法徳寺だより

は︑自 分の勉 強のた めにも ︑月 一回︑ 法話 会を
始める ことに しまし た︒最 初は ︑法話 を考 える
お寺は ︑生き てい る者の ために ある のでは な
のは大 変苦痛 でした ︒また ︑参 加者も 少な く二 い か？お 寺を手 伝う ように なり︑ しば らくし て
人とい う時も ありま した︒ 今で は︑毎 月三 十〜 から︑私はそう思うようになりました︒お寺は︑
四十人 が参加 して頂 いてい ます ︒つぎ に︑ ﹃法 残 された ご遺族 を支 えるた めにあ るサ ポータ ー
徳寺だ より﹄ を発行 するこ とに しまし た︒ 今で で ある︒ そして ︑生 きてい る者が 救わ れ︑励 ま
は︑百 号を超 えまし た︒先 日︑ 記念す べき 第一 さ れる場 である ︒そ うでな ければ ︑お 寺の存 在
号を読 み返し てみま した︒ する と︑大 変︑ 有難 価 値はな い︒お 経は ︑亡き 方に向 かっ て称え る
い法話 が書い てあり ました が︑ よく見 ると ︑ほ も のだけ れども ︑同 時に︑ 残され た者 をを励 ま
とんど が︑本 の丸写 しでし た︵ 笑︶︒ 季節 事の し てくれ るもの だ︒ 私が︑ 称える お経 ︑私が お
行事もだ んだん と増や してい きまし た︒最 初は︑話 する法 話によ って ︑遺族 の方が ︑喜 んでく れ
参加者 が集ま らず苦 労しま した が︑今 では ︑本 る ︒その 笑顔で ︑私 まで︑ 幸せな 気分 にさせ て
堂に入 りきれ ない程 の方が 来て 頂ける よう にな くれます︒それが︑私の励みになりました︒
り︑回 数も数 回に増 やしま した ︒それ に伴 い︑
隣接地 を取得 し大幅 に駐車 台数 を増や すこ とが
法徳寺 は︑開 山五 百年が 過ぎま した ︒大切 な
出来ました︒
こ とは︑ 何でも いい から続 けてい くこ とだと 感
じ ます︒ 人生は ︑い つも輝 いてわ けで はあり ま
せ ん︒辛 いこと ︑悲 しいこ と︑嫌 なこ とにあ ふ
れ ていま す︒で も︑ 一日一 日その 一つ 一つを ︑
乗り越えていくことで満足感が得られます︒
人生はその積み重ねです︒今︑辛いのは︑頑張っ
ているから︑その頑張っているのは︑仏さまが︑
あなたを頑張らせて頂いているのです︒
いつか ︑この 世を 卒業す る時に ︑お 互い﹁ 辛
いことが多かったけど︑生まれてきてよかった﹂
といえる人生を送りたいものです︒
︵法徳寺第十九代目 住職 伊東英幸︶

〜ゆかりの名宝展〜
会期 平成23年10月25日〜12月4日（36日間）
場所 東京国立博物館 平成館 （月曜休館）
チケット大人 一般1500円 前売り1300円
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とがあり︑ 仕方がなく︑ 私が書いて いくと︑ ホームページを開設したのも︑大きな転機だっ
あまり に下 手で︑ 葬儀社 の方か ら︑ ﹁書き 直し たと思 います ︒ホー ムペー ジを ご覧頂 いて ︑ご
てきて くださ い﹂と 言われ たこと があり ました ︒縁が出 来るこ とがず いぶん ︑増 えまし た︒ 平成
私は ︑仏 教系の 大学で はなか った ので︑ 僧侶 八年に は︑第 二十四 代即如 ご門 主様︑ 今年 は︑
の友人 はほ とんど おりま せんで した し︑横 のつ 次期門 主であ る新門 様にも 訪問 して頂 き︑ 誠に
ながり がま ったく ありま せんで した ︒そこ で︑ 嬉しく有難いことです︒
築地本 願寺 や︑お 寺さん によく 遊び に行き ︑他
住職 の発案 で︑法 徳寺永 代合 祀墓の 建立 も大
のお寺 の活 動を学 びまし た︒す ると ︑浄土 真宗 きかっ たです ︒こん なにも 沢山 の方に ︑ご 利用
のお寺 は︑ 法事や 葬儀だ けでは なく ︑多く の活 頂くこ とにな るとは ︑建設 当時 は想像 して おり
動をし てい ること をはじ めて知 りま した︒ まず ませんでした︒

