んじゃう どうぞゆ きなさい お 先にゆきな さい﹂は︑ 一緒には
行けない けれど︑私 も︑いつか︑ 必ずあなた が待つ向こ う岸に行
くよ︑十 五行目の﹁ 待たなくても いいよ 知 らなくても いいよ﹂
は︑私の ことは︑心 配しないくて いいよとい う現世に生 きる者の
思いを歌っているように感じます︒
法話 法徳寺 住職 伊東英幸

ますか？それは︑誰にも︑わかりません︒しかし︑これだけは
ります︒ 現世と来世 の間に流れる 川をイメー ジ出来ます ︒二行目
いえま す︒今既に ︑阿弥陀如来 様の船に乗 せて頂いて いるのです の﹁水際 まで来てほ しい﹂とは︑ 亡くなれた 方の姿をも う一度見
から︑必ず︑阿弥陀様に導かれ︑お浄土へ参らせて頂くのです︒ たいとい う思いです ︒八行目の﹁ 一緒に渡る には きっ と船が沈
仏教で有名 な言葉﹁諸行 無常﹂・・ この言葉の 本来の意味は ︑ それは︑阿弥陀様が︑決めて下さっているのです︒私たちは︑
一切 は常に変化 をしていると いうことで す︒人生と は︑その変 化 その救いにお任せするだけです︒
に対 応すること ︑良いことは 続かないが ︑嫌なこと も続かない の
です ︒人生を諦 めてはいけな いし︑逆に ︑油断して はいけない の 生きる使命
です︒
ハナミズキ
作詞 一青窈
お 釈迦様は︑ 人生の生老病 死は︑思い 通りに行き ませんと説 か
最近 ︑ブータン という国が注 目されてい ます︒幸福 度が高い国
作曲 マツコタツロウ
れま した︒自分 の思い通りに 行くのが当 たり前だと 思ったり︑ 思 だといわれていますね︒仏教国であるブータンは︑国民の幸せゾー
い通 りに行かせ ようと思えば 思うほど︑ 苦しむこと になります ︒ ンが広 いのです︒ 例えば︑現世 が幸せでな くても︑生 まれ変わっ
空を押し上げて 手を伸ばす君 五月のこと
人生 では︑自分 の期待したも のとは違う ものがやっ てくること が て︑来 世で幸せに なれればいい ︒自分が幸 せでなくて も︑家族が
どうか来てほしい 水際まで来てほしい
多い わけですが︑ それを︑楽しめ るようになれ ば人生の達人 です︒幸せで あればいい ︑家族の幸せ な顔をみる だけで幸せ を感じる︒
つぼみをあげよう 庭のハナミズキ
思い 通りいかなか ったら︑﹁ああ ︑予定どおり だな﹂と︑そ して︑とても︑素晴らしいと思いました︒
薄紅色の可愛い君のね 果てない夢がちゃんと
思いがけず︑思い通りに行ったら︑感謝して下さい︒
皆さん の生きる使命 は何ですか？ 使命とは命を 使うと書きま す︑
終わりますように 君と好きな人が
ま た︑世の中 ︑何が不幸で ︑何が幸福 かなど︑わ からないの で 命がけ ということ です︒私たち は︑命がけ にならない 限り︑なか
百年続きますように
す︒ 私は︑自分 に都合の悪い ことが起こ った時︑自 分を不幸だ と なか仏 様には出会 えないのです ︒それほど ︑人間に生 まれ阿弥陀
夏は暑過ぎて 僕から気持ちは重すぎて
思う よりも︑そ れは︑仏様が 私に与えて くださった ︑最善の道 で 様に出会 うことが出来 るのは︑本当 に難しいので す︒皆様は︑ 今︑
一緒に渡るには きっと船が沈んじゃう
あり ︑尊いこと に気付かせて くれる修行 なのだと受 け取ること に この世に生まれた使命を達成しているのです︒
どうぞゆきなさい お先にゆきなさい
勤めています︒
それに は︑愛する ことを失うと いう悲しみ を味わった 方も多いと
僕の我慢がいつか実を結び
思いま す︒でも︑ 亡き方は︑既 に︑阿弥陀 様となられ ているので
果てない波がちゃんと 止まりますように
す︒皆 さんが︑阿 弥陀様に出会 えたことを ︑とても︑ 喜んでおら
終活
君と好きな人が 百年続きますように
れます︒
ひらり蝶々を追いかけて 白い帆を揚げて
先 日︑﹃ガイ ヤの夜明け﹄ というテレ ビ番組で︑ 最近︑終活 す
母の日になれば ミズキの葉 贈って下さい
る方 が増えてき たということ を報じてま した︒終活 というのは ︑
倶
会
一
処
︵
阿
弥
陀
如
来
様
の
浄
土
で
ま
た
出
会
う
こ
と
が
出
来
る
︶
待たなくてもいいよ 知らなくてもいいよ
人生 の締めくく りに対して︑ 準備をする ことです︒ そして︑そ の
薄紅色の可愛い君のね 果てない夢がちゃんと
締め くくり方を考 える本︑終活本 が︑ずいぶん 出ているそう です︒ 大切 な方を亡く された方は︑ 生きている ことの有難 みを︑とて
終わりますように 君と好きな人が
自 分が亡くな ることで︑一 番の心配事 は何か？と いうアンケ ー も感じ ると思いま す︒明日も︑ 当たり前に 来ると思い がちです︑
百年続 きますように 僕の 我慢がいつか実を結び
トで 第１位は︑ 残された家族 について︑ 第２位は︑ 自分のお墓 や しかし ︑そう思っ ている瞬間に どうなるか わかりませ ん︒私は︑
果てない波がちゃんと 止まりますように
葬儀 についてだ そうです︒最 近︑他人同 士が同じ墓 に入る︑墓 友 僧侶に なってよか ったと思うの は︑人の死 と向き合う ことで︑生
君と好きな人が 百年続きますように
とい うが流行っ ているそうで すね︒法徳 寺の合祀墓 を希望され る きる意 味とか有難 みを感じられ ることです ︒そして︑ 浄土真宗の
君と好きな人が 百年続きますように
方も ︑昨今︑大変 ︑多くなってい ます︒元気な うちに︑心配 事を︑有難い ことは︑ま た︑会える世 界があると いうことで す︒その教
少し でもクリア ーにして︑今 を楽しく過 ごそうとい う方が増え て えによ り︑死を受 け入れられる 方も多いと 思います︒ 死の先が︑
きているということなのかもしれません︒
真っ暗 闇であれば ︑死ねたもん じゃありま せん︒今年 も︑お盆の
時期が まいりまし た︒亡き方を 偲ぶと共に ︑自分自身 のいのちの
行き先を考えてみてください︒
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法友

