パネルシアター

10 時 30 分

淑徳短大パネルシアター部上演
子供数珠繰

11 時

学業祈願、健康祈願
稚児集合

13 時

飯沼集会所
稚児記念撮影

14 時

山門前にて
お練り

14 時 30 分

下馬へ集合→お練り行列出発
開山忌法要

15 時

楠美知仁住職御導師
散餅・散銭

16 時

向拝にて

開催します。日程は右記の通りです。

寿亀山 弘経寺
〒303-0041

常総市豊岡町甲1
℡0297-24-0895

申込

ご記入の上、冥加料 一(霊につ

回向申込用紙 に必要事項を

日時 四月十一日 土( )午前十時
場所 弘経寺 水子地蔵前

記

の尊い法縁に、是非ご参拝ください。

水子のご供養のため、この開山忌

いします。

念仏をお称 えして 地蔵菩 薩にお願

無事浄土へ送り届けられるよう、お

様として信仰されています。水子が

間をさまよ ってい る水子 を救う仏

へたどり着 けずに この世 と彼岸の

当山の水子地蔵菩薩は、極楽浄土

みます。

山忌にて左 記の通 り水子 供養を営

大 本山 増上 寺別 院弘 経寺 では 開

水子供養

非ご参拝ください。

に感謝する大変大事な法縁です。是

た嘆誉良肇上人を偲び、その御遺徳

開 山忌 は飯 沼弘 経寺 を創 建さ れ

弘経寺だより

水子地蔵前

開山忌

10 時
今年の開山忌は四月十一日 土
(）で
す。天樹祭（千姫まつり）の前日に

水子供養

発行所

き二〇〇〇円 を
)添えて、世話
人さんにお願いしていただく

か、現金書留にて三月二十五
日までに左記の送付先へお送

パネルシアター上演

午前一〇時三〇分

弘経寺 本堂

午前一一時

会場

無料

子供数珠繰

会費

たちの身体 健全や 学業成 就を願っ

大きな数珠を共に繰りながら、子供

たちに輪になって座っていただき、

画いたしました。弘経寺本堂に子供

して、今年から「子供数珠繰」を企

開 山忌 の新 しい 行事 とい たし ま

お守りするという由来から、天の童

いいお稚児 に姿を 変えて お導師を

て出発します。諸天善神が童のかわ

が大門通り の下馬 より本 堂に向け

先立ち午後二時半に「お練り行列」

山忌法要が厳修されますが、それに

四月一一日（土）午後三時より開

〒

303-0041常総

て、弘経寺本尊の阿弥陀如来に御祈

ということで「天童稚児」がこの行

0297-24-0895

願をさせていただきます。また、数

列に加わります。古よりこの役をつ

1℡

弘経寺

りください。
送付先
市豊岡町甲

珠繰の前に は子供 たちに 大人気の

とめたお子 さんは 丈夫に 育つとさ

開山忌「天童稚児」参加のおすすめ

淑徳短期大 学の学 生さん たちによ

れています。

子供数珠繰り

るパネルシ アター の上演 も予定し
お子様、御父兄の皆様、どなたで

長を願って是非お誘い合わせの上、

様の幼いお 子様方 の幸せ な無事成

どうぞこの得難い勝縁を慶び、皆
もお気軽にご参加ください。参加費

多数ご参加 されま すよう お勧めい

ています。

は無料です。

記

たします。
供たちの健やかな成長を願って、新

左記の通りの日程で営みます。子

しい弘経寺本堂での「子供数珠繰」

着付けがございますので、午後一

馬」を出発しますが、稚児衣装の

※お練りは午後二時三〇分に「下

集合日時 四月一一日 土( 午
)後一時
集合場所 飯沼地区集会所
に是非ご参加くださいますよう、ご

午前一〇時一五分

記

案内申し上げます。
集合

時に飯沼地区集会所にお集まり

1
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ために汗を流して下さったのは、小

猪瀬侃男さん、飯田敏一さんの十名

さん、稲葉威穂さん、飯沼静夫さん、

政さん、飯田喜一さん、五木田芳夫

一日と十二日ですので、境内、堂内

溜井地区です。開山忌、天樹祭が十

作業を行います。当番は細野、六軒、

四月五日（日）午前八時より清掃

しかし、だからと言って歩みを止め

くなりがちなムードが漂っています。

私達の身の回りを見渡してみても、暗

が相変わらず世の中を覆っています。

不 景気だ 世界恐 慌だと 不安な情 勢

編集後記

でした。また、おいしいお昼ごはん

共にきれいにして、気持良くお客様

るわけにはいきません。歩みを止めて

清掃当番

を飯田洋子 さんに ご用意 していた

をお迎えしたく思っています。担当

しまえば、もっと悪くなるだけです。

島義則さん、石塚正男さん、石塚良

だきました。

地区の皆様 よろし くお願 い申し上

お陰様で、裏山が見違えるほど、

今まで以上に 頭を使わな ければなり

きれいになって参りました。今後さ

いて下さるのだと思います。

三月になったとはいえ、未だ冬の寒

もそんな暖か さを感じさ せてくれる

法縁になると いいなぁ… と願いなが

ら四月十一日までの残りの一ヶ月、が

んばって準備 をして参り たいと思い

ます。皆様のご協力に心より感謝申し

上げます。

合掌

編(集子

)

げます。

一月二六日午前一〇時、当山にて

ません。今まで以上に汗をかかなけれ

だけ自分が通 用するのか 試してみた

じています。その試練に対して、どれ

弥陀様が与え て下さった 試練だと感

私 はこの 今の混 沌とし た状況を 阿

らに整備さ れて行 くのが 楽しみで

の 本堂 改修 工事 のため のご 浄財 が集

七三、二三三、六三七円

平成二十一年二月までに

浄財勧募のご報告

防火訓練が実施されました。常総広

した皆様、本当にありがとうござい

ばなりません。

県西出張所、常総市教育委員会の皆
ました。

域消防本部、水海道消防署北出張所、 す。この度作業にご参加いただきま
様のご協力により、通報訓練、消火
訓練、非常持出訓練、避難誘導訓練
が行われ、訓練に参加した当山檀家、 桜の植樹
二月二二日 日( 、)世話人さん方に
桜の苗を十 五本境 内に植 えていた

申し上げます。

お悔やみ
阿弥陀様の慈光の中、次の方 が極
楽へ往生されました。
ご冥福をお祈り申し上げます。
一〇三歳

一月一一日 海老原とみ殿 八七歳
二月一日 石塚よし殿

いと思います。それを阿弥陀様は見て

ただきました。見学にいらしていた

だきました。弘経寺の桜はほとんど

さが続きます。冬の寒さをしっかりと

まりました。ご協力ありがとうござい

きぬ幼稚園 の先生 や園児 の皆さん

が老木ですが、四月になると一斉に

味わった者だけが、春の暖かさに感謝

主管共に大 変良い 勉強を させてい

も消防士さ んの訓 練の様 子を熱心

美しく咲き誇ります。二十年後、三

することができます。開山忌、天樹祭

ができるようにとの願いを込めて、

ます。引き続きご支援のほど、お願い

に見入っていました。

十年後もこ の美し い桜を 見ること

員長様より 火事の 怖さと 対処の仕

桜の子供を 一本一 本境内 に植えま

訓練後、消防署長様、大塚教育委
方、訓練の総括についてのお話があ

した。
りがとうございました。

お手伝いいただきました皆様、あ

り、大変有意義な防火訓練となりま
した。
弘経寺山林整備
二 月八 日午 前九 時か ら境 内裏 山

の整備作業が行われました。作業の
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