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４月１日より、法徳寺門信徒の役員様
が変わりました。
責任役員・世話人
髙橋 修様（厚木市岡田）
門徒総代・世話人
泉 義章様（厚木市岡田）
新 石井俊一様（厚木市岡田）
新 秋本一美様（厚木市岡田）
仏教壮年会
会長 髙橋正雄様（厚木市岡田）
副会長 髙橋京一様（厚木市岡田）
※壮年会は、世話人様を補佐し、お寺の
行事などをお手伝いして頂いております。
どなたでもご入会出来ますので、
ご希望の方はお寺まで、ご連絡下さい。

浄土真宗の開祖 親鸞聖人のお誕生を祝う降誕会法要と
永代経法要を合同でお勤めいたします。

法話：住職

伊東英幸

50年に一度の尊いご勝縁であります、親鸞聖人750回大遠忌法要
は、昨年から今年にかけて延べ65日間115座の法要が勤められ、
総参拝者数143万人に達しました。これからも、次ぎの50年後の
大遠忌に向かって、僧侶・門信徒共々に親鸞聖人のみ教えを
心の支えとして歩んでまいりましょう。

《法要に持参する物》
★過去帳・位牌
★お供え用紙
★お経の本（お 持 ち の 方 ）
★お念珠

６月１日（金）ニコニコ法話会
（６月は１日です）
７月２日（月）ニコニコ法話会
※お盆法要に関しては、次号（７月発行）
に掲載いたします。

私が僧 侶に なって から ︑早二

連研 ︵連続研修︶は ︑
二年間で計 回の連続 し
た研修を行う会です︒
研修内 容は︑浄土真宗 の
教えを 学び︑読経︑作 法
も身につけます︒
受講をご希望される方は︑
法徳寺住職まで︑
ご連絡 下さい︒詳細を お
知らせします︒
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新厚 木市 斎場︵ 火葬場 ︶の 運営
が︑４月１日より始まりました︒

私は ︑そ の初日 に︑ご 葬儀 のご 十 数年︑ 今ま で何回 ︑ご 遺族に
依頼 があ り︑ご 遺族に 同行 させ 同 行させ て頂 いたこ とで しょう
ていただきました︒
か ︒以前 は︑ 大きな 煙突 が立っ

今回 ︑初 めて拝 見する 機会 に恵 て いて︑ 火葬 させて いる 間︑煙
まれ たの ですが ︑私の 予想 以上 が 出 て い る の が 見 え ま し た ︒
の素晴らしい施設でした︒
﹁ 今︑火 葬さ れてい るん だな﹂

と 実感さ せら れまし た︒ 私の寺
そ の帰 り道︑ 法徳寺 のす ぐ近 の 近所で した から︑ 子供 の頃か
くに ある ︑旧火 葬場に 行っ てみ ら ︑火葬 場の 近くも ︑遊 び場で

ると 既に ︑門が 閉めら れて いま したので︑身近な場所でした︒
した︒

前住職 の話 による と︑ 法徳寺

の ある岡 田地 区に旧 火葬 場が出
来 た経緯 は︑ 岡田が 昔か ら浄土
真 宗の門 徒で あり︑ 古来 より岡
田 では火 葬が 行われ てい たこと

に 由来す るそ うです ︒浄 土真宗
は ︑昔か ら土 葬では なく ︑火葬
が一般的だったのです︒︵住職︶

平成２４年度 第1回目
５月２３日（水）
午後1時30分〜4時30
（基本的に2ヶ月に一度、
第四水曜日開催です）
内容
浄土真宗のみ教えの基本
場所： 法徳寺

平成２４年５月
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厚木市岡田5-4-12
TEL 046-228-3962
住職 伊東英幸
校正 伊東英俊
編集 伊東祐子

