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新年法要獅子舞奉納のご案内

令和４年 厄年一覧

新年は松飾と五色幕で、皆様をお迎えします。本堂須弥
壇には、特別に不動明王を祀り、開運招福・家内安全・厄
除けなど諸願成就を願って祈祷します。
大洞院の新年祈祷法要は、喪中の方も参加できます。檀
家も地元の方もどなたでも参加できる法要です。

大晦日は、参道を灯明で照らし、午前零時から除夜祈祷、
厄除祈祷を開始します。破魔矢、絵馬、各種おまもりは寺
務所にあります。

正月 3 日間は午後 2時から新年の祈祷をします。新年
の法要は、金剛鈴と祈祷太鼓の響きが華やかです。法要で
は、参拝の皆様一人ひとりを浄水と散華（蓮の花弁の形を
した色紙）で清めます。大洞院の散華は、東葛地域の画家、
版画家、書家のオリジナル作品です。散華は持ち帰りいた
だけます。

1月 2日午後 1時から、星の座（野田）による獅子舞と
七福神の舞の奉納を行います。皆様の身体健全と疫病退散
を願い、演舞する獅子舞を観覧ください。
午後２時からは新年祈祷法要を行います。皆様揃って、
本堂へ入場し新年祈祷を受けましょう。

爆笑・星の座
平成 29 年に「皆さんに笑う事の大切さを伝えたい」と
いう思いで発足しました。おめでたい獅子舞や、七福神踊
りなどで笑顔となって、新年を明るく元気に過ごす活力を
もらいましょう。

厄年とは心身の調子を崩しやすい年といわれてます。
降りかかる厄を祈祷で祓い、厄年が明けた正月には御礼
詣りに訪れるのが丁寧な厄祓の作法です。
厄年の方は、是非 1～ 3 日に行われる大洞院新年祈祷
法要に参加ください。
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1 月 1 日（土）	 0：00 ～	 除夜法要
1月 1日（土）	 14：00 ～	 新年祈祷法要
1月 2日（日）	 13：00 ～	 獅子舞奉納	
1 月 2日（日）	 14：00 ～	 新年祈祷法要
1月 3日（月）	 14：00 ～	 新年祈祷法要

法要中、大般若経の経題を声高らかに読み上げ、経典を
前後左右に大きく開く作法で転読します。この転読の風に
あたると一年間無病息災といわれています。
本堂内は、マスクを付けてコートのままで着席くださ
い。本堂前からも参拝できます。
寺務所では、お守りや絵馬などを販売をしています。正
月限定の御朱印などもあります。ご利用ください。

初詣初詣 新年祈祷新年祈祷地元の大洞院で

お正月
地元の大洞院で

お正月



版画家の大野隆司さんが読売新聞第 1・2・5 金曜夕刊
に連載中の「言葉のアルバム」の原画の作品展を大洞院ギャ
ラリーで開催しました。寺務所にて原画の販売もします。
また、「言葉のアルバム」原画直販を大洞院ウェブサイ
トで開始します。毎月第 1・2・5 金曜に読売新聞夕刊に
掲載された新作版画を翌日（土曜日）より販売開始します。
新作を大洞院寺務所、ウェブサイトの二か所で購入でき
ます。

境内の大イチョウから取れた銀杏
を、丁寧に洗って干しました。
樹齢 400 年の大イチョウの長寿と
健康の祈願を込めた銀杏を寺務所に
てお分けしています。

　1 袋　200 円（約 250g）

正月限定祈願札やお守り、大イチョウの銀杏、東葛地域
を代表する作家の作品・グッズの展示・販売を行ってます。
寺務所へお立ち寄りください。

大洞院の行事を盛り込んだ、月めくりカレンダー（A2
サイズ）ができました。希望の方に
寺務所で渡します。メモ欄を大きめ
に作成したカレンダーです。
最後のページには年齢早見表、年
回忌表、大洞院の行事案内などを掲
載してあります。

12 月 25 日は大掃除。年末にかけて、新年を迎えるため
の準備をします。毎年、大洞院応援隊の方々にお手伝いを
お願いしています。より多くの皆様の協力で新年を迎えた
く、協力の申し出をお待ちしています。
詳細は、大洞院のホームページをご覧ください。

