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心よりお願い申し上げます。

ております。皆様のご支援ご協力を

記念すべき 開山忌 にした いと思っ

とから当山もその勝縁にあやかり、

寿亀山 弘経寺

四月十日 土( 、
)麗らかな春の日差
しの下、弘経寺開山忌が厳修されま

開山忌

発行所

した。
大 本 山 増上 寺 執事 長・ 当 山住 職
楠美知仁上人お導師のもと、水海道
部内のお上人方にご随喜を賜り、開
山忌法要をお勤めいたしました。今
年も十六名 のかわ いらし い天童稚
児がお練り 行列や 法要に 華を添え
てくれました。
私が弘経寺に就任して以来、開山
忌に雨が降 ったこ とは一 度もあり
ません。この度の開山忌も例外では
なく、四月九日は時々小雨が降り、
四月十二日 は一日 中冷た い雨が降
りましたが、四月十日は晴天でした。
「弘経寺は 阿弥陀 様にお 守りいた
だいている」と感じました。阿弥陀
様にお守り いただ いてい るおかげ
で、無事に開山忌を勤めさせていた
だくことができるのだと思います。
来年四月には浄土宗の開祖・法然
上人の八〇 〇年御 忌が全 国の総本

山や大本山 を中心 に開催 されるこ
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開山上人（お練り行列にて）

楠美知仁住職（お練り行列にて）

稚児潅頂（開山忌法要にて）

常総市豊岡町甲1

祈り
水子供養

子供数珠繰り
子供数珠繰り
お稚児さん（お練り行列にて）
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天樹祭
ざいました。

えたことによって、 一｢切唯心造 の
｣
テーマと共 にその 最大の 目標が達

ま た来 年の 天樹 祭で お会 いし ま
しょう。

千姫行列お待ち受け

子供献茶式

今年の一文字

千姫様ご登壇

会津奴隊の皆さん

千姫様ご入場

成されました。本当にありがとうご

四月十一日 日( 、)平成二十二年度
の天樹祭が 桜色に 染まっ た境内に

て開催されました。
世話人さんをはじめ、弘経寺にご

縁のある方々にお知恵を拝借し、共
に汗を流し運営した天樹祭。昨年の
秋に企画をはじめてから、当日に至
るまでいろ いろと 苦労は ありまし
たが、五〇〇〇人もの来場者にご参
拝いただい たとい う結果 によって
「すべてが報われた」そんな心地に

2

なりました。これもひとえに共に天
樹祭を造っ ていた だいた 皆様のお
かげと、心より感謝申し上げます。
今 年 は ご来 場 くだ さる 方 々お 一
人お一人の 御心が 素敵な 天樹祭を
造ってくだ さいま すよう にと願い
を込め「一切唯心造」（私達の存在
のすべては私達の心が造る）をテー
マとして開 催させ ていた だきまし
た。当山の世話人・檀家はもちろん
お手伝いく ださっ た方々 や演者さ
ん、来場し てくだ さった すべての
方々の手によって、四月十一日、天
樹祭は美し い作品 に仕上 がりまし
た。「共に造る」喜びを天樹祭にか

かわったす べての 方々と 分かち合

4 月 11 日(日) 弘経寺参道
オープニングセレモニー
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境内の賑い