新

厚木市斎場（火葬場）

場所：厚木市下古沢５４８番地

先日、前住職は、次男（知幸）、孫（英明）と、
沖縄へ行ってまいりました。それは単なる観光ではなく宗教
施設、及び歴史遺産を巡る旅です。
その中でも、浄土真宗本願寺派名護布教所「平安寺」ご住
職の言葉は印象に残りました。「沖縄には琉球王国時代から
続く独自の文化や宗教があり、今現在も県民は新しい宗教を
受け入れる気持ちも必要もない。ですが本土から仏教徒であ
る住民が移り住んでくるので、徐々に浄土真宗の教えも広ま
りつつある。それを少しでも手伝いができたら」とのことで
した。よほどの強い意志で布教、法務に従事していると大変
感心させられました。

その 答えを 見つけ るため に︑ 人は︑ 今 よ﹂ というお 話をし ました ら︑﹁私 は︑遊び のよう にや ってい る人が 一番幸 せ ﹁ 涙そう そう﹂ を演奏 してく れた ので
を生きるのかもしれない︒﹄
今ま で︑ま ったく 逆だ と思っ ていま し だと 思いま す︒ ﹂と︑ お答え されて い す ︒その 意味は ︑沖縄 の言葉 で﹁ 涙が
た︒ ﹂と︑ おっし ゃっ ていま した︒ 安 ました︒
ぽろぽろこぼれ落ちる﹂です︒
先 日テレ ビを観 ており まし たら︑ あ 心し て戴き たいの は︑ 亡き方 は︑救 わ
作 詞者： 森山良 子さん は︑若 くし てこ
る俳優 さんの 人生教 訓は？﹁ 人生と は︑れて います ︒救わ れて いない のは︑ 私
私 は︑そ の言葉を 聞いて 思いま した︒の 世を去 った兄 を思い 書いた と言 われ
しょ せん︑ 死ぬま での暇 つぶ し︒﹂ こ たちなのです︒
正信 偈︵親 鸞聖 人作︶ の中に ︑﹁仏 様 ています︒
れも︑考えさせれる言葉です︒
お 寺には ︑大切 な方 を亡く された こ の仕 事は︑ 残さ れた者 を救う のがお 仕
今年の 一月 に︑知 人より ︑テ レビ ド
とが ︑ご縁 でお参 り下 さる方 が多い と 事で ︑それ が遊 びのよ うだ﹂ と説か れ
さて︑ いろい ろとお 話をさ せて 頂き
ラマ﹁ 最高 の人生 の終わ り方﹂ の撮 影
皆 さんに 一つ︑ 提案さ せて 頂きた い 思います︒
てい ます︒ 遊び は︑楽 しいか らやっ て ま したが ︑そろ そろ︑ お話を まと めた
に協力 して いただ けない かとい うご 依 こと があり ます︒ それは ︑仏 様の教 え もし ですよ ︑逆で あっ たらど うだっ た いる のです ︒そ して︑ 見返り を求め る いと思います︒
頼があ りま した︒ そのド ラマは ︑主 人 をお 聞き下 さる時 は︑今 日が ︑我が 人 でし ょうか ？あな たが 亡くな って︑ 拝 こともありません︒
公が︑ 父の 経営す る葬儀 社を︑ 継ぐ と 生最 後の日 だ︑今 日︑人 生の 卒業式 を まれ る立場だ ったと したら ︑あなた は︑
近頃のお年寄りの方の一番の願いは︑
いうも ので ︑葬儀 の場面 を撮る のに ︑ 迎え るとい うお気 持ちで お聞 き頂い て どう します か？残 され た者に ︑祟り ま
先 日︑娘 の部 活動の 音楽発 表会が あ Ｐ ＰＫ︵ ピンピ ン生き てコロ リと 死の
お坊さ んを 探して いると いうこ とで し はい かがで しょう か︒あ まり ︑いい 気 すか？呪ったりしますか？
りま した︒ その 時︑私 の大好 きな曲 ︑ う ︶なの だそう です︒ でも︑ それ だけ
