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（1）大師報恩感諮得Dharma‑cakra‑Pravartana

弘法大師正御影供
報恩感謝の大法会

4月30日(火)午前10時より
（旧3月21日）

両

願わくは共に法を

遊ばんことを

あたたかな春が巡ってまいりま

した︒

お大師さまの空のごとく海のよ

うな大きな広い心に抱かれる幸せ︒

ご入定の聖日四月三十日︵火︶には

<お大師さまのお言葉>世界中の人が手をたずさえて教えを広め、広く人々を導き、
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ご恩に報いる心で︑ぜひお参り下

南無大師遍照金剛合掌一

法要午内前
十時より
吉野結衆寺院総出仕︾

法話午後一時より

橋本高誇僧正一

午前九時より教堂一階にて︾

チャリティーバザー

犬飼山轄法輪寺

峰誉住郡識川鯉柵一

後住桑山聖淳︾

共に理想の浄土を作りたいものである。

弘めて生を利し

雲

同じく覚台に
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無魔結願して
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この厄除開運星祭に際しまして︑総
代様︑御世話人様始め︑沢山の檀信徒

ら大切に心して拝まねばならないので

す︒

︵口︶厄年の人は神棚のお社を新調し

たり︑日々礼拝を実行しましょう︒

日本人の信仰形態は︑神仏共に大切

に拝む二本柱の信仰です︒弘法大師も

神仏共に大切にされ︑此度高野山が世

界遺産に認められた理由もそこにあり

ます︒

神様にはお給仕︑塩︑水︑米等のお

供︵食事︶が大切です︒榊やローソク︑

平成二十五年度厄除開運星祭護摩供

とご恩の最も深い方々であり︑私達の

しょう︒お仏壇︑それは私達とのご縁

夕お経︑ご真言をくり返し拝んでみま

ローソク︑お花等を供え︑できれば朝

度︑お仏壇にはお茶︑ご飯︑線香︑

不祥事が出ることもあります︒不祥事

ゆきます︒やがて不足の神︑仏となり

光が増し輝き︑拝まざれば光が消えて

ます︒神様も仏様も︑拝むことにより

りますが︑毎日の礼拝をおす鼻め致し

五日にのみお給仕し礼拝される方もあ

ニッコリオハナシ

の方々のご支援ご協力を頂きました︒

この紙面を借りて︑ありがたく厚くお
礼申しあげます︒

せになるために

さて次に厄除開運の方法を簡単にご
説明致しましょう︒

あなたがより幸

︵イ︶厄年の人はさらに親先祖の供養
を充分しましょう︒

は︑去る平成二十四年十月九日開白し︑

前世︵生まれる前︶の姿とも申せま

が起こることを恐れるから拝むのでは

祝詞や読経も大切です︒月の一日と十

平成二十五年二月三日節分会を以て無

しょう︒いろいろなお方様が私達のご

なく︑より幸せで開運と厄除につなが

仏壇には毎日︑墓には近ければ月三

魔結願いたしました︒その間︑不動尊

先祖様の中におられます︒どの仏様も

拝であります︒私達の人間世界には︑

息災護摩供七十一座︑厄除開運星供九

けていたら私達は今存在しないと考え

毎日種々様々な出来事があり︑心身の

ること︑それが毎日のお給仕であり礼

信徒各家皆々様の厄除開運︑身体健全︑

ても良いでしょう︒取り替えのできぬ

掛け替えのないお方です︒一人でも欠

息災延命︑善願成就を至心に御祈念申

悩み苦しみもあります︒その様な時こ

十五座︑明神法一○八座を厳修し︑檀

住職桑山慈紹

一

仏様︑それがご先祖であります︒だか
しあげました︒

丑テレホン法話《0747‑25‑0874》仏様のみ教えをききましょう。

厄除開運星祭護摩供を
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そ︑神仏に向かって心をこめてお祈り

