︑ なぜ
お浄土を 建立され︑ 私たちを救 おう
とされて いるのか︒ 私たちの本 当の
願いをご 存知だから だと思いま す︒
阿弥陀仏 とは︑無量 の寿命と無 量の

とか ︑自分たちが 亡き後も面 倒をみ も ︑ご仏壇︑ お墓︑お寺に お参りし
ても らおうとかは ︑あまり︑ 期待を て下さい︒
しないほうが いいのかもしれません︒ 私たちの毎日 追い求める 世俗の幸
しかし︑子供さんやお孫さんは︑ちゃ せ は︑必ず︑ 最後は︑全て 失われる
んと 親の真似は致 します︒言 うこと ことを忘れてはいけません︒
は聞 かなくても︑ 親のやって きたこ
お互い︑お念 仏を称え︑ 真実の幸
とを︑ちゃ んと見ていると思います︒せ であるお浄土 への道を歩 ませて頂
勿論︑一概 には言えません︒仏縁は︑きましょう
人そ れぞれであり ますが︑私 の経験
︵法話 副住職 伊東英幸︶

仏様︑神様 もいらっし ゃるかもし れ
ませんが︑ 浄土真宗は ︑治らなけ れ
ば治らない ままで救わ れていく︑ お
浄土の世界 があるとい うことを教 え
て下さるの です︒それ は︑生︑老 ︑
病︑死とい う人生の真 実として受 け
止めていく 世界です︒ それは︑﹁ 生
きてよし︑ 死んでよし ﹂という本 当
の幸せを頂くことです︒
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