毎月第３土曜日は「ご聴聞の日」。ぜひ如是我聞の会や法話会にご参加ください。
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１月

１日(木)
１７日(土)
２５日(日)

1992年7月1日創刊

11:00 元旦会法要
11:00 如是我聞の会
13:30 ほのぼの法話会
寺院対抗ボウリング大会

２月
１日(日)
２１日(土)

15:00
11:00
13:30

聖典に学ぶ会
如是我聞の会
ほのぼの法話会

15:00
11:00
13:30

聖典に学ぶ会
如是我聞の会
春季彼岸会法要

３月
１日(日)
２１日(土)

４月
１日(水)
２日(木)
１１日(土)
１８日(土)

本山 御動座法要
〃 修復完成奉告法要
10:00 花まつり
ボウリング大会
11:00 如是我聞の会
13:30 永代経法要

５月
２日(土)
１６日(土)
２４日(日)
２８日(木)

15:00 聖典に学ぶ会
11:00 如是我聞の会
13:30 宗祖降誕会法要
午後 鎌倉組記念行事
春季ゴルフコンペ

６月
１日(月)
２０日(土)

15:00
11:00
13:30

聖典に学ぶ会
如是我聞の会
ほのぼの法話会
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７月

１日(水)
１８日(土)

15:00
10:30
13:30
29日(水)～31日(金)

８月

１日(土)
１５日(土)

聖典に学ぶ会
新盆法要
盂蘭盆法要
夏休み子ども会

15:00
11:00
13:30

聖典に学ぶ会
如是我聞の会
ほのぼの法話会

１日(火) 15:00
５日(土)～11日(金)
１９日(土) 11:00
13:30

聖典に学ぶ会
ハワイ団参
如是我聞の会
秋季彼岸会法要

９月

10月

１日(木)
１７日(土)

２２日(木)

15:00 聖典に学ぶ会
11:00 如是我聞の会
13:30 ほのぼの法話会
秋季ゴルフコンペ

11月
１日(日)
２１日(土)

15:00
10:30
13:30

聖典に学ぶ会
お待ち受け法要
報恩講法要

12月
１日(火) 15:00 聖典に学ぶ会
19日(土)・20日(日)
本山「すす払い」
２７日(日) 10:00 餅つきと忘年会
その他、教区や組の行事予定は、毎月の
『ライオン寺だより』でご確認ください。
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２０１１年(平成２３年)には、西本願寺において親鸞聖人７５０回大遠忌法要が勤まります。

平成２１年の年回法要

来恩寺
ひ

がん

え

彼岸会法要
来恩寺では毎年、春(３月)と秋(９月)に
「彼岸会法要」を執り行っております。今
年は春季彼岸会が３月２１日(土)午後１時
３０分から。秋季彼岸会は９月１９日(土)
午後１時３０分からです。ぜひご家族でご
参拝ください。

今年の年回法要は下記の年に亡くなられ
た方々が対象となります。ご確認ください。
ご法要は派手に行う必要はありませんが、
出来るだけ多くの人が故人のご法事という
仏縁に会えるよう心掛けましょう。
土曜・日曜・祝日は希望の時間に法事を
行うことが出来ない場合があります。
お申し込みはお早めにお願いいたします。
１周忌 平成２０年(２００８年)

来恩寺

３回忌 平成１９年(２００７年)

花まつりボウリング大会

７回忌 平成１５年(２００３年)

今年も上記大会を、４月１１日(土)午前
１０時から、国道１号線「今宿」信号そば
の「ビッグウェーブで開催。大人１名1500
円、ボウリングをしない大人と中学生以下
は無料です。今年も豪華な賞品をご用意い
たします。お早めにお申し込みを！

１３回忌 平成 ９年(１９９７年)
１７回忌 平成 ５年(１９９３年)
２３回忌 昭和６２年(１９８７年)
２７回忌 昭和５８年(１９８３年)
３３回忌 昭和５２年(１９７７年)
５０回忌 昭和３５年(１９６０年)
そ

来恩寺
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鎌倉組 寺院対抗

きょう

永代経法要
永代経法要とは、故人をご縁として私の
ところまで届いた阿弥陀さまの救いを、さ
らに永代に(子々孫々まで)伝わりますよう
にと願って営まれる法要です。
今年は４月１８日(土)午後１時３０分か
ら。ご講師をお招きして厳修いたします。
だい おん き

