第１
・２回

七五三祝祷のお知らせ

知恵袋サロンのご報告
4 月より大洞院で開催している、長寿高齢社会における、
高齢者向けの有用な知恵・知識・情報を共有し、広く身に
つける場として、
「知恵ぶくろサロン」を開催しています。
柏北部地域包括支援センター長の山本敏子さんに協力
を頂き、第 1 回（4 月 22 日開催）は「介護制度」を、第 2 回（6 月
24 日開催）は「健康寿命」をテーマに講演を行っていただ
きました。各回約 20 名ほどに参加を頂きました。第 3 回は在
宅医療をテーマとします。多くの参加をお待ちしています。

三歳、五歳、七歳などのお子さまの健やかな成長を願い、
多くの皆様に参加いただき、大洞院本堂で七五三祝いの祈
願をします。
家族そろって参加ください。
参加費は無料です。

平成 29 年 11 月 12 日（ 日）
午後 2 時から

七五三祝祷（本堂）

記念品を用意しますので、寺務所にある申込書にてお
申込みください。

第３回 知恵ぶくろサロン
日時：8 月 26 日（土）
14 時〜
場所：大洞院
参加費

本堂

無料

「柏市の在宅医療について」
講師：串田 知之
（柏北部地域包括支援センター）
申込は大洞院寺務所まで

☎04-7132-5868

daitou@daitoin.net

＼ナイスショット！／

大洞院

平成 28 年 七五三祝祷

ゴルフコンペ
ご報告
4 月 20 日（木）に、第 6 回大洞院ゴルフコンペを開催しま
した。当日は、34 名の方が参加しました。

長寿祝いの会
喜寿（77 歳）
、傘寿（80 歳）
、米寿（88 歳）などの檀家の皆様
をお招きして「長寿祝いの会」を開催します。昨年は 14 人
に参加いただきました。皆様の檀家台帳を参考に、対象者
には 5 月上旬に案内を送りしました。案内漏れがありまし
たら、大洞院寺務所まで連絡をお願いします。
（年齢は、数え年を基準にしています）

日時：7 月 7 日
（金）11 時から
内容：身体健全長寿祈願の法要
集合写真撮影
懇親昼食会
（軽い食事を用意します。
ゆっくり歓談ください。
）

場所：大洞院

歴住忌のご報告
5 月 30 日の大洞院三十世（木村）大徹誠治大和尚の祥月命
日に合わせて、
開山より大洞院を守ってきた歴代住職を供養
する歴住忌を執り行いました。
18 名が出席し、
法要後は歴代住職の偉業や思い出につ
いて語り合いました。
29 世である谷内老
僧の当時の姿を知る
方からは、貴重なお話
をお伺いすることが
出来ました。

本堂

喜寿・傘寿・米寿（満年齢を含めて）だけど案内が来ていない！
と言う方は、お手数ですが大洞院までご連絡ください

墓地利用希望者紹介のお願い
新規墓地開発により、
墓地利用の希望に応えることが出来
るようになりました。身近に墓地利用希望の方や、故郷から
のお墓の引越などを考えている方がいましたら、
大洞院寺務
所までご紹介ください。
お墓の
についてのご相談をいつでも
お受けします。大洞院の仲間
を増やしましょう。

晋山式実行委員会の報告
春彼岸の世話人会では、
これまでの晋山式実行委員会の
検討結果を報告しました。晋山式は平成 30 年 11 月 2 〜 3 日に
開催します。晋山式を檀家の皆様に理解いただくために
「晋
山式速報」
を随時発行します。
また晋山式実行委員会に幹事
会を設け、
正副委員長の他 8 名の幹事を指名して晋山式の具
体案を検討し、
実行委員会で
審議することとしました。
幹事は、安下処、晋山行
列、祝宴について、
それぞれ
分担して素案を検討してい
ます。詳細は、晋山式速報を
参照ください。

最高峰の二胡奏者が奏でる

悠久の世界 ～曹 雪晶コンサート～
春の寺コンのご報告
4月1日「、春の寺コン〜悠久の世界〜」を開催しました。
85 名の観客を迎え、曹雪晶さんによる二胡と、西音あ
き子さんのピアノ、特別ゲストの諸岡由美子さんのチェ
ロの音が本堂に響き渡
りました。
次回は、10 月 14 日に秋
の寺コンを開催します。
（大洞院の寺コンは檀家でオー
ボエ奏者の眞山美保さんに企画
頂いてます）

GALLERY NEWS
◆宮武・喜屋武展
6 月 15 日（木）〜 7 月 26 日（水）
東葛地域在住の宮武孝和さんと
喜屋武貞男さんによる絵画展です。

宮武 孝和

喜屋武 貞男

◆古田島秀輔パステル画展
7 月 28 日（金）〜 8 月 16 日（水）
檀家の古田島秀輔さんが、風
景を中心とした色彩鮮やかな
パステル画を展示します。
古田島さんは現代パステル
協会の会員です。
古田島

