第１３５号

法

徳

寺

だ

よ

り（ホームページ

http://houtokuji.info/）ブログ随時更新中

令和２年５月

「新型コロナウィルス」の感染拡大に伴い、神奈川県は、緊急事態宣言の対象地域になりました。
今後、多くの感染者が発生することが予想され、不要不急の外出は控えることが望ましいとされています。
法徳寺では、３月の行事は、法話会、春季彼岸合同法要も中止とさせていただきました。
４月になれば、状況も改善され、本来の寺院活動が行えるものと思っておりましたが、事態は悪化の一途をた
どり、気の抜けない状況となっております（４月８日現在）。
このような状況を鑑み、４月の法話会、壮年会研修旅行などの行事を全て中止といたします。
また、５月２日に予定しておりました、降誕会・永代経法要も中止といたします。
お寺の行事は、決して不要不急のものではありませんが、宗教は、人が生きていく上で、なくてはならない大
切な心のよりどころです。しかし、お寺には高齢の方が多くお見えになりますし、公共交通機関を使って来て
いただく方も多くいらっしゃいます。
感染のリスクを減らすためにも苦渋の決断ではありますが、行事の中止を決断いたしました。
２カ月間にわたって、お寺の行事が行われないのは、住職として、本当につらく悲しい思いで一杯です。特に、
「聞法の道場」と言われる浄土真宗の寺院で、法要が開かれないのは、やり切れない思いであります。そこで、
法要が開かれない代わりに、法徳寺では、ホームページのブログなどで、随時、お寺の様子などを公開してお
ります。どうかご覧いただきたいと思います。
また、お墓参りなどは、普段通り出来ます。ご法事を勤めてよいのか不安な方も多いと思いますが、最近は、
ご家族のみでお勤めされる方が多いようです。
法事の際、感染予防対策として、僧侶等のマスクの着用を実施しており、皆さまのマスク着用も自己判断にて
予防して頂くようにしております。
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また僧侶のみで、代理で法事を勤めて欲しいという方や、法事の時期を延期しても良いか？
来年でも良いか？などご質問を多くお受けしていますが、すべて、大丈夫です。
どうか、ご不安な点がございましたら、お電話か、ホームページよりメールでも、お答えしております。
またお元気で、皆さまにお会いできることを楽しみにしております。
これ以降のことは、別途お知らせいたします。
（法徳寺 住職 伊東英幸）
法徳寺ホームページ http://houtokuji.info/
法徳寺ブログ
ホームページからブログへアクセスできます。
また、「法徳寺ブログ」と検索すると、出てまいります。
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第三永代供養墓式︵建碑法要︶をお勤めしました
法徳寺の寺族︑門徒責任役員︑工事関係者様に︑
ご出席頂きました︒

けんぴ

建碑 法要とは ︑新たに お墓等を 建てた時 にお勤め す
る法要です︒
浄土 真宗では ︑﹁魂﹂ を入れる というこ とではな い
ため ︑﹁開眼 法要︵開 眼供養︶ ﹂や﹁入 魂式︵魂 入
れ︶﹂とはいいません︒
のこ
お墓 等の建立 をご縁と して仏法 に遇い︑ 故人も遺 っ
た方 も阿弥陀 さまにひ としく摂 取されて いる恩徳 に
報謝する思いでお勤めいたします︒
ホー ムページ に詳しく 載せてい ますが︑ 生前予約 も
できます︒案内資料をお寺でご用意しています︒

４月より、新しい役員さんが加わりま
した。世話人さん、役員さんを中心に、
皆さまと共により良いお寺を作ってい
けたらと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
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手厚いものなのだなと思ったのです︒

あ る号の 本願寺新 報に何 気な く目 を通 して おり

お母 さんは ︑他人か ら与 えら れた 答え では ︑

以 前︑録 音してお いた布 教使の先 輩方の 法 寺参り は︑老 夫婦の仕 事で ︑若 い者 には ︑寺 と ま すと︑ 其の時の 法話が ︑大 学の 先輩 が書 いた 満足︑ 出来な かったで しょ う︒ 他人 から 与え ら

