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■■詢文殊書薩→

=‖
‖‖ 虚空蔵書薩→ 1■■■ 大日如来→

常柳■不動明王→ ‖IJ得大勢至書薩→ ‖‖場‖ 阿闘如来→

告ル‖薬師瑠璃光如来→I‖解1l F可弥陀如来→‖■■ 弥勒書薩→

嬌晰‖涅槃釈迦如来→■■■ 地蔵書薩→‖‖‖ 聖観世音書薩→‖

○短時間でスムーズに巡礼できるコースの一例です。

8雖酪艦垢(蟹庭粽腸冨蟄滉理露シ
~会社櫛会社へお問い合わせくださいず

出酸謡蜃畠日高速道路

・ ‐■)・
1‐・‐国道

回園Ⅲ海願田県道

「

=コロE■ 鉄道線路

ふ  ど う み うヽ お う

場鰊輻卜
お不動さまは右手に倹1、 左手に属索をお持ちになり、背に火焔を背負って憤怒の形相をし、大盤石に座して

おられます。大日女口来の化身として諸尊の先頭に立ってお救いくださいます。現せでの迷いを断ち切り、思障
を焼き尽くし、ィむ願成沈へ向かわせます。来せでは、前せへの末練を右手の剣で断ち切り、左手の絹索で

極楽へ導きます。

【住所】〒990-2492山形市鉄砲町1-2-20 【お問合せ】023-631-0048

回 器で薫る 茅多の人の 話摯を えき零ぼさん 懇い言し

1) はん  じや  か  にょ らい

屁諫漑図襦沐
お釈迦さまは仏教の開祖であり、今から二十五百年ほど前にインドの薔提樹の下でせの道理、自然の摂理

を体得され、一切の迷いを離れ、悟りを開かれ、イム法を広めました。現せでは道理を示しあらゆる不安を除
かれます。来せでは無常の理を説き、安越を与えます。

【住所】〒999-41111財寸山郡大石田町大字大石田丙206 【お問合せ】0237-35-2233

超圏鵬四編の軍 総れも詳き 笑オ6 馨ぃも檬し ね襄金ズツ
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洟躙穆魃鱚斃隧
『二人よれば文殊の智慧』といわれるように智慧を投ける仏さまです。右手の倹1は 学ぶこころを妨げる愚か
さを断ち切ります。現せでは進学や統職の霊験あらたかな学問の薔薩さまです。来せではお釈迦さまの説
法のA.・慧を身につけさせていただけます。

【住所】〒994-0101天 童市大字山口3070

日日調善人に 写当士電む 箕感
【お問合せ】023-656-2137

善もあらた 出口のオ

洟躙穆骰骰軋鱚
白象に座しておられる普賢さまは、みんなの幸せを願うこころ、普く賢いこころ、な悲のこころを表します。現せ
ではいのちを生かす修行を続ける行の薔薩とされ、広く衆生の幸福を念じます。
来せではお釈迦さまの教えを実践する修行を手助けされます。

【住所】〒999-5312最 上郡真室川町新町22-13

圃 y話の あふところに '繁さま
【お問合せ】0233-62-2450

恣悲と花との なえ工らさん

麒躙靱飩骰雉踪
お地蔵さまは、六道 (地獄・餓鬼道 畜生道・修羅道・人道・天道)に 出現され、苦しみを取り去り、あらゆる
人々によろこびをあたえます。現せでは大地のぬくもりをあらわし、つねに衆生のそばにおり、功徳をあらわしま
す。来せでは閻魔大工さまの裁きのとき救済にあたりますが、特に幼くして亡くなった子どもさんには恙悲深
く、地獄の鬼から子どもたちをお護りし安越を与える仏さまです。

【住所】〒999-6104最 上郡最上町大字本城104

回 策瑶に あきて総るる を逸の軍
【お問合せ】0233-43-2294

汲めどもふきぬ あ豊池蔵専

洟躙餞饒鼈蛯隧
弥勒さまは、お釈迦さまの入減以来、二十六億七千万年後にこのせに降り立つ仏さまとされる末来仏で、イム
法が永逹に不yltであることをあらわします。常にこころを鎮め、衆生を救う想いをお持ちの仏さまで衆生のよろ
こびもなしみもいつも自らのごとくお徒をお持ちの仏さまです。現せではこころを落ち着かせ、正しい判断を授
ける定 (じょう)の薔薩とされます。来せではお釈迦さまの再来として説法をラ|き 継ざます。