た︒
持ち はしな いかも しれま せん が︑そ う
を願うのではなく︑生きている間から︑
私は ︑そ の日︑ 妻と二 人で︑ 東京 に いう 想像力 を働か せてみ て下 さい︒ 皆
皆 さんな ら︑残 され た者に ︑﹁笑 っ
私 は︑こ の世を 卒業し たら︑ お浄 土へ
古い アル バム めぐ り
出かけ てい たので すが︑ 出先で その 依 さん は︑無 事︑卒 業式が 迎え られる で て生 きてお くれ︑ 強く 明るく 生きて お
参 らせて もらう と思っ て︑生 きて ほし
あり がと うっ てつ ぶや いた
頼を受 けた もので ︑一日 ︑どこ に行 っ しょうか？
くれ ︑私の 分まで 生き ておく れ﹂と 願
い のです ︒そし て︑仏 となっ たら ︑残
いつ もい つも 胸の 中
ても︑ 何を 話しか けられ ても上 の空 ︑
お 寺に来 ていた だくの は︑ 安心し て うと思います︒
さ れた者 を︑救 い続け ると願 って くだ
励ま して くれ る人 よ
そのド ラマ には︑ ＡＫＢ ４８の 前田 敦 人生 の卒業 を迎え るため であ ります ︒
亡 き方は ︑﹁私 は︑ 自分の 人生を 自
さ い︒私 は︑死 という のは︑ 人生 最後
晴れ 渡る 日も 雨 の日 も
子さん も出 ている し︑一 緒に写 真撮 っ それ は︑つ まり︑ 安心し て生 きるた め 分な りに精 一杯生 きま したか ら︑最 後
に 訪れる ︑一番 大切で ︑大変 なお 仕事
浮か ぶあ の笑 顔
てくれ るの だろう かとか ︑サイ ンく れ です ︒皆さ んの中 には︑ お寺 の本堂 に は︑ 笑顔で 見送っ てほ しい﹂ と願っ て
だ と思い ます︒ 亡き方 は︑そ の仕 事を
想い 出遠 くあ せて も
るかな とか ︑いろ いろ︑ 妄想を 膨ら ま お参 りした だけで ︑安心 する という 方 いる と思い ます︒ かわ いそう だとか ︑
無 事終え られた のです から︑ ﹁卒 業お
おも かげ 探し て
してい たの です︒ ところ が︑そ の後 ︑ もおら れると 思いま す︒でも ︑中に は︑不幸だとは思わないであげて下さい︒
め でとう ︑ご苦 労様﹂ と言え るの が︑
よみ がえ る日 は
電話がないのですね︒おかしいなと思っ お寺 に来る と︑ド キドキ する とか︑ お
浄土真宗の素晴らしさだと思います︒
涙そ うそ う
ていた ら︑よ うやく電 話があ りまし た︒金を いくら とられ るのか 不安 だとか ︑
話 は︑変 わりま すが︑ 先日︑ ﹃ 歳
ドキド キし ながら ︑電話 に出る と︑ 開 住 職 の 顔 を 見 る と ︑ 気 分 が 悪 く な る のキ ミへ﹄ という 本を 読みま した︒ 著
映 画﹁男 はつら いよ﹂ 第 作﹃ 寅次
一番 星に 祈る
それ が私 のく せに なり
口一番 ︑﹁す いません ︑先ほ どのお 話︑︵笑 ︶とい う方も いらっ しゃ るかも し 者は ︑花ま る学習 会代 表 高 濱正伸 さ
郎 物語﹄ の中の 台詞に ︑ある 子供 さん
夕暮 れに 見上 げる 空
無くな りま した︒ お坊さ んは︑ なし で れま せん︒ 皆さん は今︑ そん なこと は んで ︑﹁メ シが食 える 大人を 育てる ﹂
か ら︑﹁ おじさ ん︑人 間は何 のた めに
心い っぱ いあ なた 探す
