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皆様と共に春彼岸法要を執り行う季節となりました。春
彼岸法要では、先祖・故人・縁者の霊を多くの方々と一緒
に供養します。家族揃って参加ください。大洞院ギャラ
リーは、東葛地域作家展を開催中です。本堂会議室には
子供の絵本や遊具があり、休憩室になっています。
ご利用
ください。
墓参用の仏花は、予約販売を行っていますので、春彼
岸法要参加申込と一緒に記載ください。

春彼岸とは
春分の日をはさんだ前後7日間を春彼岸と呼びます。
今年は、3月17日から23日の間が春彼岸となります。彼
岸には、先祖の霊が眠る寺院や墓地に出向き、花や供
物、塔婆を手向け、読経などによって供養します。故人
の冥福を祈るとともに、先祖の皆様に子孫を守ってくれ
ていることに感謝します。
塔婆は、春彼岸法要参加の申込みと一緒にお願いし
ます。春彼岸法要の終了後、
本堂前にてお渡しします。

日時：3月20日（金・祝）
午後1時30分
会場：本堂
平成31年 春彼岸法要
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受付：寺務所

詳細は同封の
詳
「令和2年 春彼岸法要のご案内」
をご覧ください。
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春彼岸法要の終了後（午後3時頃開催予定）に、世話人
会を開催します。
会
世話人の方には、別途、お知らせしていま
すので、参加をお願いいたします。
春彼岸の世話人会では、
（ 1）令和2年度の運営方針（2）
令和元年度の決算見通しと令和2年度の予算案について
審議します。檀家でご希望の方は、傍聴ください。

春彼岸ペット法要では
は、
春彼岸ペット法要では、
家 族 の 一 員で あるペッ
ット
あるペット
列の
の安らかな眠りを、参列の
と思
皆 様と共 に 祈りた いと思
います。

日時：3月20日（金・祝）
午前11時

春彼岸法要

いぬねこぢぞう

法要において読経・供養した塔婆は法要の後、皆様の手
で
「やすらぎの碑」
に建立していただきます。

大洞院のペット供養
家族として一緒に暮らしたペットの
想い出を大切にしたい皆様のために、遺
骨を境内にあるペット供養墓「やすらぎ
の碑」に納骨できます。ペット火葬業者
を紹介することもできます。寺務所にて
ご相談ください。
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世話人は、各地域の檀家の皆様に2年任期でお願いしていま
す。現在52名が就任しています。年2回の彼岸法要後の世話人会
では、世話人の皆様から忌憚の
ない意見を頂戴して、大洞院の
運営等に反映させていただい
ています。
令和元年秋彼岸の世話人会
では本堂トイレ改善の要望があ
り、温水洗浄便座への改修を行
いました。
平成31年 春彼岸世話人会
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お彼岸の時期になると大洞院内のお墓に綺麗な
お花がお供えされて、春の訪れをお知らせしてくれ
ます。
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3/31
（火）
〜4/8
（水）
10：00〜17：00 本堂にて