【住所】〒999-3511西村山郡河北町谷地庚1400

曜目罰罰日ありがたや ことに曇誓は おわします
【お問合せ】0237-73-4715

“

勒の浄ユ ふむぞうれしき

餃躙靱鼈輻隆貶影儡狡
お薬師さまは左手の薬壺が示すとおり、私たちの健康を守ってくださる仏さまで、日々 無事に健康に過ごせる
ことが最も尊いことだと教えてくださっている仏さまです。現せでは世界中の人々のこころと体を健康にしてあ
げよう、病気を治してあげようとされる17Aさ まです。来せでは忌明けの大切な役割をお持ちであらたな身をお
授けしお救いします。

【住所】〒990-1304西村山郡朝日町大谷1861

超蓄獲困T蜃 り遊しくiら すTには
【お問合せ】TEL 0237-68-2172

身をも ′ヾも 痛残らじ

餃靡餞颯訛鋏綺鶉隧
観音さまは衆生の願いに應じて三十二のお姿に変化され、私たちを救い見守ってくださる仏さまです。私た
ちがひとたび『観音さまおたすけください』と念じれば、観音さまは大きな力によって、ガこ罪、火事、事故など

種々の厄災からお護りしていただけます。現せではやさしさを授け、恙もの仏さまです。来せではl・I弥陀女ロ

来の脇侍として蓮の合にお救い上げられます。

【住所】〒999-5207最上郡鮭川村大字庭月2829

曖目罰ヨロぶ璽ギま
の
ぉ驚r発慮象ξ[R子け瑾

【お問合せ】0233-55-2343

4Aのたの 1ぞ さやけき
ねぎておさむるた月の寺



と く ぼ  さつ

脩戌蘊菫軋蝙
勢至薔薩さまは智意の光によってあらゆる世界を照らし、その苦を除くイムさまで、その力は、勢いの至りと
いってこのうえない偉大であります。現せでは優れた智慧と大きな力で衆生を正しい道に導き、来せでは

阿弥陀女口来の脇待として極楽浄上に先導される役割をお持ちです。

【住所】〒990-2483山形市上町1-1-50

【お問合せ】023-643-0144(工 藤宅)/023-643-0181(大 沢宅)

留圏題Bあらとふと 』雷の電み そりければ 罪もむくひも 島ゆるなりけり

洟靡穆巫枷冬鱚鰺
阿弥陀如来さまは、太陽が沈む真西の方Fo■ の極楽浄上世界の教主といわれ、亡くなったとき、浄上にお
迎えくださる無限の力を持った仏さまです。現せでは安らざの浄土世界を示し、今でいう『安越』の暮らしに

導きます。来せでは極楽に生まれ変わったご先祖さまの教化につとめられます。

【住所I〒 990-0505寒 河江市大学白岩153 【お問合せ】0237-87-1529

困固団3みほとけの 写いをたてし 聯キ 実1:実進の みたのみくにへ
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瘍隋穆儡輻鐙鼈
阿弥陀さまとは反対に東の浄上におられ、無動女口来ともいわれ何事にも動じない精進の意恙を堅固にお

持ちで、強い力で魔を打ち払います。現せでは迷いにオTち克つ強いこころを授け、来せでは新たないのち
に向け、精進のこころを高めていただきます。

【住所】〒990-0401東村山都中山町大字長崎464 【お問合せ】023-662-2472

鬱日団ヨキぎりなと いのちの力 み手にふれ 事堤の,ヾ みちびき裕う

洟隋靱魃雉鑽狡
大日女口来さまは、もとは太陽という意味で天地宇宙の中たであり全ての世界の頂点ともいえる絶対的な

仏さまです。,1名 は摩訂昆虜逍刀0ま口来と わヽれ、現せ。来せを間わず、大学宙の根本教主としてあらゆる

衆生をあたたかく見守っておられます。人FEnや 動物はもちろんのこと、草や木はおろか大地や空まで大日如

来のいのちそのものといえます。

【住所】〒990-2401山 形市平清水番外1

□蒙B場のよく あよねくヱらし
【お問合せ】023-632-1103

みそなわす 人0れネ 子糸寺

こ   く  ぞう   ぼ  さつ

は鯰謳鰺褥
虚空蔵薔薩さまの『虚空』とは、はてしない空間のことで、また、どんなことでも打ち克つことができて、『蔵』
とは、無尽蔵のことでどんなもので与えることのできる宝を持った底なしの大宝蔵のこととされます。現せで
は大空のこころを授け、理想の姿を示されます。来せでは安らぎを与え、薔薩として生かしめ、根本教主・

