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第１５３号　平成２０年２月

円光大師絵指伝（えんこうだいしえさしでん）　第一幅・下三段・右二場。
法然上人（勢至丸）摂生藤原忠通の行列に会う。

御忌会 （ぎょきえ）

平成２０年は浄土宗宗祖法然上人の７９７回忌にあたります。

２月２５日（月）

１１時 御忌法要

１２時 食事

１時 法話

豊橋 察順院住職　谷中信厳師

２時３０分 詠唱奉納

３時 お茶接待

食事券５００円　当日券あります。

春休み子供会のお知らせ

みなさんこんにちは！　わたしたちは、みなさんの近くにあるお寺のお坊さん達です。春休みにお寺に泊まって、たのしい「春休み

子供会」をします！

みんなで、お寺に泊まって、お寺の体験をしたり、お坊さんやお友達と楽しく遊びましょう！

日　時

３月２６日（水）～３月２７日（木）

１日目

１２：００　受付

１３：００　じゅず作り
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１４：００　開講式

１５：００　おたのしみ

１７：００　夕方のおつとめ

１８：００　夕食

１９：３０　ともしびの集い

２１：００　消灯

２日目

６：００　起床・洗面

６：３０　朝のおつとめ

７：００　朝食

８：００　腹話術

９：００　おたのしみ

１０：００　感想文

１０：３０　掃除・荷物整理

１１：００　閉講式・解散

場　所

御津 大恩寺（だいおんじ）

宝飯郡御津町大字広石字御津山５

対　象

小学校３年生以上

（兄弟・姉妹で参加の場合は１・２年生でも歓迎）

参加費

３０００円（当日受付で徴収します）

持ち物

弁当（２６日昼食）・着替え・洗面用具・パジャマ・雑巾１枚・水筒

１枚羽織るものを用意してください。

※ゲーム等、高価なものは持ってこないように

服装

軽装（動きやすいもの。名前を記入して下さい）

申込先

３月１４日（金）までに、各自のお寺にお申し込みください。

その他

養護教員さんをお願いしてあります。

不明な点は、各自のお寺にお問い合わせください。

防寒対策はしておりますが、洋服を多めにご用意ください。

２日目のお昼は軽食が出ます。

当日の連絡先

大恩寺　０５３３－７５－２３２５



普仙寺詠唱講新入ご案内 ～ご詠歌を始めませんか～

新入者練習日・時間

毎月第２・第４月曜日（原則として）

午後７時～午後８時

初回練習日

平成２０年３月１０日（月）

申込方法

所定の用紙に必要事項を記入して普仙寺へお届けください。

申込期限

平成２０年３月３１日までに

御忌会・お逮夜コンサートin普仙寺弦楽四重奏で春をうたう

日時

２００８年２月２４日（日）

午後６時～７時

会場

普仙寺本堂（豊橋市牟呂中村町）

プログラム

光明摂取和讃（詠唱と一緒に）

御忌和讃（詠唱と一緒に）

ヴィヴァルディ「四季」より　冬・２楽章

うれしいひな祭り（唄）

モーツァルト「フィガロの結婚」より　恋とはどんなものかしら

おぼろ月夜（唄）

ドヴォルザーク　ユーモレスク

早春賦（唄）

ブラームス　ハンガリー舞曲　第５番

春の小川（唄）

演奏者

１stヴァイオリン 成勢 方章（なるせまさあき）

２ndヴァイオリン 成勢 小夜子（なるせさよこ）

ヴィオラ 岩切 ちさき（いわきりちさき）

チェロ 岡野 正（おかのただし）

曲目紹介

光明摂取和讃

古歌

三宅勝　作曲

松濤基　編曲



御忌和讃

高津ときを　作詞

松濤基　作曲

ヴィヴァルディ「四季」より　冬・２楽章

イタリアの作曲家、ヴィヴァルディ（1678～1741）は司祭で、女子の音楽学校で指導にあたり、合奏団の演奏の

ために数多く作曲した。協奏曲集「和声と創意の試み」春、夏、秋、冬をまとめて「四季」とよばれている。冬の

第二楽章は叙情的で美しい。

うれしいひな祭り

サトウハチロー　作詞

河村光陽　作曲

１９３６年（昭１１）

モーツァルト「フィガロの結婚」より　恋とはどんなものかしら

オーストリアの作曲家、モーツァルト（1756～1791）はウィーン古典派の三代作曲家で、早熟の天才ともいわれ

た。35歳で亡くなるまでに600曲以上作曲した。「恋とはどんなものかしら」は「フィガロの結婚」の第４幕２９曲

目。（K492）

おぼろ月夜

高野辰之　作詞

岡野貞一　作曲

１９１４年（大３）

ドヴォルザーク　ユーモレスク

チェコの作曲家、ドヴォルザーク（1833～1897）はチェコ国民楽派最大の作曲家である。交響曲「新世界より」、

弦楽四重奏曲「アメリカ」などが有名。日本人の心に通ずるものが多い。ユーモレスクは1884年に作られた。