師の道を巡る尊き姿です︒この姿に厄

◆総◆熱◆鋒

四国八十八ヶ所霊場巡拝や西国三十

も知れません︒でもチョットしたこ

私達には大きなことはできにくいか

今までになく笑顔の
私が写っていたから

です︒

笑顔は周りを明るく
するだけでなく︑自
分も元気にしてくれ

るのですね／︑

同じ思いの我も被爆者

生かされて生きてますとの寒見舞

いたわりく救い風邪をひくなと

百才を迎えし義母が電話にて

頼季四才春から園児

元気よくひいばあちゃんと呼びかける

﹁二

びっくりしてしまいました︒そこには︑

先日︑撮ってもらった写真を見て︑

りがとうございます︒

いつもお守りを送っていただき︑あ

福山市中林佳子

嬢◆蟻◆襟◆蟻

笑顔に励まされ

︵ホ︶施しは厄除開運になる︒

除開運があります︒

が少なくなり︑新たな気持ちで力強く

他が為にいろいろな形で施しをする

下さい︒心に安心が広がり不安︑苦悩

開運の道を進むことができるでしよ

ことは厄除となります︒力のある人は

力で︑他の人の幸せのため︑何か実行

︾つ︒

︵ハ︶写経は厄除開運になります︒
してみましよう︒

六︑床座施席ゆずり

四︑身施力をかして
五︑心施慈悲の心で

三︑言辞施あったかことばで

二︑和顔悦色施ほほえみたたえ

｜︑眼施やさしいまなざし

無財の七施︵雑宝蔵経より︶

しょう︒

次に誰にでもできる施しを紹介しま

お経を写すことを写経といいます︒

般若心経等︑毛筆又は筆ペンでお仏前
にてローソク線香を立て︑心静かに浄
写致します︒尤も手術成功祈願のため
に病院での写経も可能です︒写経用紙
と筆ペン︑お盆︵写経用紙を上に乗せる
下敷︶周りの音が気になる場合︑耳栓を

用意して下さい︒一時間に一巻位の量
で写経ができます︒手術後の経過もよ

く多くの方々に喜ばれています︒ど
こでも写経はでき開運につながります︒

三ヶ所観音霊場巡拝等各地に沢山の霊

と︑これを少しずつでも行なってゆけ

七二房舎施住いを人に解放しましょう

場ができました︒いずれも由緒ある霊

ば︑それがやがて大きな道へとつなが

︵二︶霊場まいりは厄除開運になる︒

験あらたかな札所であります︒写経を

ると信じます︒

ありがとうございました︒

納経したり︑読経し乍ら先祖供養や家
内安全︑身体健康を祈るすがたは︑大

《お経を習う会》4/8（月）5/8（水）6/8(土）夜7時〜8時半
初めての方も気軽にお参り下さい。

︻第三十七話︼

名誉住職桑山聖規
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寺に樹齢三〜四十年の大きなイチョ

今より五十年ほど前のことです︒拙

ｌ寺のイチョウの話ｌ

侭が半のる﹂

h
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﹁草本にも仏性があり︑

蕨
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h

できるほどになりました︒﹁たくさん

実を付けだして︑信者の方にお分け

たのです︒木も驚いたのか翌年から

元から切ってしまうぞ﹂と言ってみ

らないから︑来年もならないなら根

は木の下に行き﹁実のならぬ木はい

つも実を付けないのです︒そこで私

ウの木が二本ありました︒しかし一

びしました︒

杉に毎朝読経し供養することでお詫

ついに私は意を決して合意を進め︑

を見るなどと頭が痛い状況でした︒

を勧め︑一方では杉が泣いている夢

員様は何度も寺に足を運ばれて合意

調を崩し寝込みました︒犬飼町の役

たれたのですが︑そのたびに私は体

何度も工事についての話し合いが持

を始めようとしますが︑切ろうとす

杉を切る日になり︑作業員が工事

の実をありがとう﹂とお礼を言うと︑

またいっそう多くの実を付けるよう
にもなったのです︒

ると強風が吹いて手をつけられませ

たちは数百年も前からそこに立って

り倒さなくてはなりません︒その杉

部を譲り︑生えている杉の古木を切

の工事に協力するためには参道の一

した︒便利にはなるでしょうが︑そ

前に国道が通るという話が出てきま

昭和三十年ごろのことです︒寺の門

汽車の運転手は遅れを取り戻すため

が止まる騒動になってしまいました︒

鉄道の線路の上に倒れて汽車の運行

り倒されましたが︑その大きな幹が

業を始められました︒ついに杉は切

度目︑﹁今度こそ必ず﹂と宣言して作

て切ることが出来ませんでした︒三

び取り掛かるも同じように風が吹い

ん︒工事は延期になり︑二日後に再

いるようすで︑私はすぐに調印する

に石炭をかき出しながら走らせて︑

Ｉ杉の古木Ｉ

ことが出来ませんでした︒それから

鱒法輪寺の寺務をお手伝いくださる方募集中！(書道の得意な人）
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わる話は五十年も前の事ですが︑心