大日女口来さまのあとに、十二仏の結願の役害Jをお持ちです。

【住所】〒990-2401山 形市大字平清水247 【お問合せ1023-623-0208

超圏題Bあ らたかや 腹質蔵著機の 御ヾ は すくわでやまず 恣悲をよつやま

【仏 さまの お 姿 と
―
役 割 】仏さまはそれぞれの役割によって「如来・菩薩・明王・天」に分けられていま魂

■■‐
多くの如来さまは、宝石や

冠などを身につけず、薄い

着物だけを着ておられます。
如来さまは永く厳しい修行
を終えられた、偉大な力を

持った仏さまです。

薔薩
菩薩さまはやさしいお顔をさ

れ素敵な首飾りや冠・腕輪
などを身につけておられま

す。みなさんをあたたかく見
守り、やさしい手をさしのベ

てくださる仏さまです。

黎亜
明王さまは武器を持ってこ

わいお顔をされています。そ
れはやさしい言葉で伝えて

もわかってくれない人に怒っ
た顔を見せるためで、心はと
ても優しい仏さまです。

天
仏さまを護る仕事をされ、仏
さまの教えがみなさんに行き

渡るように働かれています。
たくましい兵隊さんのお姿
や美しい女性のお姿の場
合もあります。



勒 よるこび やす内藍‐綺骰孟絣錮凸艤十糞饉蝙《鶴

十二仏さまは多くの仏さまのなかでもっとも身近で古くからイ言仰されている十二の

尊いイムさまです。このせ (現せ)に生きる我々のお守り本尊であると同時に、来せの

ご先祖供養のイムさまでもあり、年忌のご法事にはご本尊として拝まれる仏さまです。

十二イムさまはそれぞれの仏さまごとにことなる徳をお持ちになり、あ|ル たヾい働きを

もって私たち一切衆生を救済されています。日々 、私たちの迷いのこころが救われ、

すべてのせが浄土になることを願って精獲 れておられます。

このあ|り がたい十二仏さまとのご縁を結、Sミ ため、多くの善男善女がみちのく出11

路・山形十二仏を巡ネしされています。各霊場は、松尾芭蕉の『二月雨をあつめて早

し最上川』で有名な最上川沿いに、南は山形県山形市から)ヒは秋田県境近くの真

室川町までいずれもLL紫水明の地に点在しています。由緒ある寺々をめく
゛
り、季節

の花々にこころを禾口ませ、また、いにしえの人々の遺した文化財を味わいながら、み

ほとけに―Tを合わせてください。こころは清く澄みわたり、先祖供養はもちろんのこと

諸願成1就して、よリー層充実した明日の生活が築かれますことをご祈念申し上げます。

囃褥濶判讚先祖さま應鸞靴懸鰤膵瘍蜀瘍部蜀』酸…ツ

善男善女の皆さまはご先祖さまの大L/7さ を自らのいのちから実感したことがあるものと存じます。

我々のいのちは両親からいただきましたが、その両親も同様であり、その根をたどっていきますと実に多くのご先祖さまからいのちを

いただき、その一人でも欠けたら私たちは生まれてくることはできませんでした。つまり、あまたのご先祖さまのおかげさまで我力のいの

ちがあり、今の暮らしがございます。ご先祖さまを敬うことで今に生きる私たちのこころに多くの功徳を賜ることができます。

躙 十三仏と総醸ヌ …・・攣鸞鶉塚鶉儡糧鑽畿鰊舞骰瞼～

『嘘をつくと閻魔さまから舌を抜かれる|』 ということばを今でもよくお聞きします。昔から、あのせに往

くと閻魔大工さまによって地獄に堕ちるか、極楽に往けるか決められると うヽ言い伝えかじきたもの

です。閻魔大三さまは我々のどんな嘘でも見抜いてしまわれますが、たくさんのお仲間がおり、閻

魔大三さまを含めてあのせの工さまは十二さまと呼ばれています。この十二さまはお亡くな|り になっ

た方が生前に善いことをしてきたか、恙いことをしてきたかお調べになるとともに、あのせで正しい

修イ子を積んでいく̀
む
構えがあるかどうかを判定する裁判官とされています。

この裁判は、亡くなってかあ七日ごとに行われ、四十九日まで終えるとその後は百ヶ日、一周忌、ニ

