
<< >>

普仙寺トップ＞ 普仙寺だよりトップ＞ 普仙寺だより１８５号 ｜サイトマップ｜

第１８５号　平成２３年１月

平成２２年１２月２６日
総代会役員、華頂婦人会役員の皆さんに年末の大掃除をして頂きました

卯年はいつから

平成２３年は、干支では辛卯（かのと・う）に当たります。

干支は中国暦に発し、十干十二支を組み合わせて年を数えます。

十干は

甲（きのえ） ・ 乙（きのと） ・ 丙（ひのえ） ・ 丁（ひのと） ・ 戊（つちのえ） ・ 己（つちのと）

・ 庚（かのえ） ・ 辛（かのと） ・ 壬（みずのえ） ・ 癸（みずのと）

十二支は

子（ね） ・ 丑（うし） ・ 寅（とら） ・ 卯（う） ・ 辰（たつ） ・ 巳（み） ・ 午（うま） ・ 未（ひつ

じ） ・ 申（さる） ・ 酉（とり） ・ 戌（いぬ） ・ 亥（い）

といいます。

中国暦における年の数え方ですから、中国暦の新年から卯年（うどし）になるわけです。

そのため旧正月の日、つまり西暦２０１１年２月３日から卯年です。

年末大掃除

平成２２年１２月２６日に、華頂婦人会の役員の方と、総代会の方に、年末の大掃除をして頂きました。境内や墓地をきれいにして

頂きました。
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平成２２年１２月２６日
総代会役員、華頂婦人会役員の皆さんに年末の大掃除をして頂きました

木魚の寄付

さる平成２２年１２月２７日に、杉浦 昭吉さんと福井 孝男さんから、法然上人８００年大遠忌記念として、木魚を寄付して頂きまし

た。ありがとうございます。大切に使わせて頂きます。

平成２２年１２月２７日
杉浦昭吉さん、福井孝男さんから木魚を寄付して頂きました

総本山知恩院８００年法要　住職講演　参加者募集

総本山知恩院法然上人８００年大遠忌法要において住職が講演をします。檀信徒の皆さんに参加して頂きたいと思い、ここにご案

内します。

日時

平成２３年４月６日（水）

出発 午前４時３０分

帰着 午後７時

日程



午前４時３０分 普仙寺

午前８時 知恩院

午前１０時 吉水講詠唱奉納大会

正午 昼食

午後１時 住職講演

午後４時 京都インター

午後７時 普仙寺

費用

バス代・昼食代・参拝代 合計８，０００円

申込

申込用紙に必要事項を記入して普仙寺へ提出して下さい

定員

４５名

締切

３月８日（火）

（定員になり次第締め切らせて頂きます）

元祖法然上人８００年大遠忌法要 浄土宗三河教区豊橋組 団体参拝の募集

元祖法然上人８００年大遠忌の団体参拝を下記日程にて実施します。５０年に一度の勝縁です。ぜひ皆様お誘いあわせご参加い

ださきますようご案内申し上げます。

期日

平成２３年４月７日（木）～８日（金） １泊２日

参加費

お一人様　２８，０００円 （本山冥加料３，０００円を含む）

集合場所と出発時間

1. 勢川 7:30 → 吉田方小前 7:35 → Aコープ 7:40 → 悟真寺 8:00

2. 普仙寺 7:20 → 金光寺 7:30 → 一建設 → 悟真寺 8:00

3. 高林寺 7:00 → 源立寺 7:20 → 太蓮寺 → 悟真寺 8:00

宿泊旅館

ホテル東山閣（京都市内七条） 和室利用

定員

１２０名

申込方法

申込書に参加費を添えて、各寺院までお申し込み下さい

締め切り

２月末日（定員になり次第ご遠慮願う事もあります）

日程

４／７（木）



悟真寺　8:00頃

豊川ＩＣ（途中休憩）京都東ＩＣ

京都市内（ご昼食）　11:30-12:10

金戒光明寺（ご参拝）　12:40-13:40

高台寺と東山散策　14:00-15:30

京漬物お買い物　16:00-16:30

京都市内（ご宿泊）　17:00頃

４／８（金）

京都市内（旅館）8:15

総本山知恩院（日中法要参拝）

8:40過ぎ（11:00～法要）-13:00

京都市内（ご昼食）　13:20-14:00

井筒八つ橋でお買い物　14:40-15:10

京都東ＩＣ（途中休憩）豊川ＩＣ

悟真寺　19:00頃

第６回　豊橋組　檀信徒の集い …　おてつぎ運動推進

日時

平成２３年２月１０日（木）

開場 午後１２時３０分

開会 午後１時

終了 午後３時３０分

内容

第一部　式典

法然上人８００年大遠忌 おまちうけ法要

第二部　法話

東京教区北部組 正安寺 田丸英春上人

会場

豊橋駅前文化ホール（入場無料） 

豊橋市駅前大通２丁目３３－１ 

開発ビル１０階（エレベーター有）



主催

浄土宗三河教区豊橋組

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。

◇内容

1. 浄土日常勤行式

2. 法然上人御法語拝読

3. 住職の法話

◇法然上人御法語の予定

１月１５日からは

前編第１０章　小消息

前編第１１章　深心

前編第１２章　正雑二行

前編第１３章　二行得失

住職説教 （じゅうしょくせっきょう）

平成２３年１月２５日（火） 午後７時～８時

この日は、浄土宗の開祖法然上人の祥月忌日です。法然上人は建暦２年（１２１２）の正月２５日の正午、大谷の禅房（現在

の知恩院勢至堂の場所）にてご往生なされました。お年は、お釈迦様と同じ８０歳でした。法然上人のご生涯を普仙寺本堂に

掛けた絵伝を指しながらお説教させて頂きます。

寒念仏 （かんねんぶつ）

平成２３年１月２９日（土） 午前７時３０分～８時

暦でいう寒中の間のお参りを、寒参り、寒詣で、寒行といいます。

浄土宗では特に寒念仏と呼んで、お参りします。ぜんざいの御接待をします。

※寒中（本年は１月６日から２月３日まで）

善光寺如来縁日 （ぜんこうじにょらいえんにち）

平成２３年２月８日（火） 午後７時より

月並み要法にて善光寺の御詠歌をお唱えします。

月並法要 （つきなみほうよう）

平成２３年２月８日（火） 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。



御忌法要 （ぎょきほうよう）

平成２３年２月１９日（土） 午前１１時～午後３時

◇法要

◇法話 午後１時～２時 三重県松阪市 蓮浄寺 堤康雄師

◇詠唱奉納

法然上人の忌日法要を御忌（ぎょき）と呼びます。

普仙寺ではこの地方の習慣に倣い、月遅れでお勤めします。

｜ 普仙寺トップ｜ サイトマップ｜ 住職の研究 ｜ 精霊流し ｜ 普仙寺由来 ｜ 年間行事 ｜ 掲載記事 ｜ 境内案内 ｜

｜ 周辺地図 ｜ 普仙寺だより ｜ 映像配信 ｜ 音楽配信 ｜ 住職の短歌 ｜ 関連リンク｜ 明照保育園 ｜
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