年 間︑ 法話 の席 で︑ 自分 で

れた答 えで解 決出来る ので あれ ば︑ そこ まで 悩

才にな る息子さ まない でしょ う︒

話を︑最近︑また︑聞き始めまし た︒それとい のご縁はまったくなかったのです︒これも︑父 もので︑とても︑懐かしく思いました︒
う のも︑ コロナウ イルス の為 に︑ お寺 で過 ご す 親が与 えてく れたご縁 ︑仏 縁な ので す︒ 亡き 方 法 話に︑ 登場して くるのは ︑
今回の法話は︑長野県の井上慶信先生のお話を︑のです︒

あまりにも突然のことであったのです︒そして︑なったのだろう﹂という大きな問いです︒

井上先生 の法話を掲載 のお手伝いを︑長年勤めさせて頂いております︒です︒お 葬式が全部終わった後︑ お母さんは︑ 頃どう しているのだろうかと思い続 けていたけ

私がお参りをさせてもらっていた︒

毎回︑ 全国各 地からご 参加 され る方 々と の出 会 先 輩にこ う聞きま す︒﹁ うち の子 は︑ どう なっ れども ︑気が 付いたら ︑お 寺の 本堂 に座 って ︑
いがございます︒私は︑今でも思い出すＡさん たのでしょうね？﹂という一言です︒

大 きな問 いです︒ 先輩は ︑ど のよ うに 答え るの

すべ て︑息 子のおか げで した ︒お 母さ んは ︑

のことを︑少しご紹介させて下さい︒

がベスト なのか︑お母さんは︑今 ︑どのような 息子さ んに導かれ︑育てられている と︑先輩は︑

気持ちで︑この問を私に求めたのか︑ただ単に︑背中を見て感じたそうです︒

以下︑Ａさんが語った自己紹介の言葉です︒

す︒なぜなら︑門信徒さんに︑﹁ あの掲示板の なに辛いものだとは思いませんでした︒

う にもな らないと 感じ︑ 次の よう に答 えた そう

言葉︑そのとおりだな住職﹂と何 度も声を掛け 生きているときは︑喧嘩ばかり︑亡くしてみて︑です︒﹁お母さん︑阿弥陀様が︑お浄土へ救い︑

り（ホームページ

しょう︒自分にとって︑どれだけ大事な方であっ 強してみたくなり︑この研修会に参加しました︒縁はなか ったけれども︑毎月の法 話会にも︑お れませ ん︒息子さんのおかげで︑法 話の席に座

な った後 で︑本当 の想い にふ れる こと があ る で 真宗と いう教 えは︑ど んな 教え なの だろ うと 勉

しくしてあげられなかったのだろ うか﹂︑亡く 不思議としみ込んできました︒そのような浄土 法話を聞いて下さい﹂と︒

なことを言ってしまったのだろう か︑もっと優 にいて下さるのですよ︒﹄という︑お言葉が︑ ずですよ︒お寺にお参りしてください︒そして︑いうこ とに気づかされたと思います ︒そして︑

お母さ んは︑ 息子さん の行 き先 を心 配し てい た

ではないでしょうか︒

改め て︑﹁ 大事な人 が亡 くな るこ とで ︑気 づ

︵法徳寺住職

伊東英幸︶

の ように ︑真剣に 法話を 聞い てい る後 ろ姿 を見 かされ ること の何と多 い事 か﹂ とい う言 葉が ︑

年 程たっ た頃 ︑そ の日 もい つも

てくれ ている という安 心感 を与 えて もら える の

いつも︑ここにいるよ︑見守っているよ﹂と呼 いていた そうです︒寡黙な方で︑ 多くを語るこ ていた人の顔を︑思い浮かべるだけで︑今も守っ

が 生きて れば︑俺 は︑お 寺と いう 今ま で縁 を 感 は︑Ａ さんの 言葉を聞 いて ︑住 職は ︑常 に︑ 門
いなと思いました︒

じ たこと のない所 に来る こと は︑ なか った だ ろ 信徒に 対して 心して︑ 法話 をし なけ れば いけ な お 葬式か ら︑
う﹂とまたシミジミと語られたのです︒

て︑﹁う ちの子が︑どうなったか ではありませ 心に響きました︒

が︑下さるご縁というものは︑こ れほどまでに る新聞には︑毎回︑法話が掲載されております︒るように感じたそうです︒

来 なかっ ただろう という 言葉 に︑ 私は ︑亡 き 方 本願寺 新報と いう︑西 本願 寺よ り発 行さ れて い ん でした ︒息子の お陰で した ︒﹂ と︑ 語っ てい