大洞院オリジナルカレンダー

大洞院ギャラリー
「言葉のアルバム」原画展

大掃除・餅つき

お守り・絵馬・破魔矢

心のアルバム令和 3年 10 月 22 日号

12 月 1日（水）～ 12月 19 日（日）　10：00 ～ 16：00
会場：大洞院ギャラリー　入場無料

10：00~　大掃除
正午~　 餅ふるまい

本堂檀家位牌の清掃

正月飾り　門松作り

新年法要の本堂設営
千本灯明準備

12月25日（土）

12月26日（日） 10：00～

12月28日（火）10：00～

12月31日（金）14：00～

子供連れでの参加もお待ちします

大洞院の門松は手作りです！

大掃除

子ども達が落ち葉掃き

大掃除参加者ミーティング門松作り

特製絵馬 1,000円特製絵馬 1,000円

柏の街の絵描き
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大野隆司作品・グッズ
多数委託販売中
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各種お守り　300円各種お守り　300円

絵馬　500円絵馬　500円

破魔矢　500円破魔矢　500円

おみくじ　100円おみくじ　100円



大洞院では季節限定や東葛地域作家とのコラボデザイン
など、オリジナル御朱印を各種発行しています。寺務所で
お受けください。
大洞院特製オリジナル朱印帳もあります。

柏の葉ウォーキングクラブが主催する「新春ウォーキン
グ福巡り」が令和 4年 1月 5日（水）に行われます。
柏市内寺社仏閣を巡る全長約 13km、毎年 100 名以上が
参加する大規模ウォーキングイベントです。大洞院に立ち
寄り健康祈願法要を行います。
集団でのウォーキングで迷うことなく目的地へと到着し、
各所で神主や住職から寺社解説を受けることができます。

大洞院の毘沙門天など柏に設置
された「かしわ七福神」を巡って
参拝し、御利益を頂きましょう。
大洞院・豊受稲荷本宮・神明社・
旭町香取神社にはマップと七福神
めぐりをする方の為の色紙を用意
してあります。
七福神を巡り、朱印を押して完
成させましょう。朱印や色紙は、
柏市の画家・長縄えい子先生のデ
ザインです。

七福神巡り用色紙
　500 円
印判料
　200 円

七社寺印判押印の
完成色紙
　2,000 円

今年も皆様から寄せられた品々で「大洞院		歳の市（バ
ザー）」を開催します。ギャラリーと西玄関ロビーを使って
一年の間に寄付頂いた品々を並べます。
日用品、古本、食器やナイロンたわしや草鞋などの手工芸
品等、様々な品物が寄せられました。ご期待ください。
また、バザーの売上金は柏市社会福祉協議会へ寄付してい
ます。令和2年12月～令和3年1月の売上金は28，011円
で、全額寄付しました。

ウォーキング
福巡り

かしわ七福神めぐり

御朱印・朱印帳

令和 3年　ウォーキング福巡り

令和 3年発行御朱印（一部）
￥500

御朱印		￥300

御朱印帳（大野隆司デザイン）
￥1,000

日　　時：令和４年 1月５日（水）
	 9：00 出発～ 15：00 解散
集合場所：柏駅東口　※予約不要
参		加		費：300 円（傷害保険含む）
問		合		せ：柏の葉ウォーキングクラブ
	 ☎ 090-8499-5454（川口） 柏の葉ウォーキングクラグ

ウェブサイト

歳の市歳の市大洞院大洞院

令和3年12月24日（金）～令和4年1月10日（月）
本堂西玄関ロビー・大洞院ギャラリー



大洞院住職の（櫻井）大慈大文大
和尚は、10 月 15 日に曹洞宗大本山總
持寺の大祖堂で挙行された御両尊御
征忌会において、御両尊献湯諷経の
焼香師（導師）を勤めました。