なってしまいました︒この杉にまつ

その火が隣地の山に移り山火事に

た人にも微笑みかけて目を楽しませ︑

命に水を吸い上げて花を咲かせ︑切っ

から切られて根もない茎より一生懸

けて教えを説いているのです︒根元

ります︒

鰯〆霞︑︲

い合わせてのご参詣をお待ちしてお

月二十一日にあたります︒皆さま誘

月三十日は弘法大師ご入定の旧暦三

﹁生かせいのち﹂の教えです︒来る四

して︑幸福を祈ることが弘法大師の

れています︒すべてのものに感謝を

子であり天地の恵みによって生かさ

生きとし生きるもの︑全てが仏の

びを与えるものなのです︒

悲しみや苦しみを乗り越えて人に喜

心を清めてくれる︒花の心と教えは︑

に残って忘れられません︒

ｌ草花ｌ
私は時間が許す限り仏様に花を供
えるようにしていますが︑そのたび

に師の教えを思い出します︒私の師
僧である山中教聖阿闇梨がご本尊に
供える花を切りながら語られました︒
﹁聖規よ︑乃木大将の奥さんは花を切

るときには合掌して﹃仏さまに供え

るために切るよ︑許してね﹄と念仏
を唱えながら切られたと聞いている︒

一本の草木でも命があって︑花を咲

かせるために不断の努力をしている
のだ︒切られたら本当は泣いている
だろう﹂

仏道では︑怒らぬこと・忍耐の心
を教えるために花を供えます︒花は
仏さまの方には向けず︑私たちに向

四国八十八ヵ所
歩き遍路の
ちょっといい話

松山市

山本益男

歩いているときは

いろんな事に出会うのよ・・・

その９

これまた︑﹁歩き遍路﹂での道中は︑よ

く早歩き︑長歩きの人に会います︒その
人にとっては︑日数も費用も限られて
いることもあるのでしょうが︑本当に
シャカリキ︑それこそがむしゃらに歩

いています︒お昼だって︑座らず︑コン

ビニのおにぎりを歩きながら食べてい
るような人です︒そのような方は一日

で四十キロ以上歩いています︒︵私は︑

気分派ですがそれでも一日三十〜三十

二キロ程度のペースです︶・そのような

方ですからお寺に滞在している時間も

超短いです︒私と違って︑納経が終わる

と一目散にまた歩き始めます︒

そのような﹁早歩き﹂の方々に七十番
位を過ぎてお会いすると︑皆さんほと

(
6
）
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んど同じことを言います︒﹁もう少し
ゆっくり歩いて︑お寺もゆっくりなが
めた か っ た ﹂ と ︒