親鸞聖人750回大遠忌
鎌 倉 組 記念行事
期日
会場
内容
講師

２００９年５月２４日（日）
鎌倉芸術館大ホール(1500名収容)
「記念法要」「記念講演」
島 田 洋 七 氏
(佐賀のがばいばあちゃん 脚本･監督)

入場料 １名 ２千円（全席自由）
チケット申込みは来恩寺へ

ボウリング大会と新年会
来恩寺の所属する鎌倉組（１６ヵ寺）仏
教壮年会連盟では、毎年寺院対抗のボウリ
ング大会と新年会を開催しておりますが、
今年は１月２５日(日)午後２時より、横浜
市磯子区の「新杉田ボウル」と、磯子区汐
見台の「汐美苑」を会場に開催されます。
寺院対抗ということで、対抗戦では各寺
院の上位３名の成績で順位を決定。また子
どもたちには子ども用の賞品もあり、参加
者全員に参加賞もありますので家族みんな
が楽しめる大会となっております。
参加費は一名2500円、中学生以下は無料。
新年会のみの参加は1500円です。
来恩寺選手団は平塚からマイクロバスで
参ります。１月17日までにお寺へお申し込
みください。

毎月の「聖典に学ぶ会」は１月は休止 ２月は１日（日）午後３時から。迎えは２時３０分です。

鎌倉組の親鸞聖人７５０回大遠忌記念行事は２００９年５月２４日(日)午後。鎌倉芸術館です。

来恩寺

来恩寺

親鸞聖人750回大遠忌
「お待ち受け法要」

にい ぼん
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新盆・盂蘭盆法要

2011年(平成23年)に宗祖親鸞聖人の750
回大遠忌が、御本山で厳修されますが、そ
れに先立ち、全国の真宗寺院でも「お待ち
受け法要」が勤まります。来恩寺では本年
１１月２１日(土)午前に厳修いたします。

今年の盆法要は７月１８日(土)に勤まり
ます。新盆法要は午前１０時３０分から、
通常の盂蘭盆法要は午後１時３０分からで
す。ご講師はハワイ在住で元ホノルル別院
輪番の川路広美先生です。お弁当持参でぜ
ひ両法要にご参拝ください。

来恩寺

東京教区南ブロック

ほう おん こう

親鸞聖人報恩講法要
浄土真宗の門徒が一番大切にしている法
要がこの「宗祖親鸞聖人報恩講法要」です。
住職も多くの皆さんに参加していただき
たいと思っている法要ですので、法要後は
大ビンゴ大会などを催しております。今年
は１１月２１日(土)午後です。

鎌倉組 仏教壮年会連盟

念仏奉仕団「すす払い」
鎌倉組の仏教壮年会連盟では、２年ぶり
に御本山の念仏奉仕団、しかも年末の「す
す払い」に参加することが決定いたしまし
た。期日は１２月１９日(土)・２０日(日)
です。住職いち押しの企画です。次回の参
加は未定ですので、ぜひ今回ご一緒に！

来恩寺

「餅つきと忘年会」
三回目となります今年の「餅つきと忘年
会」は１２月２７日(日)となります。
昨年は合計２３臼をつき、みんなヘトヘ
トになりました。ということで今年は元気
な「つき手」を大募集いたします。ご家族
でご参加下さい。

夏休み子ども会 (２泊３日)
小学校３年生から中学３年生を対象にし
た南ブロック門徒子弟研修会「お寺の林間
学校」が、今年は７月２９日(水)～３１日
(金)に、三島の長照寺と箱根の里を会場に
開催されます。毎回趣向を凝らした楽しい
プログラムが展開。ぜひご参加下さい。

本願寺ハワイ教団
だい おん き

親鸞聖人750回大遠忌法要と
開教120周年記念行事参加
本願寺ハワイ教団では本年９月５日(土)
と６日(日)の両日、「親鸞聖人750回大遠
忌法要」と「本願寺ハワイ教団開教120周
年記念法要」が勤まります。
来恩寺では本山の企画する団体参拝に参
加し、現地で慶びを共にしたいと思います。
ぜひご賛同いただきご参加下さい。
日程は９月５日～11日、主な行事はご門
主夫妻を交えた記念晩餐会。ご門主ご親修
の法要。ホノルル別院での現地門信徒との
交流会など。宿泊と晩餐会・法要などの会
場はワイキキのヒルトン・ハワイアンビレッ
ジ・ビーチリゾート＆スパです。日本から
の参加募集人数は1000名ですので、なるべ
く１月中に来恩寺にお申し込み下さい。