大本山總持寺 令和３年御両尊御征忌会
大洞院住職  御両尊献湯諷経の焼香師（導師）を勤める

猊下拝問

導師上殿

太祖堂法要風景

焼香師寮にて総持寺（横浜市鶴見区）

御両尊に密湯をお供え

香語奉読

御両尊位牌のある須弥壇へ登壇

御両尊御征忌会は、曹洞宗の開祖である道元
禅師と瑩山禅師の祥月命日法要にあたります。
大本山總持寺の御両尊御征忌会では、全国の
曹洞宗寺院の住職の内から数名が推挙・指名さ
れてそれぞれの日の焼香師を勤めます。
大洞院住職が焼香師の大役に指名いただいた
ことは、大洞院にとっても名誉なことです。
大本山總持寺への上山にあたっては大洞院役
僧の満目尚樹和尚と、常日頃からご支援いただ
いている海福寺副住職の田中秀一和尚に随行い
ただきました。

三松閣の焼香師寮で正装
した後、大本山總持寺の新
貫主（石附周行猊下）に謁
見し、作法に則りお茶を頂
戴しました（侍局拝問）。

小休止して午後 1時からの御両尊献湯諷経
に臨みました。
貫主、副貫主をはじめ約 80 名の僧侶が揃
う大祖堂に先導師、侍者と共に緋色の衣をま
とって大洞院住職（櫻井）大慈大文大和尚が
焼香師として上殿しました。

御両尊に蜜湯を献じ、香語を奉読。御両尊と歴住位牌の並ぶ須弥壇に登り
供養しました。
大洞院住職が焼香師の大役を無事に勤め終えられたのは、皆様のご支援に
よるものであり、深く感謝申し上げます。



大洞院は、「私のお寺、私達のお寺、みんなのお寺」と
して、檀家が力を合わせて維持・運営しています。大洞院
は檀家の皆様の先祖供養の寺院です。運営方針、予算・決
算は、檀家の意見を反映するとともに檀家へ公開されてい
ます。大洞院の考え方に共感頂いた方、先祖の供養をした
いと望む方などを、いつでも檀家として歓迎します。
檀家に多額の寄付を割り当てることはありません。檀家
の皆様には寺院維持費（６千
円／年）と新年・春彼岸・施
食会・お盆・秋彼岸の定期法
要時期に応分の志納金をお願
いしています（志納金額は任
意です）。新規入檀の方には入
檀金（10 万円）の志納をお願
いしています。
定期法要などのお手伝い頂いている方は、善意の無償ボ
ランティア「大洞院応援隊」であり、無理に労力奉仕をお
願いすることもありません。それぞれができる範囲で大洞
院の維持・運営に協力いただいています。
入檀すると、本堂に檀家位牌を安置できます。毎朝住職
が読経して檀家の皆様の先祖を手厚く供養します。境内墓
地を利用して先祖供養ができます。
また、大洞院と縁のある葬儀社や仏具店を大洞院檀家優
待価格で利用できます。（お仏壇のはせがわ、泰心葬祭、
柏斎苑など）

大洞院は、皆様の供養に関する要望・悩みの相談を承り
ます。寺務所には常にスタッフがおり、面談、電話・メー
ル・FAX などで皆様の相談に対応します。
相談の内容に応じて、仏具店、葬儀社、司法書士や弁護
士、税理士、社会保険労務士、社会福祉士、地域包括支援
センターなど大洞院と縁があり信頼のおける専門家を紹介
します。

行事の情報や、法要・供養の情報などを掲載した「大洞
院便り」を定期的に発行しています。
大洞院寺務所に申し込みいただければ、「大洞院便り」
を、現在お送りしている住所以外にも無料で郵送します。
檀家以外の方にも郵送しています。
また、「大洞院便り」は大洞院ウェブサイトからバック
ナンバーをいつでも読めます。ウェブサイトに掲載する最
新情報と合わせてご利用ください。

供養相談 大洞院の檀家になりましょう

大洞院便り発送サービス

いつも送っている

大洞院便りを

もう一通！

希望の場所へ

お届けします

例：別居の家族（子・孫）世帯や、お寺に

興味のある知人など

よくある相談Q&A



●大野隆司「言葉のアルバム」原画展
　令和 3年 12 月 1日（木）～ 12 月 19 日（日）
●歳の市
　令和 3年 12 月 24 日（金）～令和 4年 1月 10 日（月・祝）
●地井紅雲版画展
　令和 4年 1月 15 日（土）～ 1月 30 日（日）
●ひなまつり展
　2月 5日（土）～ 3月 6日（日）
●稲葉コインコレクション展
　3月 12 日（土）～ 3月 14 日（月）
●東葛地域作家展
　3月 17 日（木）～ 4月 12 日（火）

