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大洞院便り大洞院便り
令和4年霜月号令和4年霜月号

令和4年11月29日 発行令和4年11月29日 発行

大洞院のお正月は、喪中の方でも参加いただけます。

「大洞院便り」は、檀家を含めたご縁のある多くの皆様に配布しています。

千本灯明・除夜祈祷 新年祈祷

新年奉納演舞

大掃除

歳の市

新春お守り・干支版画

かしわ七福神巡り
詳細は3ページへ

詳細は4ページへ

詳細は2ページへ

詳細は2ページへ

詳細は3ページへ

詳細は2ページへ

本尊と不動明王像の前で行う祈祷で、
一年の無病息災を祈ります。

参道を灯明で照らし、
除夜・厄除祈祷を行い
ます。

大掃除で新年を迎える準備をします。掃除の後
は、みんなでお餅をいただきましょう。

寄附頂いた様々な品を並べた
チャリティーバザーです。

新年特別祈祷札

（長さ24㎝）　3，000円
（長さ30㎝）　5，000円

朱印料  200円　色紙  500円

　「開運招福」「家内安全」
「交通安全」が書かれた木

札です。（要申込）

　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。

　1月13日（金）開催の「七福神
巡りと正月料理を楽しむ会」の
参加者を募集中。

詳細は3ページへ
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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。

大洞院オリジナルカレンダー

令和５年 厄年一覧

大晦日は、参道を灯明で照らし、新年午前零時から除夜・
厄除祈祷を開始します。破魔矢、絵馬、各種お守りは寺務
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。
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1 月 1 日（日）	 0：00 ～	 除夜祈祷
1月 1日（日）	 14：00 ～	 新年祈祷
1月 2日（月）	 13：00 ～	 七福神の舞	
1 月 2日（月）	 14：00 ～	 新年祈祷
1月 3日（火）	 13：00 ～	 詩吟・剣舞	
1 月 3日（火）	 14：00 ～	 新年祈祷

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。
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。

厄年の人は本堂で「新年御祈願書」の希望する祈願（厄
除け）に印を付けて、新年祈祷で厄除けをしましょう。

令和５年初詣

星の座「七福神の舞」

詩吟・剣舞・居合「稽古始め」

七福神の舞獅子舞

　「星の座」による、皆様の身体健全と疫病退散を願う
獅子舞と福を招く七福神の舞の奉納です。本堂前広場
でご覧ください。

　1月2、３日午後1時から、演舞奉納があります。午
後２時からは新年祈祷を行います。皆様揃って、本
堂へ入場し新年祈祷を受けましょう。

　大洞院で詩吟教室を主宰する日本吟道学院 韻の会
（徳武龍空）と、神刀流 神刀館 茨城本部（越智正勝 他）・

岳精流 日本吟院取手教場（越智精麗 他）による、新年祝
いの奉納演舞です。正月の清々しい空気の中での詩吟・
剣舞・居合をお楽しみください。

日本吟道学院 韻の会
(徳武  龍空)

神刀流  神刀館茨城本部

会場：大洞院境内（本堂前）  参加費無料

岳精流
日本吟院取手教場

（越智 精麗）

新年は手作りの松飾と五色幕で、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。

年始祈祷（本堂） 浄水でのお清め
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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。

12 月 24 日は本堂と境内の大掃除。年末にかけて、新年
を迎えるための準備をします。毎年大洞院の近隣、利用者、
檀家など多く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。

大掃除・位牌拭き・正月準備お守り・絵馬・破魔矢

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24日（土）

12月25日（日） 10：00～

12月28日（水）10：00～

12月31日（土）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

　　　長縄えい子作
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

ぎんなん　200円ぎんなん　200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4年1月は売上金23，658円を全額寄付しました。

歳の市歳の市大洞院大洞院

令和4年12月24日（土）～令和5年1月9日（月）
本堂西玄関ロビー・大洞院ギャラリー

新年特別祈祷札新年特別祈祷札
　「開運招福」「家内安全」「交通安全」が書
かれた木札です。羽織（包み紙）に施主名
を墨書し、除夜法要で祈祷してからお授
けします。
　希望の方は墨書のため、事前に申込く
ださい。

郵送は12月23日まで。窓口・メー
ルは12月30日までにお申込みく
ださい。

版画家・大野隆司

　　　　　令和5年干支版画

版画家・大野隆司

　　　　　令和5年干支版画

大野隆司
「干支版画・卯（うさぎ）」

大野隆司  干支版画大野隆司  干支版画

　毎年大野隆司が新年を祝い限
定数制作する「干支版画」の申し
込みを受け付けます。
　寺務所では、大野隆司作品やポ
ストカード、グッズ等を委託販売
しています。

特価　1，000円特価　1，000円

　　　　1 袋（約 250g）
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。
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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 5年 1月 5日（木）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。