ない﹁歩き遍路道﹂というのも随所にあ
ります︒そこには︑どんな山奥に入って
も必ずといって良いほど家︵生活︶があ
ります︒サラリーマンである私には︑こ

を考えたい︵煩悩だらけ！︶﹂そのため
夫婦それぞれ別々に歩いているわけで

す︒︵正直に言えば︑私自身が﹁まだまだ

嫁の歩く速度を待てるだけの寛容さが

んな所でどうして生活できるのか︑病
気になったらどうするのかと思うよう

結局︑このような﹁早歩きの人﹂は︑道

たり︑歩き遍路道の土︵大地︶を踏みし

な所です︵ひょっとしてご先祖さまは︑

でしょう︒

の？﹂という質問を頂きましたが①②
の答えは以上のような暖昧な解答では
ありますが︑何となくわかっていただ
けましたでしょうか？

した︒信者さんには①﹁なぜ歩くのか﹂

ね︑もっと相手を思いやれる心の余裕
ができれば夫婦一緒の遍路は可能にな
ると思いますが︑はっきり忍耐が必要

ないとも一言えます﹂︒もう少し年齢を重

める︑お寺の由来やお寺の良さを味わ

平家一門の落ち武者？︶︒そしてその自
宅前やその周辺には猫の額ほどの小さ

先日︑春の鱒法輪寺お四国巡拝団に
ほんのちょっとだけ参加させて頂きま

中︑遍路道からの四国の自然をながめ

い︑また様々な人々に会い︑楽しい会話
をするといった︑﹁歩き遍路﹂の楽しさ

い畑や田んぼがあり︑七十︑八十才の御
老人が曜日に関係なく︑ゆっくりと︑そ

②﹁なぜご夫婦では一緒に巡らない

しょうか︒ゲームのような︑またはスタ

を放棄してしまっているのではないで

してたんたんと農作業をしています︒
また海辺でもご高齢の方が海草を干し

りません︒まさに︑﹁歩き遍路﹂ではこの

を徒歩で一日かけて体験出来る非日常

たり︑小さな漁船に乗ってたりします︒
一日︑一年︑十年とゆっくりとお仕事し

ようなスローライフを自分の徒歩とい
うスピードで実写版の映画のように実

的な時間なのです︒ぜひ二︑三か寺でも

ています︒けっしてシャカリキではあ

感できます︒﹁人間︑生涯︑仕事だな﹂と

半日︑一日でも﹁歩き遍路﹂をしてみて︑

路﹂Ⅱ﹁健康のため﹂︑もしくは最短何日

分かります︒そして︑沢山の動物の中で

ンプラリーのような感覚でしか︑四国
遍路をとらえていないということは大
変もったいないことです︒このような
人に限っておおよそ目的は︑﹁歩き遍

いらっしゃいます︵と思います︶︒

も人間だけは自らの意志で仕事をする
動物だと確信するのです︒まだまだ若

この貴重な時間の流れを一度は体験す
ることをお勧めします︒自分自身のこ
れまでの人生を﹁歩き遍路﹂でスロー
モーション再生してみませんか？︒再
いない︶﹂︑﹁一人でじっくり考えなが

ぜひ︑お試しあれ！合掌

生速度は︑歩く速度に比例します︒ぜひ

﹁歩き遍路﹂は︑日常での車の三十分

﹁歩き遍路﹂では︑体が疲れたと言えば
土手や東屋︑休憩所で休憩し︑のどが渇

分の肌で感じたい︵共有なんてもった

で回れるかという至って短絡的な理由
でわざわざ高額なお金をかけて歩いて

いたと体が欲すれば水を飲み︑おなか
がすいたと思えば何か食するものはな
いかと焦り︑決して車で通り過ぎる人
には感じることができない︑そして味

ら︑自分の歩くペースでいろんなこと

い︵と感じている︶ですから︑﹁一人で自

わえない感覚︵煩悩？︶があります︒さ
らに﹁歩き遍路﹂の道中は︑人しか通れ

韓法輪寺お四国巡拝(バス）秋のおまいりは10月29日より
4泊5日の予定です[高知県(土佐)24〜39番修行の道場］

西吉野町和田光明院

孝憲の言葉のダムが溢れるほど溜めて
あげよう﹂と眼についたこと︑感じた
ことなど色々話しかけました︒

一方通行で何も返って来ないのです
が︑とにかくおしゃべりになって語り
かけました︒買い物や散歩など人の中
へと連れ歩き︑さまざまなことに出
会った一つひとつの積み重ねが孝憲の
心の中にふくらんで︑やがて次から次

住職岩井恵照

が上手くゆきませんので︑言葉を引き
出すのに良いかな？と子犬をもらって

へと一言葉が溢れ出てきました︒

言葉の習得言葉が無いと意思の伝達

その二

きて︑一番言いやすそうな︿ポチ﹀と名

すぐに会話が出来る訳ではありませ

言葉を覚え︑単語が増え︑おしゃべ
りできるようになったとは言っても︑

前をつけました︒ポチを介して家族の
心がふれあい︑なごやかな笑い声につ
れて孝憲の口から言葉が出始めたので

す︒言葉を引き出す良いきっかけに

て︑何とか受け答えが出来る︑と言う

なったポチ・ポチ子に感謝です︒

言葉を覚えるために︑短く解りやす
い言葉・口を大きく開けてはっきり発
音する．何回も繰り返す・焦らない・
この四点を守って根気良く言葉かけを

のが現状です︒

ん︒言葉によって人と繋がりを持てる
ことは確かですが︑話しかけてもオウ
ム返しや独り言が多く︑なかなか会話
にはならないのです︒三十六歳になっ

続けました︒

食事のしつけ食事は生きている限り
欠かせないことです︒食べさせている
幼い頃はまだ良かったですが︑自分で
食べたくなる頃からは︑手づかみで口
に運ぶワ︑辺りにこぼすワで大変でし
た︒おはしも持ちたがるのですが︑上
手く使えなくてカンシャクを起こして

た今でもこちらが判じて言葉をそえ

高田の児童相談所の藤掛先生のお話
の中で﹁子供の頭の中には言葉を溜め
るダムがあるのです︒言葉のダムの中
に周りの者がいろんな言葉を注ぎ込ん
であげましょう︒言葉がダムの高さま
で溜まると︑言葉は自然に溢れ出てく
るものです﹂とのお話に感激し﹁私も

