令和元年暮れ号
(令和元年11月)

妙経寺本堂
改修工事のご案内

来年が年回忌
に当たる方々に
は、この妙経寺
だよりと同封し
て「年回忌のご
案内」をお送り
させて頂いてお
ります。節目節
目で仏様のご供
養をすることは
もちろんのこと、
節目ごとに親族
で集まり、思い
出話しに花を咲
かせ故人をしの
ぶ、仏様にとっ
てこれほどうれ
しいことはあり
ません。
人は誰しも、心配や
気がかりを抱えてあの
世へ旅立ちます。残さ
れた皆さまのことが心
配でない仏様なんてい
ないのではないでしょ
うか。節目ごとに残さ
れた親族で集まって共
にお経を読み、お墓参
りをし、故人を懐かし
んで下さい。必ずや喜
んでもらえ、そして皆
さまのことを見守って
くれる存在になってく
れることと思います。
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令和二年度 年忌表

日蓮宗では、立正安国お題目結縁運動を展開
しています。
お互いを敬い合い、命の尊さに気付き、社会
を明るくすることが運動の目的です。

「生きる」ということ
はいろいろなことが起
きるものですよね。
そう、正に「生きるこ
とは修行そのもの」な
のです。この修行には、
令和二年のお正月が 殿に移動しますので、
楽しいこと、嬉しいこ
ともたくさんあります。 過ぎた一月十日頃より、 お守りや各種お手続き
辛かったり、悲しかっ 本堂の改修工事を開始 は、客殿内の事務所に
たり、悔しかったりす いたします。昨今、天 お越しください。
災がとても多くなって また、御宝前は客殿奥
ることもあります。
修行というと、お坊さ おりますが、お寺とい の和室に移動させてい
んがやるものと思われ うたくさんの人が集ま ただき、ここを仮の本
る方もいらっしゃるか る場所を、より安全で 堂としますので、工事
と思いますが、みなさ より居心地の良い空間 中のご法事は客殿にて
んが日々生活している にできるよう、約半年 お経を読ませていただ
ことそのものが修行な をかけて工事いたしま きます。（工事中でも
法事等は問題なく実施
のだと思います。嫌な す。
今回の改修の一番の させて頂きます）
ことなんて無い方がい
約半年間という長い
いに決まってますが、 目的は、何といっても
そんな時こそ「これも 「耐震補強」です。大 間ご不便をおかけいた
修行なんだ」と思うと、 きな地震が来た場合で しますが、何卒よろし
気持ちが楽になると思 も崩れてしまうことの くお願いいたします。
います。嫌なことがあ ないよう、基礎からや
るからこそ、良いこと り直し、また鉄骨の筋
があった時の嬉しさが 交いも入れて補強いた
何倍にもなるのではな します。また、耐震の
補強をする上で床や内
いでしょうか。
来年一年の「修行」が 壁を全面的に取り壊す
みなさまにとって実り こととなるため、内装
多きものになるようご のリフォームも同時に
祈念申し上げ、年末の 実施いたします。
工事中の約半年間は、
ご挨拶とさせていただ
本堂は全面的に立ち入
きます。
り禁止となり、事務所
としての機能は隣の客

妙経寺だより

暮れのご挨拶
檀信徒のみなさま、こ
んにちは。妙経寺副住職
の滝澤です。
時間というものは気が
付けばあっという間に過
ぎて行くものですが、今
年ももう師走も目の前、
年越しの準備をする時期
になりました。
今年一年はみなさまに
とってどんな一年でした
でしょうか。暮れが近づ
くと今年起きた出来事を
思い起こすものですが、
平成三十一年（令和元
年）と言えば、みなさま
は何を思いお越こします
か？香港での大規模なデ
モや「令和」への改元、
台風による大規模災害、
消費税の増税、ラグビー
ワールドカップといった
ところが大きな出来事で
しょうか。
しかし、みなさんそれ
ぞれ個人の出来事や家庭
での出来事もいろいろな
ことがあったことと思い
ます。特に何もなく平穏
無事に一年を終えるこ
とってなかなかないので
はないでしょうか。