大洞院ギャラリーは、地域文化の発展を支援する目的
で、平成 24 年 3月に開設しました。
このギャラリーは、幅広い意味での文化や芸術を発信

するスペースとして、利用する方、訪れる方々、それぞれ
に有効活用していただいてます。
利用についての詳細は大洞院寺務所までお問合せくだ

さい。

子育てカフェ

　高齢者の約5人に1人が認知症になると言われています。
　認知症について知りたい方、認知症の方やその家族、地
域の方々、どなたでも参加いただけます。大洞院を会場に、

「つながる場」「集いの場」「憩いの場」として楽しい時間を一
緒に過ごしましょう。
　認知症サポーター養成講座修了のたなか地区オレンジ
フレンズ、柏北部包括支援センター職員が個別相談にも対
応しています。認知症について知り、介護の悩みや経験談
を共有するとともに、認知症の方が自ら楽しめるカフェに
していきます。
　活動内容や概要については、柏北部包括地域センター

（☎ 04-7140-8818）までお問合せください。

カフェ はな　 ふく

花福

12月21日（火）午後1時30分～3時
1月25日（火）午後1時30分～3時
2月8日（火）午後1時30分～3時

大洞院本堂  会議室

100円（飲み物代）

座談会・情報交換
包括支援センター職員による個別相談（ご希望の方）等

☆時間内の出入りはご自由にどうぞ☆☆時間内の出入りはご自由にどうぞ☆

主催：田中地区オレンジフレンズ
協力：柏北部地域包括支援センター、大洞院

令和 3年より有志による吊るし雛の制作を始めました。
作成に協力頂ける方を募集しています。詳細は寺務所にお
問合せください。

子育て世代を対象とした、気軽におしゃべりができる憩
いの場です。子供を連れてきて遊べるように、遊具を用意
しています。
子育ての悩み共有や、気分転換のおしゃべりなど、子育
て世代の為の場として、ご利用ください。

　大洞院では、毎年皆様より寄せられた雛人形を飾った
「ひな祭り展」を開催しています。七段飾り 10 組、三段
飾り 3組、押絵羽子板を含め、見事な雛人形を展示します。

令和 4 年 2 月 5 日（土）～ 3 月 6 日（日）

ひなまつり展

大洞院ギャラリー展示予定

主催：家庭倫理の会柏市

日時：令和 4 年 1 月 17 日（月）午前 10 時～ 11 時 30 分
参加費：無料　場所：大洞院本堂  会議室



　お寺で坐禅をしましょう。自然が奏でる空間で、誰にも邪
魔されずに心静かにただ坐る。それだけで心も身体も清々
しくなります。まずは体をほぐして、一緒に坐りましょう。

