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すべての回、法要時間は約３５分〜４０分です。

ご都合によって、対象外のお時間もお参り出来ます
８月15日（月）
① １０時より
新盆対象
② １１時半より
新盆対象
☆ 過去帳か位牌
③ １３時より
一般のお盆対象 ☆ お念珠
④ １４時半より
一般のお盆対象 ☆ お経の本
☆ 読み上げ用紙
８月16日（火）
⑤ １０時より
一般のお盆対象
⑥ １１時３０分より 一般のお盆対象
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。
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。また、浄土真宗の
法名には、お釋迦様の『釋』が使われておりますのは、先立っ
ていかれた、すべての方がお浄土に生まれていらっしゃるとい
う意味です。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。

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・・

８月は、お休みです。
次回は、９月２日（金）
午後1時３０分〜３時頃
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今回は、富士山周辺を巡りました。壮年会の
親睦が深まった旅でした。法徳寺では、壮年会
のメンバーを募集しています。
お寺の行事のお手伝い（念仏奉仕）を通して、
人と人とのご縁を広げ、報恩感謝の日々を過ご
しませんか？

先日、法徳寺が所属します、相模組のお寺のご門徒の皆様と茨城県の西念寺、
大覚寺にお参りしました。親鸞聖人が、約８００年前、２０年の間、お暮しになっ
た場所にお参りし、大変、感激しました。その後、袋田の滝、竜神大吊橋まで足
を延ばしました。
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伊東英幸︶