令和二年の年回忌について

宝伝山

新年行事の
ご案内
金洗弁財天
「初金洗」
一月一日午後二時～

お手持ちのお金を洗い清め
て福徳をいただきます。
お授けする「福寿種銭」は、
預金や通帳など大切な財産
と一緒に保管して下さい。
財産を浄化します。
前年までの古い種銭は、ま
たお清めしますのでお寺に
お納め下さい。
元旦特別祈祷
「初盛運祈願会」

皆さまの一年のご多幸をお
祈りします。また、お申し
込みいただいた交通安全、
家内安全、商売繁盛等の木
札の特別祈願を行い、木札
を授与致します。新年会も
ありますので、ぜひお越し
下さい。
荒行堂団体参拝
一月十一日（土）

今回も、稲荷上人の御自坊
である池袋妙経寺様と合同
で荒行堂へ行きたいと思い
ます。十二時頃からのご祈
祷を予定しており、その後
は昨年と同様「菊寿司」に
て昼食を取りたいと思いま
す。荒行僧のご祈祷を受け

お稲荷様大祭
三月一日（日）
午後二時～
法要後に御神酒と粗飯
を用意しておりますの
で、ぜひご参拝下さい。
奉納旗は会社名・商店
名・個人名等にて、お
電話またはＦＡＸにて
お申し込み下さい。
奉納旗 一旗二千円也

られる数少ない機会で
すので、お誘い合わせ
の上ご参加下さい。

令和二年（２０２０年）厄年早見表
1997年 平成9年生
（24歳）うし

1996年 平成8年生
（25歳）ねずみ

1995年 平成7年生
（26歳）いのしし
1980年 昭和55年生
（41歳）さる

1979年 昭和54年生
（42歳）ひつじ

1978年 昭和53年生
（43歳）うま
1961年 昭和36年生
（60歳）うし

1960年 昭和35年生
（61歳）ねずみ

1959年 昭和34年生
（62歳）いのしし

前厄
2003年 平成15年生
（18歳）ひつじ
1989年 平成元年生
（32歳）へび
1985年 昭和60年生
（36歳）うし
1961年 昭和36年生
（60歳）うし

本厄
2002年 平成14年生
（19歳）うま
1988年 昭和63年生
（33歳）たつ
1984年 昭和59年生
（37歳）ねずみ
1960年 昭和35年生
（61歳）ねずみ

後厄
2001年 平成13年生
（20歳）へび
1987年 昭和62年生
（34歳）うさぎ
1983年 昭和58年生
（38歳）いのしし
1959年 昭和34年生
（62歳）いのしし

毎年欠かさず参加してきた身延大会
も次回で第５４回目となりました。こ
こ数年はマイカー２台で身延山まで
行っていますので、足腰に自信がない
方でも安心してご参加いただけると思
います。一緒に身延山でお題目をお唱
えしましょう。
令和２年４月１１日（土）
～１２日（日）
申込締切は４月１日
参加費未定

例

行

事】

毎月一日
盛運祈願会 午後二時～
十八日 報恩感謝会 午前八時半～

【月

十二月十八日（金）
釜〆（幣束お衣替え）午後二時～

十月十八日（日）
宗祖報恩御会式 午後一時～

七月四日（土）
施餓鬼大法要 午後一時～
七月二十一日（火）
土用の丑・ほうろく灸加持祈祷会
午前九時～

四月十一日（土）～十二日（日）
全国結集身延大会

三月一日（日）
稲荷大祭 午後二時～

一月一日（水）
新年初祈祷・初金洗い・
初盛運祈願会 午後二時～
一月十一日（土）
荒行堂参拝 十時頃現地集合

【年中行事のご案内】
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