花まつりは、4月8日のお釈迦様の生誕を祝う行事です。
お釈迦様が生まれたお祝いに竜が天から下り甘い露を
ふらせた、
といういわれにもとづ

最近お寺にお参りしに来た方とのお話しです。
「母の回忌法要をしたいのですが何を準備したら
いいのでしょうか。旅立った母の供養をきちんとし

き、誕生仏に甘茶をかけ、味わっ
て祝います。

たいと思うのですが、今まではその母が父と御先祖

3/31〜4/8の間、本堂に上がっ
て、花御堂の誕生仏に甘茶をかけ

様の供養をしていたので、なかなかやり方が分から

てください。
花御堂脇にあるポット

なくて…。」

の温かい甘茶も、山門の桜を見な

大切なご家族の供養を心を込めて行いたいとご
相談頂くことは、お寺として大変にありがたいこと

がらお召し上がりください。

です。定年退職後の比較的時間に余裕のある御両親
世代と、今なお現役で働いている世代で御供養の引
き継ぎは、なかなか行われていません。
しかし、
「 御供養の作法が分からない」→「お寺と
の付き合いが良く分からない」→「お寺との付き合
いで子供達に面倒をかけたくない」→「お寺離れ」と
いう流れが出来てしまうと、心を込めた供養をした
いと考えた時に、お寺との付き合いを再び行う事が
難しくなってしまいます。
まずは、分からない事はお寺に相談してくださる
と、ご相談内容に合わせてわかりやすくお伝えしま
す。ご相談の男性も、
「 法要準備の説明資料は解説図
があるので分かり易い。仏花もお願い出来るのであ
れば安心です。位牌と遺影と御供物を当日持参すれ
ば大丈夫ですね」と安心して帰られました。
お寺の敷居は、思うよりも高くはないです。分から
ない事があれば、寺務所への来院、電話・メールでの
連絡など、
ご都合に合った方法でご相談ください。
春の訪れの春彼岸。皆様の御供養の気持ちをお塔
婆に書き入れお経をあげ供養致します。春彼岸会当
日の法要にぜひとも出席し皆様と一緒にお経をお
唱えし、お焼香をしましょう。お待ちしております。
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3月20日（春彼岸中日）、山門前駐車場において、生活工
房「こだま」が、自分達で育て収穫した野菜、制作したコー
スター・フラワーアレンジメントなどを販売します。
大洞院近くの自閉症などの障害者
福祉施設「生活工房こだま」で、それ
ぞれの個性を発揮した小物の制作、
農業生産などを通して自立と社会参
加を目指しています。
大洞院は社会福祉活動を大切にし
ます。皆様の支援をよろしくお願い
します。

花御堂（はなみどう）
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5月30日の三十世
（木村）
大徹誠治大和尚の祥月命日に、
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開催
します。
法要後、
本堂会議室で懇談をします。
今年も、
多くの皆
様の参加をお待ちしています。
谷内方丈、
木村方丈など歴代住職の塔婆供養を希望する方
は、
大洞院寺務所までご連絡ください。

三十世（木村）大徹誠治大和尚

二十九世（谷内）千秋流芳大和尚

5月30日（土）
10時〜

本堂にて
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盆時期に、先祖や故人の精霊を自宅に迎えて供養する盆
棚経は、先祖・故人を供養する大切な行事です。東京方面は
七月盆、柏周辺は八月盆と地域によって異
なります。大洞院は檀家の皆様の習慣に
従い、家々を訪ねて仏壇や精霊棚の前で
読経させていただきます。
棚経日程は、5月末から準備を始め、6月
中旬に計画を完成させ、6月末にお知らせ
する予定です。基本的に、七月盆は7月13
〜15日、八月盆は8月7〜15日を中心に計
画します。盆棚経日についての要望は、6
月10日以前に連絡下さい。できるだけ盆
棚経計画に反映させます。
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GALLERY NEWS

ルフコンペのお知らせ
大洞院ゴ
毎年恒例の大洞院ゴルフコンペを4月27日（月）に取手
桜ケ丘ゴルフクラブにて開催します。プロゴルファーの関
水さんや住職と一緒に楽し
くコースを回りましょう。
すでに34名の申込みがあ
ります。
3月上旬まで受付を
します。
詳細は寺務所までお
問合せください。

◆第9回 東葛地域作家展
3月14日
（土）〜4月7日（火）
大洞院ギャラリー開設からの東葛
地域の陶芸・油彩・篆刻・版画などの
様々なジャンルで活躍する作家の皆
様による作品展です。今年も10名以
上の出展が予定されています。

◆あきら展
4月12日（日）〜5月10日（日）
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喜寿（77歳）、傘寿（80歳）、米寿（88歳）の檀家の皆様をお
招きして「長寿祝いの会」を開催します。例年10人程度に
参加いただいてます。皆様の檀家台帳を参考にして、対象
者には6月上旬に案内を送ります。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。
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大洞院では、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、広く身につけて活用する場として、
「知恵