ウォーキング　福巡り

令和 4年ウォーキング福巡り

日　　時：令和 5年 1月 5日（木）
	 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）

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。

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 5 年１月 28 日（土）～ 3 月 12 日（日）

ひなまつり展
大 洞 院

　スクールショップタケヤなど花野井地区の有志、大

洞院、旧吉田家住宅が雛人形を展示します。散策等の途

中に是非お立ち寄りください。

参加予定施設・店舗一覧（随時募集中！）参加予定施設・店舗一覧（随時募集中！）

☆詳細は大洞院ホームページなどでお知らせします

大洞院、旧吉田家住宅公園、スクールショップタケヤ、
カフェランドちょこっと、FortGreenBakery、
ごはんや輔、松丸米店、ティアラ美容室、かわの電器
そば膳席「砂場」、コミュニティルーム「はなみずき」

会期 1月29日（日）～3月3日（金）9：30～16：30

場所 旧吉田家住宅歴史公園

 主屋ミセ

会期 1月29日（日）～3月3日（金）9：30～16：30

場所 旧吉田家住宅歴史公園

 主屋ミセ

（一財）柏市みどりの基金
　　　旧吉田家住宅歴史公園 
柏市花野井 974-1　☎04-7135-7007

※入園料 大人：210円、60歳以上：110円、大学生以下無料※入園料 大人：210円、60歳以上：110円、大学生以下無料

旧吉田家住宅歴史公園旧吉田家住宅歴史公園

ひな人形展
　今回は七段飾りの雛人形に加え、吊るし雛や陶器で出来た

陶雛を飾ります。

　今回は七段飾りの雛人形に加え、吊るし雛や陶器で出来た

陶雛を飾ります。

かしわ七福神かしわ七福神

　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
意してます。七福神を巡り、朱印を押して完成させましょう。

七
の
幸
福
を
授
か
る

七
の
災
い
を
避
け

七
つ
の
神
を
詣
る
と

福巡り色紙　500円　　朱印料　各200円

七福神巡りと正月料理の会

参加費：5，000円

午前9時～午後3時30分

（食事・色紙・印判代など含む）

福の街・かしわを巡って、「かしわ七福神」を参拝し、御朱印をいた

だき、正月料理をハート柏迎賓館で、ご一緒に。

1月13日（金）

申し込み・詳細は大洞院寺務所までお問合せください。

正月料理

大黒天 弁財天 布袋尊 寿老人

福禄寿毘沙門天恵比寿天
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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20日（火）午後1時30分～3時
1月24日（火）午後1時30分～3時
2月14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

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。

10 月 16 日（日）、バンジョー奏者の青木研さん、吉原
聡さんをお招きして、秋の寺コン「寺ジャズ　バンジョー
×バンジョー」を開催しました。
心地よい秋風の中、約
60 名の観客にバンジョー
の軽快で情熱あふれる演
奏を楽しんで頂きました。
令和 5 年春の寺コンは

「津軽三味線と篠笛」、秋
の寺コンはレオナルドブ
ラーボによるギター演奏
を予定してます。

主催：家庭倫理の会柏市

日時：1 月 12 日（木） 10 時～ 11 時 30 分
参加費：無料　場所：大洞院本堂  会議室

大洞院に隣接する農地を、檀家から一部借用し、野菜栽
培を始めました。「新年はうさぎ年なので、ニンジンを多
めに栽培しようか」などと楽しんでいます。参加者が増え
れば、耕作面積を更に拡大できます。一緒に栽培を楽しみ
ませんか。
農具は大洞院にて貸出、井戸
水は農地内にあります。トイレ、
休憩所は寺務所にあります。大
洞院寺務所へ問い合わせ・申し
込みください。

大洞院ファーム
参加者を募集

　大洞院に隣接する農地を、檀家から一部借用し、野
菜栽培を始めました。
　現在のメンバーは檀家2名です。参加者が増えれ
ば、更に拡大できます。一緒に栽培を楽しみませんか。
　農具は大洞院にて貸出、井戸水は農地内にありま
す。トイレ、休憩所は寺務所にあります。
　大洞院寺務所へ問い合わせ・申し込みください。

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。

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

コンサート報告

秋の寺コン
「バンジョー×バンジョ－」
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　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4月曜　正午～
●参加費：食事代として約500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
　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2・4 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！
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。

大洞院ギャラリー 月替わり御朱印

カフェ花福（第2火曜  於・会議室） 子育てカフェ（奇数月 午前10時～  於・会議室）

地井紅雲 新春板画展 1月15日～1月30日
ひなまつり展 2月5日～3月6日
稲葉コインコレクション展 3月12日～3月14日
東葛地域作家展 3月17日～4月12日
羽二生隆宏 陶芸展 4月15日～5月15日
あけぼの山パレットクラブ 水彩画展
 5月18日～5月31日
渡邊眞利 作品展 6月3日～7月3日
大野隆司「言葉のアルバム」原画展 7月13日～8月17日
大野隆司 うさぎ百羽仏陀展 8月27日～9月15日
伯耆田夫妻陶芸展 9月17日～9月25日
秋風の中で　～長縄えい子と仲間たち展～
 9月30日～10月31日
松谷登 作品展 11月3日～11月30日
山田きんしん作品展 12月3日～12月18日