特別展

法徳寺 第十九代目 住職を ︑
継職 致し まし た︑伊 東英 幸で
ご ざい ま す︒ お 寺の 長 男に 生
ま れ ︑大 学 を 卒業 後 ︑ 一 年間
の サ ラリ ー マ ン生 活 を 経 て︑
法徳 寺副住 職にな り︑ 年 が過ぎ ました ︒勤め
はじ めた頃 ︑今で も恥 ずかし くなる よう な数多
くの 思い出 があり ます ︒当時 ︑父は ︑公 立高校
の校 長を勤 めてお りま した︒ 浄土真 宗の 特徴と
して ︑お経 を称え るだ けでな く︑法 話を させて
頂く という ことが あげ られま す︒最 初は ︑法話
が出 来なか ったの で︑ 法話を 紙に書 いて ︑作文
を読 むよう にして いま した︒ また︑ 葬儀 があっ
ても ︑白木 の位牌 に法 名を書 くこと が出 来ず︑
父に 頼んで 書いて もら ってい ました ︒い つだっ
たか ︑父が 勤めに 行っ た後に ︑依頼 を受 けたこ

振り 返って みると ︑私は ︑幼 い頃か ら︑ お寺
が嫌で嫌 で仕方 ありま せんで した︒ それが ︑今︑
こうし て住職 をさせ て頂い てい るのが ︑今 でも
不思議 です︒ でも︑ 一番に 思う のは︑ 浄土 真宗
のお寺 に生ま れたこ との幸 せで す︒親 鸞聖 人の
教えに出会うことがなかったら︑今頃︑どうなっ
ていた か︒阿 弥陀様 に見守 られ ︑導か れた お陰
です︒ 浄土真 宗のお 寺は︑ 一生 懸命︑ 教え を伝
えておら れる僧 侶の方 が多く いらっ しゃい ます︒
お寺に 訪ねて こられ る方に お聞 きする と︑ 郷里
で︑幼 い頃か ら日曜 学校や お寺 にお参 りさ れた
経験︑ お経を 称えた 経験を 持っ ておら れる 方々
が大変 多くい らっし ゃいま す︒ その当 時の ご住
職のご苦労は︑本当に︑頭が下がります︒

法然上人８００回忌・親鸞聖人７５０回忌
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前住職 伊東英俊
学校も定年いっぱい頑張り︑住職も
無事︑卒業させて頂いて︑感謝︑ 感謝の
この度︑長男英幸に住職を譲り︑退任 毎日です︒
いたしました︒四十六年の長きにわたり︑ これからの残りの人生︑お念仏 一筋︑
支えて頂いた︑ご門徒の方々︑家族の者 ゆっくりと過ごしたいと思っております︒
に厚くお礼申し上げます︒
合掌
父親の突然の往生︑学校の教員として︑
まだ独身でした︒﹁二足の草鞋﹂をはい
ての毎日は︑辛いこともありましたが︑
二つの人生を生きるような︑得をした感
じもありました︒

平成２３年４月９日よりスタートしました。
５０年に一度の大法要も残すところ、
１０月、１１月、１月で終了となります。
法徳寺では、１１月１０日〜１１日に
団体参拝をする予定です。
申し込み頂きました皆様、どうぞ宜しく
お願い致します。
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報恩講 は︑私達の 浄土真宗を
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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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﹁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︒

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。

西本願寺︑住職補任式

平成２３年９月２７日〜２８日の２日間、
浄土真宗西本願寺派の御本山、京都の西本願寺で研修と、
住職補任式が行われました。
住職補任式とは、新しく住職になる僧侶と、門徒責任役
員が参加をし、御本山より正式に住職として任命される式
です。
法徳寺からは、伊東英幸と門徒責任役員である秋本茂雄
様が参加いたしました。
当日は、新住職及び、各寺の門徒責任役員が、全国各地よ
り約１００人程、集まりました。
研修では、色々な地域の方々と多くの意見交換が出来、
とても有意義でした。 住職補任式では、御門主様に住職
補任状を戴き、大変、身の引きしまる思いでありました。
今年は、親鸞聖人７５０回大遠忌の記念すべき年に、住職
としてスタートできることを心から感謝申し上げます。
また、今まで同様、皆さまと浄土真宗の御教えと、お寺を
守っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申
し上げます。

ご参拝頂ける方は、事前に申し込みをお願い致します。
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。
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。

法徳寺
〒243-0021 厚木市岡田５−４−１２
℡

０４６−２２８−３９６２

１０月 ３日（月）念仏奉仕・ニコニコ法話会
（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（水）ニコニコ法話会
２日（金）ニコニコ法話会