早春賦

吉丸一昌　作詞

中田章　作曲

ブラームス　ハンガリー舞曲　第五番

ドイツの作曲家ブラームス（1833～1897）は19世紀ドイツ音楽最大の作曲家の一人で、重厚な作風で有名。こ

の曲は、当初ピアノ連弾のために作曲された。ハンガリー舞曲集２１曲の５番目の曲で、ハンガリー民謡のメ

ロディーを使っている。

春の小川

高野辰之　作詞

岡野貞一　作曲

１９１２年（大元）

１９４２年に歌詞　さらさら流る→さらさらいくよ／ささやくごとく→ささやきながら

３番が削除されたが、今回はあえて歌う。

第３回　豊橋組　檀信徒の集い おてつぎ運動推進

日時

平成２０年２月２０日（水）

開場 午後２時



開始 午後２時

終了 午後４時３０分

プログラム

第１部　法要

法然上人８００年大遠忌お待ち受け法要

第２部　法話

長野教区松本組　法然寺　宮腰征彦上人

場所

駅前文化ホール

地図はこちらをご覧ください（mapfan）

豊橋駅前大通２丁目３３番地の１　開発ビル１０階

公共地下駐車場をご利用ください。

ご質問は浄土宗豊橋祖各寺院へ

寺行事報告　平成１９年

１月

１月　１日 ：　修正会

１月　８日 ：　月並法要

１月２５日 ：　住職説教

１月２７日 ：　寒念仏

２月

２月　８日 ：　善光寺縁日・月並法要

２月２４日 ：　御忌会　法話・岡崎神谷真章師

２月２８日 ：　豊橋組檀信徒の集い・駅前文化ホール

３月

３月　３日 ：　華頂婦人会新旧顔合わせ

３月　８日 ：　涅槃会・月並法要

３月２１日 ：　春彼岸会・春の茶会

３月２１日 ：　総代会会議

４月

４月　６・７日 ：　知恩院華頂婦人会総連盟研修総会　４名参加

４月　８日 ：　月並法要

４月１２日 ：　豊橋組檀信徒大会・豊橋組公会堂

４月１８日 ：　知恩院高齢者祝賀会　６名参加

４月２１日 ：　知恩院詠唱奉納大会　４名参加

http://www.mapfan.com/index.cgi?MAP=E137.23.21.3N34.45.33.9&ZM=11


５月

５月　８日 ：　花まつり・月並法要

５月２３日～２５日 ：　法然上人ご分身四国巡錫の旅　５名参加

５月２９日 ：　三河教区檀信徒婦人研修会　８名参加

６月

６月　８日 ：　月並法要

６月２８日 ：　東海地区詠唱大会　２６名参加

７月

７月　８日 ：　月並法要

７月１５日 ：　総代会会議

７月２２日 ：　総代会・華頂婦人会境内大掃除

７月２９日 ：　盆大施餓鬼

８月

８月１３日 ：　初盆高万灯供養

８月１６日 ：　初盆灯篭流し　柳生川河岸にて

９月

９月　８日 ：　月並法要

９月２３日 ：　秋彼岸会・秋の茶会

１０月

１０月　５日 ：　知恩院詠唱全国大会

１０月　８日 ：　十夜法要・月並法要

１０月１０～１１日 ：　豊橋組おてつぎ信行

１１月

１１月　８日 ：　月並法要

１１月　９日 ：　三河教区詠唱大会　２９名参加

１１月１４日 ：　法然上人三河２５霊場巡り　３３名参加

１２月

１２月　８日 ：　成道会・月並法要

１２月２３日 ：　総代会・華頂婦人会境内大掃除

１２月３１日 ：　浄焚式・除夜の鐘

円光大師絵指伝

普仙寺御忌法要で、例年本堂西側に掛けられる四幅の掛軸は、『円光大師絵指伝（えんこうだいしえさしでん）』と呼ばれるもので宗祖

法然上人のご生涯を表した絵伝です。



明治２５年７月、普仙寺第２４世岩瀬卓順上人の時に求められ、平成元年２月、第２６世加藤秀善上人の時修理されました。

円光大師絵指伝（えんこうだいしえさしでん）　第一幅・下三段・右三場。
法然上人（勢至丸）比叡山に登る。

寺行事案内

土曜礼拝 （どようらいはい）

毎週土曜日 午前８時３０分～９時

礼拝を含むお勤めです。本家、新家の別なく、どなたでもお参り下さい。

月並法要 （つきなみほうよう）

平成２０年３月８日（土） 午後７時より

年回忌の祥月にあたる方のご回向をいたします。

涅槃会 （ねはんえ）

平成２０年３月８日（土） 午後７時より

お釈迦様のお涅槃を偲び涅槃和讃をお唱えします。

春彼岸会 （はるひがんえ）

平成２０年３月２０日（木・祝） 午後１時～２時３０分

檀信徒各家のご回向を致します。

春の茶会 （はるのちゃかい）

平成２０年３月２０日（木・祝） 午前９時～午後１時

檀信徒会館の和室でお抹茶をご用意します。

牟呂お堂巡 （むろ おどうめぐり）

平成２０年３月２０日（木・祝） 午前中

市場弘法堂・中村弘法堂・普仙寺・大西観音堂

宗住寺にて参拝スタンプを捺してお参り下さい。
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