同 じ宗教で結 びついた関係 を法友とい います︒親 鸞様は︑み ん ハナミズキ
な同 じ阿弥陀如 来様の救いの 船に乗せて 頂いている 友人であり ︑
今既 に︑その船 でお浄土への 旅をさせて もらってい ると説かれ ま
私の 大好きな曲 ﹃ハナミズキ ﹄を紹介し ます︒この 曲は︑アメ
した︒みんなで︑人生のさまざまな景色を楽しんでみましょう︒ リカで 起こった同時 多発テロ ・ で亡 くなった方 の鎮魂のため
皆 さんは︑自 分自身の人生 のラストシ ーンを考え たことがあ り に作ら れたと聞き ました︒この 歌詞を味わ うと︑気付 くことがあ
9
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法徳寺だより

第

すべての回、法要時間は約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。

③が 昨年
も一番、
多かった
です。

⑥の回
昨年、空
いてまし
た。

８月15日（水）
① １０時より
新盆対象
② １１時半より
新盆対象
③ １３時より
一般のお盆対象
④ １４時半より
一般のお盆対象
８月16日（木）
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

☆

過去帳か位牌

☆

お念珠

☆

お経の本

☆

お供え用紙

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、すべて、『釈』という字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。
同封のお供え用紙にご記入の上、受付に提出して下さい。
用紙は、お盆法要中、お寺のご本尊御前に、お供え致します。

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。

次回は、９月３日（月）
午後1時３０分〜３時頃

法 徳 寺
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

今回、法徳寺壮年会研修旅行は、親鸞聖人ゆかりの地、
茨城県へ行ってきました。特に牛久大仏（阿弥陀如来像）
は、世界最大の青銅製立像というだけあって、迫力と
見ごたえがありました。

全高120m
（像高100m、台座20m）
人が小さく見えます。

ぼくたちの
出番はないね・・

８月は、お休みです。

第１０４号 発 行
浄 土真 宗本願 寺派

法徳寺の新しい駐車場ができました。
６０１号線沿いの現在、法徳寺の看板が立っている
場所です。台数は、７台駐車可能です。
普段は、本堂北側の大駐車場で足りますが、お盆
法要などの大行事の際、主に役員さんに停めてもら
おうと思っています。