浄焚の火

パネルシアターに見入る子供達

学生ガイド

2010 年 5 月

雅楽・琴演奏

薬師祈願

パネルシアター

お香教室
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雅楽演奏

散餅散銭の儀

フルートコンサート

野点茶会

沢山ご寄付くださいました。

今後ともよ ろしく お願い 申し上げ

克服すれば、すべてをお任せして、

が故に感じる恐怖。これらの恐怖を

だいたお菓 子と二 四七二 個のお餅

「はずである」と言っているうち

ます。

四月七日は餅つきの日でした。朝
を、散餅散銭の儀にご参加下さった

四 月四 日（ 日） 午前 八時 より 飯

は今を生きることはできない。目を

開山忌天樹祭の両日、ご寄付いた

八時より、飯田喜一さん、飯田孝夫
大勢の子供 達に沢 山お持 ち帰り頂

沼・横曽根地区担当により清掃作業

つむって溝 を飛び 越すよ うな「信

もちつき

さん、飯田洋子さん、石塚敏正さん、
いたことを、何より嬉しく思いまし

が行われました。おかげさまで、き

目をつむっ て阿弥 陀如来 の懐に飛

石塚規子さん、稲葉威穂さん、猪瀬
た。お菓子をご寄付くださいました

れいな境内・堂内に開山忌・天樹祭

い。

五月の写経会

五月二十二日（土）

びこめるはずである。

雅子さん、海老原正美さん、海老原
皆様に心より御礼申し上げます。

清掃当番

泰治さん、落合光子さん、高橋博子

のお客様を お迎え するこ とができ

信仰

ました。ありがとうございました。

話人さんを はじめ お檀家 の皆様に

弘経寺主管 金田大祐

は大変お世話になりました。
四月九日 金( は)幕を張ったり、幡
や看板を立てたりしました。

渡辺和子さんは 信
｢仰というのは、
目をつむっ て溝を 飛び越 すような

開山忌・天樹祭準備のために、世

お手伝いありがとうございました

仰」を身につけるまでは 本
｢ 当に生
きる こ
｣とを実感することはできな

さん、古谷明美さん、古谷フミエさ
ん、古谷まよさん、古谷正男さん、
古谷礼子さん（以上、五十音順）が、
開山忌・天樹祭の散餅 散･銭の儀の
ためお餅を作って下さいました。
二ッ谷の石塚良政さんが一俵、小
島良則さん と飯田 孝夫さ んがそれ

ものなのですよ と
｣いうシスターの
言葉に励ま され洗 礼を受 けたとそ

談

3:10 懇

また、お餅を作ってくださった皆さ

餅米をご寄付くださった皆さん、

方々におかれましては、準備から開

また、駐車場係の方々・接待係の

懐に目をつ むった ままエ イッと飛

※毎月第四土曜日に開催しています。

他
円 )
｢ 力本願 つ｣まり 阿｢弥陀様にすべ
てをお任せする と｣いう教義がある。 携行品 小筆（当日受付でも販売い
溝 の向 こう 側に いる 阿弥 陀様 の
たします）

上、五十音順）が開山忌・天樹祭の

ん、山崎石材さん、渡辺武徳さん（以

さん、滝本恵美子さん、広瀬和彦さ

塚正男さん、小島良則さん、上信堂

飯田博之さん、石塚鉄雄さん、石

よりよい行事に育てつつあります。

す。皆様のご協力が開山忌天樹祭を

のおかげと 心より 感謝申 し上げま

もひとえに、お手伝いくださる皆様

方々が年々増え続けています。これ

開山忌・天樹祭へご参拝くださる

恐怖。為すべきことを為していない

らだらと生 きてい るが故 に感じる

ていないが故に感じる恐怖。日々だ

今 とい う時 間を 精い っぱ い生 き

込めないか、恐怖があるからである。

がら情けない限りである。なぜ飛び

お菓子のご寄付有難うございました

散餅 散
･銭の儀のためのお菓子等を

二月

一日 松本千代子殿 七五歳

八七歳

八〇歳

八八歳

七日 片庭静枝殿

四月二〇日 飯田利雄殿

三月

ご冥福をお祈り申し上げます。

極楽へ往生されました。

阿弥陀様の慈光の中、次の方々が

お悔やみ

ん、本当にありがとうございました。 山 忌 天 樹 祭 当 日 ま で お も て な し の

ぞれ三〇㌔ ずつの 餅米を ご寄付く

2:50 お念仏

会費一〇〇〇円 高
( 校 生 以 下 は五 〇 〇

経

どなたでもご参加いただけます。

の著書で語 ってい る。浄 土宗にも

2:20 写

びこめるかといえば、私には怖くて

四月十日 土( は)開山忌終了後、夕
方までテン ト張り をお手 伝いいた

話

心をもって、誠心誠意おつとめくだ

ださり、できたお餅の数は二四七二

2:00 法

無理である。浄土宗の僧侶でありな

だきました。

付

さいました。

個になりました。

1:45 受

四月二一日 北島裕三殿
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