秀輔

歳の市
（バザー）の品物募集のお願い
今年 12 月も、
恒例の歳の市
（バザー）
を開催します。
ご自宅に眠る不要となった品々を提供ください。大洞
院寺務所へと相談・連絡ください。
皆様の協力をよろしくお願いします。

皆様の声

田中中学校 茶摘み
5 月 2 日、田中中学校の生徒
による茶摘みが行われまし
た。
昭和 32 年から続く、
柏の伝
統行事で、大洞院も生垣の幼
芽を提供していましたが、今
年が最後とのことです。

！
酷暑注意

西玄関休憩所を冷房中

今年の夏は暑い日が続くと言われています。大洞院で
は、
本堂西玄関のロビーを冷房して、
休憩所として利用い
ただいています。
寺務所玄関には冷たい飲み物を用意し
てあります。
墓参りや参拝の際などに休憩所として、
自由に活用くだ
さい。
熱中症にならないように涼みながら、
ギャラリーの作
品を鑑賞をする、
書架の本を手に取る、
飲物を口にするな
ど、
ゆっくりと休憩ください。

Ｑ．盆幡
（ぼんばた）を大洞院からいただ
きましたが、
いつ、
どのように使うので
しょうか？
A. 盆月の 7 日に仏壇や施食棚に飾り付け
てください。
七夕飾りは、
盆幡を飾る古
来の風習から始まっています。
イラストは、
盆幡の飾り付け例です。
（今年も、大洞院本堂西玄関に、盆棚の
例を飾ります。
参考にしてください。
）
Q．
棚経
（たなぎょう）の時期と意味を教えてください。
A. 盆月には、先祖先亡が自宅に帰っていますので、僧侶が
檀家を一軒一軒回り、
位牌の前で読経・供養をするのを棚
経と言います。
盆月 7 日に盆幡を仏壇などに飾っていただき、
その日か
ら大洞院の棚経が始ります。
読経開始までに、家族が集まり、一緒にお参りすれば、
ご先祖様も喜ばれるでしょう。
多くは盆月 15 日までにお伺いしますが、24 日の地蔵盆
には、
全ての棚経を終わります。

大洞院

8月23日（水）14時

母と子の地蔵盆

～

15時半

大洞院 本堂・参加費 無料

子どものお盆・地蔵盆を一緒に楽しみましょう。
大人も子供も楽し
める内容を考えています。
気軽にご参加ください。

地蔵盆

8月23日（水）

子供達を見守ってくれるお地蔵様に縁
のある
8 月下旬に行われる子供が主役のおま
つりのことです。
地蔵盆でお盆も終わりを告げます。

14時～15時半

天気の良い日は寺務所
前に子供用のビニール
プールを用意してます。
文徳ちゃん文及ちゃん達
と一緒に、ビニールプール
で水遊びを楽しみましょう！

楽しいイベントがいっぱい！

大洞院縁日！

ヨーヨー釣り
千本引き

地蔵盆にピッタリ！

アコーディオンと
おはなし
らっきょ

アコーディオン

岩城里江子

おはなし

さわきょうこ

楽香

大洞院 懇親旅行会のご案内
皆様のご協力に感謝して、
懇親旅行を企画しました。
今年は草津温泉の旅です。鬼押出し園や水沢観世音等の
群馬の名所を巡り、
草津温泉に宿泊するバスの旅です。
申込が 35 名を超えましたら締切らせていただきます。多く
の皆様の申込みをお待ちしています。

日時：平成 29 年 11 月 9 日（木）〜 11 月 10 日（金）
宿泊：草津温泉・ホテル櫻井
参加費：21,000 円

（群馬県吾妻郡草津町草津 465-4）

問合せ：大洞院 寺務所まで
申込締切日：8 月 15 日（火）

はな膳

妙義ふるさと美術館
群馬舞茸センター

鬼押出園

水沢観世音

光泉寺
八ッ場ダム

♪ ♪

草津温泉・ホテル櫻井
浅間酒造観光センター

草津熱帯園

寺ゼミ
（講演会）『福田村事件』
とは何か
日

時：7 月 8 日（土）
14 時

参加費：無料
主

催：花野井歴史研究会

申

込：大洞院寺務所へ
電話 or メール

講師：辻野弥生（流山市立博物館友の会）
著書
「
： 福田村事件 関東大震災
・知られざる悲劇
（」崙書房出版.2013年刊行）
関東大震災直後の混乱期に東葛飾郡福田村（現在の野田市三ツ堀利根
川沿い）で発生した事件について調査した内容を説明してもらいます。

曹洞宗

かせいざん

だいとういん

花井山

大洞院

〒277-0812 千葉県柏市花野井 1757

URL http://www.daitoin.net/

TEL 04-7132-5868 FAX 04-7134-2131

Email daitou@daitoin.net