　大洞院の本尊を制作した岩松拾文仏師の
指導で、木と向き合い、仏像を彫刻する教室
です。15名位の方が参加中です。檀家以外の
方も参加しています。

　お寺の静かな空気の中で、心の
ままに詩吟の勉強をしています。
日本吟道学院参与の德武龍空さん
の指導です。

◆毎週日曜  午前6時～8時
◆第1・3土曜日 午後2時～

●参加費無料

◆第四月曜日　正午～
●参加費：食事代として約1,000円

◆第2土曜 午前10～12時
●参加費：1回2,000円（お花代含む）

講師：東洋・五葉書道会
◆第1・3火曜日 午後1時30分～3時30分

●2,000円/月（月2回）
 （初回のみ入会料などあり。要相談）

　日々の雑踏から離れて、ゆったりとした
時間と空間で写経をします。字の上手下手
は問題ではありません。お寺で、落ち着い
た気持ちで書き写すことが仏道修行です。

◆第3土曜  午前9～11時  ●参加費：200円

◆第1日曜  午後1～4時
●参加費：1回2,000円（別途材料費等かかります）

◆第2水曜、第4日曜   午後1時～3時
●参加費：2000円

小仏彫刻教室坐禅会

詩吟教室

書道教室

絵画教室

華道教室

着付け教室

方丈亭
　連れ合いに先立たれた方々が、住職と
共に昼食をとりながら、気軽におしゃべ
りする楽しい食事会です。10名位の方が
参加しています。

　初心者にもわかりやすい、個別指導の書道教室です。目的に応じた
学び方を考えてもらえます。

　千葉県千桜会支部の指導のもと、華
道の歴史を学びつつ、お花の勉強をし
ています。10名位の方が常時参加して
います。

写経会

◆第1・3 月曜日　午前9時30分～11時30分

●3,000円/月2回

　鹿の子着付教室の鈴木恵美子先生
の指導です。一人で着物を着られて着
物仲間もできる教室です。

◆第1・3金曜日  午後4時～5時30分
●4,000円（月２回）

　アトリエ飛動庵の西岡民雄先生によ
る絵画教室です。子どもから大人まで幅
広い世代が参加する楽しい教室です。

大洞院月例会・教室の案内 大洞院で開催されている教室などを紹介します。江戸時代から大洞院は
「寺子屋」という学びの場でした。今も、様々な教室などに利用頂いています。

仲間と一緒に
お寺で楽しく学ぼう！

どの教室も初心者歓迎

大洞院の
広々した空間で安心！

興味のある教室について
気軽に問合せてみよう

各教室への問合せは大洞院寺務所まで連絡ください。

☎  04-7132-5868 
E-mail：daitou@daitoin.net
見学・体験も気軽に問合せください。
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11 月 2 日、花野井小学校児童 9名が生活科学習活動「わ
たしの町はっけん」で大洞院を訪れました。
こども達からの「お
寺は何をする場所です
か？」「普段はどんな仕
事をしていますか？」と
いう質問に、住職が小学
２年生にもわかる言葉で
丁寧に答えました。

大洞院では、本堂にて法要の皆様の集合写真撮影をしま
す。法要開始前に、スタッフがお声掛けします。
頻繁に集うことができない親類一同が揃った法要での
集合写真を撮影します。参列した方へ写真またはデータを
お渡しします。

檀家でプロゴルファーの関水さんや住職と一緒に、健康
増進も兼ねて楽しくコースを回りましょう。
詳細は大洞院寺務所まで問合せください。

令和 4 年 4 月 12 日（予定）
場所：取手桜ケ丘ゴルフクラブ

来春の寺コンは、雅楽器・笙（しょう）とアコーディオン、
マリンバ・パーカッションのコラボレーションです。
笙演奏家で柏市篠籠田出身の伊藤えりさんをお招きし
て、アコーディオン奏者の岩城里江子さん、マリンバ・パー
カッション奏者の藤本亮平さんのトリオによるコンサー
トを予定しています。
笙とアコーディオンとパーカッションの織りなす春の
調べにご期待ください。

10 月 16 日に秋の寺コン「琴と尺八で奏でる秋の調べ」
を開催しました。檀家で箏奏者の石井雅之霞さんの企画
で、箏奏者・水野雅千穂さん、尺八奏者・渡辺淳さんの３
名による演奏を、約 60 名の参加者に堪能頂きました。

笙奏者で作曲や即興演奏などもされる伊藤さんは、柏市篠籠田出身で

東葛飾高校卒業。東京芸術大学楽理科に入学、在学中から主に宮内庁楽

部楽師を中心に構成される雅楽演奏団体「東京楽所」にて国立劇場や東

京芸術劇場などの舞台に出演してきました。

現在は、雅楽のふるさと・奈良県に移住、様々な楽器やダンス、映像

との共演によって、笙の響きの魅力を世界に向けて発信中です。

演奏活動で多忙な伊藤えりさんとたまたまお会いした時に、故郷の縁

で演奏いただけることとなりました。

柏のアコーディオン奏者・岩城里江子さんとマリンバ・パーカッショ

ンなど打楽器奏者・藤本亮平さんとのコラボでどのような演奏会になる

か、今から楽しみにしています。

アコーディオン
岩城  里江子

笙（しょう）
伊藤  えり

マリンバ
藤本  亮平

令和４年４月２日（土）　午後２時開演
会場：本堂　入場料：2，000 円

令和４年　春の寺コン

写真撮影サービス　　

大洞院ゴルフコンペ

令和３年  秋の寺コン

花野井小学校　生活科学活動
「わたしの町はっけん」来訪