収録す るこ とにな ったそ うです ︒﹂ と ない かもし れませ んが︑ 初め てお寺 と をテ ーマに ︑学習 塾を 経営さ れ︑ラ ジ
生 きてい るのか な？﹂ と寅次 郎は 尋ね
悲し みに も 喜び にも
のこと ︑﹁ え〜！ ﹂いろ いろと 妄想 を のご 縁が出 来た時 は︑お 寺っ てどん な オや テレビ 出演も 多い 方です ︒その 中
ら れます ︑する と﹁何 て言う かな ︑ほ
おも うあ の笑 顔
膨らま した私 がバカで したけ ど︑で も︑とこ ろなの だろう か？と 不安 だった の で﹃ 合わな い﹄と 言う のは現 代病で ︑
ら ︑生き てりゃ ︑あ〜 生まれ てき てよ
あな たの 場所 から
不安で もあ ったの で︑ホ ッとし たの も では ないで しょう か︒私 は︑ お寺に 対 ﹃合 わせて 行くの が人 生だ﹄ ︒世の 中
か ったな って思 うこと が何べ んか ある
私が 見え たら
正直な とこ でした ︒しか し︑こ れも ご して の思い 込みや ︑仏教 に対 する思 い は︑ 自分と 合わな い人 ︑自分 と合わ な
だろう︑そのために 人間生きてんじゃ
きっ とい つか 会え ると 信じ
縁だと 思っ て︑そ のドラ マを観 るこ と 込み を︑少 しでも 正して 差し 上げた い い仕 事だら け︒し かし そうや って切 り
ねえのか﹂と答えるのです︒
生
き
て
ゆ
く
にした ので す︒そ して︑ こんな 言葉 で ので す︒お 寺は︑ 生きて いる 者が救 わ 捨てていくと︑どんどん世界が狭くなっ
皆さん の中で は︑最 近︑﹁ 生ま れて
始まりました︒
れる場 であり ます︒ お参りす ること は︑てしまう︒ますます︑生き難い世界に︑
き て良か ったな ﹂と思 ったの はい つで
晴れ 渡る 日も 雨 の日 も
浮か ぶあ の笑 顔
とても︑良い行いなのです︒
自分 がして しまう ︒あ いつが 嫌だ︑ こ
す か？も し︑毎 日︑思 ってい ると いう
想い 出遠 くあ せて も
いつ が嫌だ ︑あい つが つまら ん︑こ い
方は︑最高に幸せな方です︒
さみ しく て 恋し くて
こ の前も ︑お参 りされ た方 に﹁お 念 つが つまら んと言 って いるけ れども ︑
人生と は︑こ の世に 生まれ て一 回限
君へ の思 い涙 そう そう
仏は ︑亡き 方を︑ 成仏さ せる ためで は 自分が一番つまらん存在かもしれない︒
り の︑そ して︑ 二度と 繰り返 すこ とは
会い たく て 会い たく て
ないの です︒ いつも ︑見守っ てくれ て︑また テレビ 出演さ れた 際︑﹁ 何のた め
絶 対にな い︑素 晴らし い贈り 物な のだ
君へ の思 い涙 そう そう
有難 うとい う意味 です︒ 迷っ ている の に仕事をしなきゃいけないのですか？﹂
と いうこ とを︑ あらた めて考 えて みて
は︑ 亡き方 ではな く︑私 たち の方で す とい う質問 に︑﹁ 僕は ︑仕事 自体が ︑
欲しいと思います︒

法 徳寺 住 職
伊東英幸

﹃人 は︑ 死に向 かって 生きて いる の
ではな いか ︒この 世に︑ おぎゃ と生 ま
れた瞬 間か ら︑い つ訪れ るとも しれ な
い︑死 に向 かって ︒なら ば︑人 は何 の
ために 生ま れてく るのだ ろう︑ 何の た
めに生 きる のだろ う︒も しかし たら ︑
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