しまいます︒

持ちやすいスプーンやフォークで食
べさせようとしても︑皆がおはしで食
べ︑孝憲一人だけスプーンやフォーク
では嫌がって練習になりません︒そこ
で家族中がおはしを使わず︑スプーン
とフォークで食べ︑洋食のマナーの練
習だと思うことにしたのです︒
﹁おつくりぐらいおはしで食べさせ
て欲しいなぁ﹂と主人や年老いた母に
言われながら︑我慢して根気良く続け
ました︒努力の甲斐あってスプーンと
フォークで食べられるようになり︑今

度はおはしに挑戦です︒

おはしの持ち方は皆で根気良く教え
ました︒特に私の母が年寄の根気強さ
で何度もやさしく言い含めるように教
えてくれてだんだん上手く使えるよう
になり︑大変ありがたかったです︒
健常なお子達は時期が来れば歩き︑
特別の努力をしなくても︑自然に言葉
を覚え︑何で？どうして？を連発しな
がら知恵を蓄えてゆきますが︑知恵遅
れの障害の故に︑健常なお子達の何倍

る︑と言う状態で︑まさに親も子も努

も何十倍もかかってやっと身につけ

力の毎日でした︒

《大師の道を歩き隊》パートⅣ
紀伊細川駅〜矢立の茶屋〜高野山まで徒歩約11km5月決行の予定
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心に宝を盃眼測噸繊

