
<< >>

総代会

大総代

市場　杉浦 達埜さん

中村　西郷 允俊さん

大西　牧野 武久さん

市場　福井 達二さん

華頂婦人会

役員

会長　白井 伝さん（市場）

副会長　安藤 はるゑさん（中村）

副会長　白井 晢子さん（市場）

会計　小清水 清美さん（中村）

普仙寺トップ＞ 普仙寺だよりトップ＞ 普仙寺だより１８８号 ｜サイトマップ｜

第１８８号　平成２３年４月

平成２３年３月２１日春の茶会にお手伝い頂いた方
杉本恵子さん、加藤瑞枝さん

谷山五月さん、杉浦若江さん、岡田むつみさん、福井佐知子さん

法然上人の大師号

去る３月１６日、今上天皇陛下より法然上人に対し「法爾（ほうに）大師」の号が賜れました。

今までに賜れられた大師号は

円光 （えんこう）大師 ・ 元禄１０年

東漸 （とうぜん）大師 ・ 宝永８年

法然上人５００回忌

慧成 （えじょう）大師 ・ 宝暦１１年 法然上人５５０回忌

弘覚 （こうかく）大師 ・ 文化８年 法然上人６００回忌

慈教 （じきょう）大師 ・ 万延２年 法然上人６５０回忌

明照 （めいしょう）大師 ・ 明治４４年 法然上人７００回忌

和順 （わじゅん）大師 ・ 昭和３６年 法然上人７５０回忌

平成２３年度　総代会華頂婦人会役員名簿
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市場

岡田 義光さん

鈴木 孝充さん

白井 達夫さん

岡田 育久さん

杉浦 孝昌さん

中村

大木 正明さん

牧野 信男さん

河原崎 尚広さん

大西

河合 保さん

福井 悠仁さん

公文

河合 孝之さん

松島

谷山 健悟さん

加藤 實さん

三郷

芳賀 正幸さん

東脇

山内 克浩さん

杉浦 立悦さん

外神

牧野 幸彦さん

清須

牧野 和二さん

牧野 勇さん

市内

西郷 隆治さん

市場

岡田 文子さん

杉浦 輝子さん

鈴木 洋子さん

谷山 夕紀衣さん

岡田 欣子さん

岡田 享子さん

杉浦 早苗さん

岡田 敏子さん

中村

牧野 ゆりのさん

牧野 典子さん

杉浦 信子さん

鈴木 泉さん

大西

福井 美和さん

福井 文子さん

河合 ひろ子さん

公文

岡田 美和子さん

河合 千恵子さん

松島

岡田 京子さん

永坂 和子さん

三郷

佐藤 佳子さん

藤井 喜美子さん

東脇

小林 早苗さん

福井 恭子さん

外神

杉本 恵子さん

斉藤 好子さん

清須

牧野 圓さん

牧野 みさをさん

知恩院参拝

去る４月６日、法然上人８００年大遠忌法要中の知恩院を参拝して来ました。４３名の参加でした。 

知恩院の中、御影堂・阿弥陀堂・三門・鐘楼・御廟・を拝観しました。 

古経堂では知恩院門跡・伊藤唯真猊下より親しく御垂示を賜りました。

「法然上人がお説きになられた念仏の教えが受け継がれて８００年になります。私達もこの８００年の歴史の中にいます。そして、

これからの歴史を作って頂き、念仏をお唱えして下さい」と。参拝者一同、有り難く深く感謝申し上げました。

また知恩院の七不思議をすべて拝観して来ました。

知恩院参拝者の氏名は次のとおり。



杉浦 達埜、西郷 允俊、牧野 武久、福井 達二、岡田 生身子、 

白井 伝、牧野 進一、岡田 命恵、牧野 まつゑ、岡田 里見、 

岡田 育久、岡田 さとえ、牧野 正代、白井 勝子、谷山 美智代、 

杉浦 恵子、杉浦 美智子、杉浦 きく子、柴田 佳恵、牧野 せい子、 

安藤 はるゑ、白井 晢子、杉浦 ひと美、西郷 信代、黒柳 花子、 

河合 昌一、河合 正恵、岡田 行弘、岡田 良子、小清水 清美、 

杉浦 幸子、岡田 チエコ、藤田 みち枝、鈴木 輝子、杉本 恵子、 

福井 佐知子、谷山 恵美子、牧野 真理子、河合 弘子、杉浦 孝昌、 

河合 千恵子、白井 三夫、加藤 良光

（敬称略）

平成２３年４月６日　法然上人八百年大遠忌法要中の知恩院に参拝しました

春の茶会

３月２１日、春彼岸法要の日に檀信徒会館にて春の茶会を開催しました。華頂婦人会の役員の方が、お運び、お手前をして頂き

ました。ありがとうございました。

平成２３年３月２１日　春の茶会で茶を飲まれている檀信徒の皆さん

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

４月９日からは

前編第１９章　乗佛本願

前編第２０章　難修観法

前編第２１章　精進

前編第２２章　無常迅速

月並法要 （つきなみほうよう）

平成２３年５月８日（日） 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。

花まつり （はなまつり）

平成２３年５月８日（日） 午後７時より

お釈迦さまのお誕生をお祝いします。

旧暦４月８日を一月遅れで行います。

｜ 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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