今年︑ 法徳寺に 念願であり ました︑ 親鸞聖人の 銅像を建 立いたし に自分にとって得なことばかりですよ﹂とおっしゃっています︒
ました ︒銅像を 選ぶ際に︑ 傘をかぶ り︑杖をお 持ちの旅 姿の親鸞
聖人に 致しまし た︒考えて みると︑ そのお姿が どのお寺 さんでも
よく︑ご 法事をお 勤めされた 後︑これ で︑両親も 喜んでく れて
現在︑ＪＲ 東海﹁そう だ京都︑行 こう﹂キャン ペーンのＣ Ｍに︑もっと もよく拝 見します︒ また︑親 鸞聖人のご 生前のお 姿を描い いると思い ますとい うお言葉を 聞きます ︑そのとき の︑喪主 さま
西 本願寺と 東本願寺が 採用され ております ︒お父さん と小学生 の た肖像 画にも︑ 聖人の前に は︑杖や わらじが描 かれてお ります︒ の安らいだ いい笑顔 を拝見する と︑私も とても嬉し い気持ち にな
男の子で︑本願寺をお参りされる光景は︑とてもいいですね︒
これは ︑親鸞聖 人の布教の スタイル なのです︒ まったく の新しい ります︒結局︑亡き方の喜びが自分の喜びなのだと思います︒
Ｃ Ｍをご覧 になった方 が︑西本 願寺に行っ てみようと 思ってい た 土地︑ 最初は︑ 誰も︑教え を聞きに 訪ねてくる わけでは なかった
だければ大変有難いと思います︒
でしょ う︒親鸞 聖人は︑自 ら出向い て布教をさ れたと思 います︒
時には ︑田植え を手伝った り︑畑仕 事を手伝い ︑休憩の ときに︑
何気な く︑人びと の悩みを聞き ︑聖人の人 柄︑人間性 に打たれて ︑ 世界的な おもちゃ コレクター で有名な 北原照久さ んの自伝 がこ
教えを 聞くよう になられた と伝えら れておりま す︒親鸞 聖人は︑ の前まで︑ 神奈川新 聞に連載さ れていま した︒ちょ うど︑五 木寛
それにし ても︑今年 の西本願 寺周辺は︑ 親鸞聖人７ ５０回大 遠 寺院を 建立されて おりません︑ 本堂で教え を語られる お姿よりも ︑之さんの親 鸞の連載 と同じペー ジに掲載 されており ましたの で︑
忌 法要で︑ 大変な人出 でだそう です︒先日 ︑団体参拝 に行って き 旅姿で ご苦労さ れたお姿が ︑聖人ら しいお姿な のだと思 います︒ 毎回︑欠かさず拝見しておりました︒
た ご住職に 様子をお聞 きしまし た︒私が︑ ﹁門信徒さ んをお連 れ その布 教が実を 結び︑だん だんと信 者が増えて いったの です︒そ ある回に︑お母さんのことが書いてありました︒
し ての旅大変 だったでし ょう？﹂と お聞きしまし たら︑﹁確 かに︑の後も ︑二十年 の間︑常陸 の国に滞 在し︑いく つかの粗 末な仮住 ﹃生前︑自 分のこと を︑常に応 援してく れていた母 ︑いつか ︑母
大 変でした が︑門徒さ んがとて も喜んでく れて︑本当 に︑お参 り まいである草庵に住みながら︑布教を続けていかれました︒
親が亡くな るとどの くらい悲し いものだ ろうかと思 っていた が︑
し てよかっ たです！﹂ と興奮し てました︒ 行くまでは ︑正直言 っ そもそ も︑親鸞 さまは︑浄 土真宗と いう︑宗派 を立ち上 げようと いざ︑亡く なったと きには︑意 外にも冷 静でいられ た︒でも ︑実
て ︑それほ どの期待感 はなかっ たそうです が︑実際に ︑行って み いう気 はなかっ たようです ︒法然さ まから教え て頂いた ︑阿弥陀 際は︑予定 を次々と こなす仕事 の忙しさ に紛らわし ていただ けか
る と︑日本 全国からの 沢山のお 参りの方に ︑こんなに ︑浄土真 宗 様の救 いを︑一 人でも多く の方にお 伝えしたい という一 心であっ もしれない ︒ある日 ︑大阪に講 演へ行っ た帰りだっ た︒いつ も︑
の お仲間が いらっしゃ ったのか と感動され たようです ︒そして ︑ たよう です︒御 同朋︑御同 行と言っ て︑身分の 上下など わけへだ 母に送って いた土産 物屋の前を 通ったと き︑突然涙 が出た︒ もう
法 要の演出 の素晴らし さにも目 を見張るも のがあった と感想を 述 てない 方でした ︒お金や地 位︑名誉 などの執着 は︑まっ たくない 送ってあげ られる母 はいないの だという 思いからだ ろう︒人 が見
べ ておられ ました︒今 も昔も︑ 京都の本山 にお参りす るという の お方で した︑た だ︑阿弥陀 様に救わ れた喜びを 伝えたか ったので ているのもお構いなしだった︒母にもうプレゼントは贈れないが︑
は ︑特別な ものなので ございま す︒特に︑ 今年は︑五 十年に一 度 す︒
これからは 感謝の気 持ちを忘れ ずに墓参 りを続けて いきたい ︒﹄
の大法要なのです︒
北原さんは ︑お母さ んの喜ぶ顔 がみたく て︑プレゼ ントを贈 って
いたのでし ょう︒そ の笑顔をみ ると︑自 分も元気が 出たので しょ
昔︑ ﹁最高の 人生の見つ け方﹂と いう映画を 観たこと がありま う︒
現在︑私 は︑四十二 歳です︒ 親鸞聖人は ︑その歳︑ 七年間過 ご す︒内 容を簡単 に申します と︑二人 の主人公は ︑今まで 正反対と
親鸞聖人 も︑関東 の人びとの ︑喜ぶ顔 がみたくて ︑布教を 続け
し た越後か ら︑家族を 連れて︑ 関東の常陸 の国に移ら れました ︒ も思え るような 生き方をし てきまし た︑それが ︑同じ末 期の癌︑ ていかれた のではな いでしょう か︒そし て︑それは ︑自らの 喜び
京 都で念仏 が弾圧され ︑罪人と して越後に 流罪となっ てから︑ 四 たまた ま︑同じ病 院の病室で出 会います︒ 二人は︑残 された時間 ︑でもあったのです︒
年 後︑罪は 許されたの ですが︑ 京都に戻ら れた法然上 人は︑数 ヵ 最高の 人生を見 つけようと するので す︒それか ら︑二人 は︑残さ
月 後︑八十 歳でお亡く なりにな られました ︒師匠であ る法然上 人 れた時 間を︑今 までやれな かったこ とにチャレ ンジしま す︒エベ
の いらっし ゃらない京 都に帰る 意味はない とお考えに なったの で レスト への登山 ︑スカイダ イビング ︑レース場 を貸切︑ レーシン
し ょうか︒ 関東の常陸 の国︑現 在の茨城県 には︑頼る べき方が い グカー を乗り回 すなど︑し かし︑何 をやっても 満たされ ないので
皆様︑こ れからも ︑お念仏に 身を任せ てください ︑南無阿 弥陀
ら っしゃっ たと言われ ︑その方 の招きで新 天地での布 教を志さ れ す︒結 局︑最高の 人生とは︑﹁ 自分の人生 に喜びを見 いだしたか ︑仏は︑仏様 の呼び声 です︑私の 口より称 える念仏で すが︑そ の中
るのです︒
そして ︑他人の 人生に喜び を与える ことが出来 たか﹂と いう結論 身は︑仏様 です︒阿 弥陀様や亡 き方が︑ 南無阿弥陀 仏となっ て︑
になるのです︒
いつも︑私 たちに﹁ あなたの側 をいつも 離れず護っ ています よ﹂
と呼びかけ てくださ っているの です︒そ の愛情を疑 ってはい けま
せん︒念仏 は︑﹁迷 わないで下 さい︑成 仏してくだ さい﹂と いう
意味ではなく︑私の心持ちは︑﹁ありがとうございます︑いつも︑
心配かけてごめんね﹂と称 えるものです︒
親鸞聖人は︑なぜ︑こんな苦労されてまで布教をされたのでしょ
私 ︑先 日 ︑網 代 傘と いう も
うか︒最初は︑なかなか教えに耳を傾けてくださらなかったでしょ
のを買ってみました︑これは︑
うし︑ 殺されか けたことも あったの です︒しか し︑聖人 は︑念仏
よ く 修行 僧 の方 が かぶ って お
の教え に出会っ た方々の喜 ぶ姿をみ ることが︑ 自分の喜 びであっ
ら れる竹で編 んだ頭にか ぶる傘です ︒結構︑いい 値段がしま した︒たのだ と思いま す︒お釈迦 様も︑﹁ 人に優しく すること は︑まさ