（蒼樹会展文部科学大臣賞受賞記念展示）

1月17日（月）
3月1日（火）
5月11日（水）
7月6日（水）
9月8日（木）
11月8日（火）

4月12日（火）
5月24日（火）
6月14日（火）
7月12日（火）

9月13日（火）
10月11日（火）
11月8日（火）
12月20日（火）

今年一年間の大洞院での行事・出来事をまとめました。来年も
檀家の皆様、地域の皆様と共に歩み続けていきます。

1～3日　新年祈祷

30日　歴住忌

8日　茶摘み 4日　東二墓地道路舗装工事

6日　大洞院便り発送

6日　新盆法要　施食会
7～15日　盆棚経
15日　盂蘭盆法要　演奏奉納
23日　地蔵盆 ちびっこお楽しみ会

14-15日　盆棚経

16日　秋の寺コン
「青木研と吉原聡のバンジョー」

23日　秋彼岸法要
1日　大洞院便り発送

13日　七五三祝祷

10-16日　駅からハイキング 24日　大掃除
25日　位牌拭き
28日　門松作り
31日　正月準備

29日　大洞院便り発送

1日　大洞院ファーム

30日　大洞院諸規則集発行

5日　新春ウォーキング福巡り

5日～　ひなまつり展
（～3/13）

26日　大洞院便り発送

花野井ひなめぐり 21日　春彼岸法要

2日　春の寺コン　「桜を愛で雅を感じる」
笙（しょう）・アコーディオン・パーカッション

23日～　五月人形・鯉のぼり展（～5/9）
12日　大洞院ゴルフコンペ

1日～　大洞院公式SNS
　　　   アカウント開設

31日～　花御堂設置

2日　演奏奉納
「星の座・七福神の舞」

花野井ひなめぐりマップ

桜と花御堂
獅子舞・七福神の舞

野菜栽培 始めました 東二墓地通路舗装工事

地蔵盆　楽器体験会（KASHIWA NOTE）

手作りの門松（本堂正面）

寺務所横に茶畑

境内の彼岸花

山田きんしん
「追想曲」

大野隆司
「うさぎ仏陀百羽伝」

地井紅雲
「双神遊歴」

羽二生隆宏
「赤い淵瀬」
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　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4月曜　正午～
●参加費：食事代として約500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
　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2・4 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！
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。



- 8 -

曹洞宗　花井山　大洞院
〒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

曹洞宗　花井山　大洞院
〒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

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 5 年 4 月 25 日（火）
場所：取手桜ケ丘ゴルフクラブ

大洞院ゴルフコンペ

津軽三味線と篠笛

　五錦雄互（津軽三味線）と、宮川悦子（篠笛）に

よる大洞院本堂での春のコンサートを計画し

ています。

　山門の桜が香る春のあたたかな風の中、荘厳

な本堂で和楽器の演奏を楽しみましょう。

五錦  雄互
津軽三味線 五錦流師範

宮川悦子
篠笛・フルート

　平成2年の本堂完成を記念して、コンサート（寺コン）を開
始しました。それから今日まで、「大洞院の寺コン」は継続し
ています。本堂には、天空を舞いながら笛、太鼓、笙を奏でて
踊る16体の天人の彫刻（飛天）が飾られています。コンサート
と飛天の彫刻をお楽しみください.

14：00開演
（13：30開場）４月２日（日）

会場：大洞院 本堂 全自由席（椅子席）
駐車場完備

チケット：2，000円
予約・問合せ　☎ 04-7132-5868（大洞院寺務所）

大洞院の寺コン

洗足学園音楽大学器楽科
フルート専攻卒業。能管、
篠笛を能楽一噌流笛方の 
一噌幸弘氏に師事。

五錦流家元・五錦竜二に師
事、2010年名取り、2014年に
師範になる。国内外の様々な
場所にて演奏活動中。

～ 春を奏でる～

大洞院応援隊
　大洞院の春・秋彼岸法要、寺コンなどの準備は、大洞院
の利用者、近隣の住民、檀家などにボランティアとして応
援いただいています。大洞院では「応援隊」と呼んで協力
に感謝しています。
　応援隊の活動内容は徐々に増えて、境内の植栽の手入
れ、本堂内清掃、大洞院ギャラリーの「ひなまつり展」の設
営、チラシのポスティングなど、「無理せず」「できる範囲
で」少しずつ協力いただいています。得意分野に合わせ
た協力をよろしくお願いします。

檀家位牌清掃 大洞院便り発送準備

大洞院は檀家の皆様、地域の皆様との助け合いを大切に
しています。供養・葬儀になどの皆様の困り事、悩み事な
ど、電話・メール・FAX、面談などで皆様の相談に応じます。
相談の内容と必要に応じて、仏具店、石材店、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
専門家を紹介しています。

よろず相談受けます

令和 4年　ゴルフコンペ