回忌 (二年)・ …と続けられ、この時期に合わせて行われるのがご法事ですが、この際にかたとき

も離れずお亡くな|り になった方の生前のご遺徳を述べ、お護 |り されるのが十三イムさまであり、ちょう

ど弁護士のお役目といえます。

ご法事では、ご先祖様のために家族や親戚が集まってお坊さんにお経をあげてもらいます。これはお

亡くなりなった方が4_/1さ まのもとでさらに修イ子を積み極楽へ往けるように応援することで、ご法事に

私たちがご随喜することや十二仏の掛軸をおまつりすることは閻魔さまが判決をくだす際のよき判

定条件となるわけであり、古くから善男善女が十三仏さまを身近に感じ篤く敬うゆえんでございます。

0巡 ネLの持ち物

○輪袈瓢 わげさ)… ………略式の法衣として着用します。

○数珠 (じゅず) ………… 参拝の際、手を合わすときにかけます。

○経本 (きょうほん)… ………般若`こ
経や十句観音経、御詠歌などが

書かれています。

○その他

“

要なもの ロウソク、線香、賽銭、納経料など

※持ち物は各札所や、仏具店などでお求めいただけます。

E裁 判官   南 弁護士

初七日忌 (七 日)

二七日忌 (十 四日)

三七日忌 (二十一日)

四七日忌 (二十′ヽ日)

五七日忌 (三十五日)

六七日忌 (四十二日)

七七日忌 (四十九日)

C》 納経料(朱印料)

●ご朱
`P代

(1′P～ 3印 )… ………… ……………………200円
●朱

`F帳
揮宅ご朱

`P代
 ……………………………………300円

●掛け軸揮老ご朱
`P代

 ……………………………………500円
●十二仏ご朱

`P用
絵図代 (B3版 )… ……………………500円

●十二仏掛け軸代 (妥予約)… ………………………15,OOO円 版

●十三仏掛け軸代 (妥予約)… ……………………17,○○○円版
※お持ちのおいずりこもご朱印がいただけます。
※住職が法務にて不在となり掛け軸揮老ができない場合がありますので電話での確認をお願いします。



山形十三仏
札所一覧
ご祈疇のお申し込みは事前に各霊場にお知らせください8

大谷山 永林寺
〒990¨1304西村山郡朝日町大谷1861

TEL.0237‐ 68‐2172

六櫂山 宗福院
〒990…2492山形市鉄砲町1… 2…20

TEL.023日631日0048

てい げつ さん  がつ  そう いん

庭月山 月蔵院
〒999‐5207最上郡鮭川村大字庭月2829

TEL.0233日 55日2343

たい せき さん  じょう せん  じ

大石山 乗船寺
〒999‐4111北村山郡大石田町大字大石田丙206

TEL.0237‐ 35日2233

上町 勢至堂
〒990…2483山形市上町1… 1¨50

TEL.023日643‐0144(工藤宅 )

TEL.023‐643‐0181(大沢宅)

羽黒山 龍源寺
〒994¨0101天童市大字山口3070

TEL.023日656‐2137

こう  たく  さん  せい がん  じ

光沢山 誓願寺
〒990¨0505寒河江市大字白岩153

TEL.0237‐ 87‐ 1529

三弘山 正源寺
〒99975312最上郡真室川町新町22‐ 13

TEL.0233日 62‐2450

臥熊山 天性寺
〒990¨0401東村山郡中山町大字長崎464

TEL.023日662‐2472

ほう  りん  ざん   けん しょう  じ

芳林山 見性寺
〒999‐6104最上郡最上町大字本城 104

TEL.0233口 43日2294

千歳山 平泉寺
〒990…2401山形市平清水番外 1

TEL.023日632日1103

弥勒山 弥勒院
〒999‐3511西村山郡河北町谷地庚1400

TEL.0237‐ 73日4715

千歳山 萬松寺
〒990‐2401山形市大字平清水247

TEL.023日623‐0208