父 親が︑ 亡くなる ことが なか った ら︑ お寺 に は
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その言葉は聞いていた︑長男さん が︑﹁おやじ び掛けて下さっている︒いつも︑一緒です︒私 とはなかったそうです︒

たのに﹂とシミジミ申されました︒

ながら︑﹁もう少し︑長生きしてくれれば良かっ いるわけではありませんが︑主人は︑﹁私は︑ は︑ハン カチで目頭を押さえなが ら︑真剣に聞 有難く 感じるものです︒そして︑心 配してくれ

お勤めの後︑亡きご主人の奥様が ︑お茶を飲み もちろん︑主人が︑また︑生き返って︑ここに 降っても ︑必ず︑本堂に座ったそ うです︒時に しく思 うかもしれないけれども︑後 から思えば︑

先 日︑お 寺での三 回忌法 要の 席で した ︒お 寺 で がある ことを 知らされ て︑ 私は 救わ れま した ︒ 大 きな問 いを持ち ながら ︑雨 が降 って も︑ 雪が なこと なので す︒お互 い︑ 元気 な時 には ︑煩 わ

に︑いつも︑主人は居て下さる︒こういう世界 一番前の席で︑法話を一生懸命聞いたそうです︒に心配 してもらっていることは︑と ても︑幸せ

南無阿 弥陀仏 ・南無阿 弥陀 仏と 念仏 申す とこ ろ 彼 岸︑お 盆にも︑ 毎回︑ 毎回 ︑お 参り をさ れ︑ り︑人 生の問 いを頂い たの です ︒人 間は ︑誰 か

お母さ んは︑そ れまで ︑ま った く︑ お寺 に︑ いるの だろう か﹂とい う問 いを 頂い たの かも し

法話を 聞く中 で﹁私の 人生 は︑ どこ へ向 かっ て

育 て下さ るもので す︒今 にな って ︑﹁ 何で あ ん 仏と念 仏申す ところに ︑ご 主人 は︑ いつ も一 緒 で も︑阿 弥陀様な ら︑き っと ︑答 えて 下さ るは のが︑ 実は︑ 息子さん から も心 配さ れて いた と

まいではなくて︑仏様と成って︑ 私のことをお そんな時︑住職さんの法話の中︑﹃南無阿弥陀 息子さんが︑どうなったか︑わかりません︒

ころで︑あなたは納得しないでしょう︒私には︑ドに考えさせられました︒

よ

亡き方は︑死んだらしまい︑灰に なったらおし た︒毎日が︑切なくて︑悲しくて・・・︒

だ

たかを︑気づかせてもらいます︒

られたからです︒今までで初めてのことでした︒こんなに大事な人だったのかと気づかされまし 必ず︑仏 様にさせて下さいます︒ そう答えたと なったでしょうか︒私は︑特に︑最後のエピソー

皆様 ︑井上 先生のお 話︑ どの よう にお 感じ に

渡って掲示した言葉の中で︑最大 のヒット作で 私は︑数年前に夫を亡くしました︒正直︑こん 教科書に 書いてあるような答えを 言っても︑ど 以上︑井上慶信先生のご法話でした︒

この言 葉は︑私 のお寺 の掲 示板 に︑ 十数 年 に

﹁大事な人が亡くなることで︑
気づかされることの何と多い事か﹂

します︒

お 詫び致 します︒ 以下

と 面識は なく︑了 解は得 てお りま せん こと を ︑ 私は︑ 本山︑ 西本願寺 で行 われ てい る中 央教 習 そ のお葬 式を勤め たのが ︑大 学の 先輩 だっ たの 問いが 問いで なくなっ てい た︒ うち の子 は︑ 今

バタバタ するなかで︑お葬式が勤 まりました︑ しかし ︑法話を聞いている間に︑気 が付いたら︑

は︑いつでも︑はたらきかけ︑お育て下さるも んを︑交通事故で突然亡くされたお母さんです︒答えを 問い続けたのです︒﹁うちの 子は︑どう
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皆 様に︑ ご紹介し たいと 思い ます ︒特 に︑ 先 生

ことが多くなったためです︒
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