岸のこ↓負罰蝿
平成二十五年春彼岸

橋本市

宝形山地蔵寺

井上覚善

子がいるんだなあ︒﹂と︑心がポカポ

んなにも心の優しい︑思いやりのある

ようなことも報じられたりする中︑﹁こ

親が子を殺し︑子が親を殺したりする

ても決して幸せにはなれません︒また

は必ず滅しますし︑形ある物に執着し

になります︒しかしながら︑形ある物

見える物や形ばかりに気をとられがち

ですから︑﹁彼岸﹂とは決して難し

反対に︑目には見えないけれども誰し

それから数日して︑そろそろ寝床に

いものではなく︑また遠くにあるので

カと温かくなりました︒そして次の日︑

と呼び鈴が鳴り︑玄関に出てみるとＡ

入ろうかという頃︑一本の電話が鳴り

もなく︑本当は自分のこころの中にあ

もが持っている﹁こころ﹂は︑どんな

さんという檀家さんのお孫さんでし

ました︒﹁こんな時間に誰だろう︒﹂と

り︑真心からの優しさ・思いやり︑そ

本堂のご本尊さまの前で︑お孫さんと

た︒一体どうしたのかと思い話を聞き

思いながら受話器を取りますと︑あの

して感謝の心があれば︑︻いつでも︼︻ど

ことがあっても消えることなく︑本当

ますと︑﹁院家さん︑病院に入院して

お孫さんでした︒そして﹁院家さん︑

んなときにでも︼︻たとえ亡くなって

一緒に︑おばあちゃんの意識が戻るよ

いるおばあちゃんが︑数日前から意識

お陰様でおばあちゃんが目を覚まして

姿形が無くなってしまっても︼︑必ず

の宝であり︑特に駆け引きのない︑優

が無くなって目が覚めないんです︒ど

くれて意識が戻りました︒本当にあり

や彼岸に至るのではないかと思います︒

うに︑たとえ一日でも一時間でも一分

うか︑おばあちゃんが目を覚ましてく

がとうございました︒﹂と声を弾ませ

そして︑私たちの﹁こころ﹂を通して︑

しさ・思いやり・感謝の心は︑正しく

れるようにご祈祷してくれませんか︒﹂

て言ってくれたのです︒私は嬉しくて

親・先祖︑そして地・水・火・風・空

でも寿命が延びる様に︑一生懸命お祈

と言うではありませんか︒私はそのお

嬉しくて︑思わず︑家内と手を取り合っ

すべてが私たちを観ています︒本当は

彼岸のこころであると思います︒

孫さんのおばあちゃんを思う気持ちに

て︑﹁きっと︑あの子のおばあちゃん

りさせて頂いたのでありました︒

強く胸打たれ︑思わず目頭が熱くなり︑

あります︒合掌

謝の心を捧げたい︑この春のお彼岸で

誰しもが持っている︑良い思いを︑感

私たちは普段の生活では︑つい眼に

良かったね︒﹂と感涙にむせびました︒

を思う真心が通じたんだね︒﹂﹁本当に

りを追い求め︑道徳は忘れられ︑時に︑

昨今の世の中︑つい目先の損得ばか

涙が溢れてきました︒

節分を過ぎたある日の夕暮れ時︑ふ

彼

お寺では、十夜が橋のお大師さまにおかけしたおふとんを身体健全・病気平癒など
のお守りとしていただいてもらっています。

内田悠紀子
平成十九年一月︑自動車から降りそ

です︒その時︑はつと気がつき︑夢か

から明るい所へつれ出して下さったの

してもらっています︒

孫にもめぐまれて︑みんなにやさしく

九十才で元気でいてくれるし︑孫やひ

とや行きなやむ浮世の人を渡さずぱ一夜も十夜の橋と思ほゆ

らさめました︒

絶対いい方向へいくよ﹂と亡き岡本

﹁お大師さんに手を合わせていたら︑

ら︑﹁何︑泣いとったん？﹂ときかれ

︵勝子︶さんにいつもはげましても

朝になって︑隣のベットの奥さんか
ましたが︑きっとうれしくて泣いてい

らっていましたが︑本当にそうだなあ

足の手術をする四︑五年前から︑四

たのだと思います︒

したものの︑その年のお盆にはまたひ

国まいりの十夜ヶ橋のおふとんを巡拝

雨の降る日も風の夜も

こねて︑ひざを骨折︑手術をして退院
ざを複雑骨折してしまいました︒﹁お

される方にお接待させてもらっていま

行者の身をぱ守り総う

げに有難や千代へても

と感謝する毎日です︒

盆にはご先祖さまが帰ってこられるの

した︒

自分はお四国におまいりできないけ

に︑本当にすまないことだ﹂と悲しい
気持ちですごしていました︒

八月十四日に手術をして︑それから

限レジ

Ｉ

罰且

利益︵りやく︶あらたの生き仏

露Q

れど︑心をこめてつくったおふとん
すまれているお大師さまにかけても

E

︲一鯉口

e

が︑寒風吹きすさぶ十夜ヶ橋の下でや

夢の中に白衣姿の方が大勢あらわ

らっている・・・それだけで︑何とも言

「

二︑三日たった 夜 の こ と で す ︒

れ︑中に足元に脚紳をつけたおぼうさ

えないうれしさがこみ上げてきます︒

私の足は二回も骨折したので︑将

まもおられました︒ちょうどお寺の修
行大師さまそっくりのお姿です︒上の

来︑車イス生活になるだろうと言われ
ていましたが︑今は杖も時々忘れるほ

主凸

聖一

方ははっきりとはわかりませんでした
が︑衣のすそと脚紳をつけた足もとで

ど︑しっかり歩けるようになりまし
た︒

十夜が橋(愛媛県大洲市徳の森)番外8番霊場

c
乙

﹁親住職様が来て下さったのだ﹂と感
じま し た ︒

現在八十四才になりますが︑主人も

今日も楽しんで作っています！

I
建
そして︑その方が︑私を暗いところ
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来る4月別日脚

内吉野寺院総出仕

︿プロフィール﹀

角､

当日はすばらしい御詠歌も聴かせて

を広めておられます︒

橋本僧正はハガキ伝道や御詠歌布教
などを通じて熱心にお大師様のみ教え

高野山真言宗本山布教師
御室派備中宗務支所長
高野山金剛流研究室委員

真言宗御室派東漸寺住職

昭和二十九年生まれ岡山市足守

。

いただけることと思います︒

Ｉご奉仕のお願いＩ

正御影供の諸準備のため︑お手伝いを

よろしくお願い申し上げます︒

四月二十九日︵月︶餅つき・旗立
掃除など

四月三十日︵火︶当日︵八時から︶

お世話人様は︑ハッピ・袈裟

腕念珠をご着衣下さい︒

五月一日︵水︶後片付け

︿お知らせ﹀

四月二十一日不動尊会となります︒

四月二十九日〜五月一日まで

個人祈祷・水子供養はお休みです︒

震災救援チャリティバザーにご協力お願い致します。
ご家庭で不用の品(新品)があれば4月21日までに当寺までお届け下さい。

法話午後一時より
﹁貴方にとって
一番大切なもの﹂
岡山県東漸寺

橋本高誇僧正
0

議夢

岡
御
◆法要午前'0時より
◆もちまき2時半ごろ
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