１月の「ほのぼの法話会」は１７日(土)午後１時半から。迎えは12時半頃に茅ヶ崎駅北口です。

毎週日曜日午前７時から「日曜礼拝」を行っております。ご近所の方はぜひご参拝ください。

宗派不問の永代共同墓地。お友だちに
もお知らせください。生前予約も可です。
名称 永代廟「永遠の絆(とわのきずな)」
費用 遺骨一体２０万円(小学生以下)
大人の遺骨は一体３５万円です。
年間の管理費等は一切必要ありません。
毎月上旬、午後３時からの話し合い法
座「聖典に学ぶ会」。１月はお休みで、
２月１日(日)はご講師に、医師で浄土真
宗の篤信家でもあります、田畑正久師を
お迎えして開催いたします。
初めての方も大歓迎です。ご参加を！。

永代共同墓地
宗派不問

聖典 に学ぶ会

如是我聞 の会

ほのぼの法話会

毎月第３土曜日午前１１時から、身近
な問題をみんなで話し合う「如是我聞の
会」を開催中です。１月は１７日午前11
時からで午前10時30分に駅北口にお迎え。
２月は２１日です。午後は法話会ですの
で、お弁当持参でお越しください。
毎月第３土曜日午後１時３０分から
「ほのぼの法話会」を開催しておりま
すが、１月は１７日、２月は２１日で
す。迎えは駅北口広場自家用車乗降所
(コージーコーナーの所)に１２時３０
分頃です。お気軽にご参加ください。

もん
が
ぜ
にょ

雑 記

住職 の好き な中
国のこ とわざ に、
「有縁千里来相会 無縁対面
不相識」というものがありま
す。意味は「縁あらば千里を
お
会いに来るも、縁なくば会う
てもすれ違うまま」です。
本当にそう思います。縁が
あれば、どんなに遠く離れて
いても会って語らう事ができ
ますが、縁がなければ、近く
にいて顔を会わせていても、
話をすることもなければ存在
の認識もないのです。
しゅ じょう
ど
仏教でも 「縁なき衆 生 は度
がた
し難し」と言い、縁のない人
はどうにもならないと、縁の
大切さを言われております。
ですから、住職は何とか皆
ちょう もん
あ
さんに仏法 聴 聞の ご縁に遇っ
てもらおうと、あの手この手
の縁作りを考えております。
それがライオン寺だより新年
号の表紙と２ページ・３ペー
ジの諸行事です。
たとえば、五月と十月に予
定している来恩寺のゴルフコ
ンペですが、皆さんは「住職
がゴルフ好きだから計画した
ものだ」と想像されるかも知
れませんが、決してそうでは
ありません。

住職がゴルフコンペを計画
するのは、コンペで住職と一
緒の組でプレーする人とは、
最低五時間ぐらいは一緒にな
りますので、その間に仏教の
話を何度かできると考えてい
るからです。
このように来恩寺のすべて
の行事は、住職の涙ぐましい
自己犠牲によるご縁作りであ
ると皆さんはご認識ください。
ところで、五十年に一度の
親鸞聖人御遠忌法要が二年後
に迫ってまいりました。今年
の四月には来恩寺の所属する
鎌倉組の参拝日 春(と秋の二回 )
が決定し、参拝旅行のコース
なども夏頃までには決まり、
募集も始まることと思います。
来恩寺有縁の皆さまには、
何を差し置いてもこの法要だ
けはご参拝ください。住職の
企画するゴルフコンペとは桁
違いのスケールですので、参
加して後悔することは決して
ないと思います。
住職は、自分の喜ぶ「仏縁」
を皆さまにも味わって欲しい
と願っております。人間の価
こ
ぱ
み じん
くだ
値観など木っ端微塵に砕かれ
る、そんな仏の価値観を聴聞
によってぜひ味わって下さい。

今月の話し合い法座「如是我聞の会」は１７日(土)午前１１時から。迎えは１０時３０分です。