版画家・大野隆司さんを中
心として多くの若手作家の
作品を展示します。
★オープニングパーティー★
4月12日（日）午後1時〜

大野隆司さん 境内墓地壁画を完成

◆長縄えい子作品展
5月13日
（水）〜6月15日
（月）
柏市在住の画家・長縄えい子先生
の個性豊かな作品を展示します。
をぐな

◆童男作品展
8月12日
（水）〜18日（火）
茨城の陶芸家・中野童男（をぐな）さんによる陶芸作品
展を開催します。
作品展に向けて、5月22日夜に窖窯（あながま）の火入れ
を行います。23日夕方から夜中に猛り狂う炎を見ることが出
来ます。
見学希望の方は大洞院までご連絡ください。

袋サロン」
を開催しています。

60歳からのアンチエイジング

★窯焚き見学のご案内★
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場所：アトリエ
「白羊居」

次回

日時

令和2年4月25日
（土）14時〜

柏市北部包括地域センターの山本先

山本 敏子（北部包括地域センター長）

申込は大洞院寺務所まで

☎04-7132-5868

予約・問い合わせ：大洞院寺務所

皆様の声

生に歯や口の疾患の予防、
日常の口腔
ケア
（歯磨きのコツ）や、簡単にできる
舌の体操などを学びます。
講師

（茨城県東茨城郡城里町上入野3893）

daitou@daitoin.net
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昨年12月22日から1月5日まで、皆様から寄せられたバ
ザー品を販売する歳の市を開催しました。
ご利用頂きました
皆様に感謝申し上げます。
歳の市の売り上げ25,218円は、
1月28日に柏市社会福祉協議
会へ寄附しました。
今年末も歳の市を開催します。家庭に眠る品物がありまし
たら、提供ください。

Q.まだ檀家になっていない知人宅の盆棚経をお
願いできるでしょうか。
A.6月中旬までに、7月盆か8月盆かの時期や希望
を含めて、寺務所に連絡ください。盆棚経計画に
組み入れます。
Q.盆棚経の日時を毎年同じにできませんか。
A.住職、満目和尚、櫻井文秀和尚（住職の兄）が毎
年同じ家への訪問とならないように経路を交代
して回っています。また、新盆の家などもあり、棚
経経路の組み換えが毎年必要となり、棚経日時を
同じにすることはなかなかできません。事前に不
都合な日時を教えて頂ければ、個別の事情に合う
ように計画させて頂きます。
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平成28・29年と大洞院でチェロの演奏をいただいた諸
岡由美子さんに再登場をお願いしました。今回は、ハープ
演奏の邊見美帆子さんとの春の訪れを感じるデュオコン
サートです。

演奏曲目（予定）
白鳥(サン・サーンス) / リベルタンゴ(ピアソラ)
誰も寝てはならぬ(プッチーニ) / 春の歌(メンデルスゾーン)
映画
「菊次郎の夏」
よりMother
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チェロ

ハープ

諸岡 由美子
諸岡
由美子

邊見
邊
見 美帆子
美帆子
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全席椅子席です
駐車場完備

Շ̅·͇̄ۑՇݬϊጘ˽ऊ˾̠̀̔˭˵ʸ
௵̗͕̄̈́͗͜ә̨˟˙˭̔˯ʸ

्Ө ӻӽӱӽӺ
（日）्࣏Ө ӻӾӱӺӺ

ᑶʟഭӪᄂᆮ˟

他
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☎04-7132-5868

E-mail:daitou@daitoin.net
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日時：令和2年3月14日
（土）
14時
参加費：無料
講師：下津谷 達男
元野田市郷土博物館 館長
元國學院大學栃木短期大學 教授

花野井歴史研究会では、最近2年間に亘って旧石器時代
から古代までの発掘資料を元にした考古学について学ん
できました。そのまとめとして、考古学会の重鎮である下
津谷達男先生にご講演いただきます。
縄文時代から弥生時代に大きく変わるときの人々の生
活はどうだったのか、格差と階級はどのように発生したの
か。最新の考古学の成果を踏まえて、抜歯風習からその一
端についても、お話頂きます。

野田地方史懇話会 会長

主催：花野井歴史研究会

ሦᗼહƸ↼̢୯Ƹঘᗼ⭑
〒277-0812 千葉県柏市花野井1757
TEL 04-7132-5868 FAX 04-7134-2131
URL http://www.daitoin.net/
Email daitou@daitoin.net

申込：大洞院寺務所へ電話orメール

