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御信徒の方で、直接のお参りがなかなかできな

に支障をきたしてしまっては元も子もありませんが、

い中、
お参りもしないで御祈祷を申し込んでしまっ

一世一代をかけた大きな出来事に対してのお願

て聖天様に失礼ではないかと心配される方が

いであれば、可能な限り直接お参りに来られる

いらっしゃいます。

か、
どうしても難しい場合は祈祷や法要、
お供物

また、知らずに間違った作法でお参りをしてしまっ

を通してご挨拶をするべきでしょう。

ていたと不安に思い相談に来られる方も多くい

間違った作法や失礼なことを知らずにしてしまっ

らっしゃいます。

ても、相手に対して誠実に向き合っていれば、
よ

聖天様は、仏様の中でも一番人間の立場に近

ほどのことでない限りとんでもない失礼とはなら

い天部の仏様でありまして、特に我々人間の感

ないでしょう。

性をよく理解してくださっております。

神仏に対して誠実に向き合うというのは、真剣に

したがってこのような不安は、聖天様との関係を

お参りをすることももちろんですが、常に見守って

そのまま人間社会に置き換えて考えてみるのも一

下さる神仏を裏切るような行為をしないというこ

法でしょう。

とでもあります。

例えば、遠方の取引先との連絡や日常の取引に

何か選択に迷った時、魔が差してしまった時、常

毎回直接出向いていたらスケジュールが成り立

に聖天様に見守られていることを意識し、聖天様

たない場合もあるかと思いますが、会社の命運

に胸を張って顔向けできるような行動を、特に浴

をかけるような大きな取引の場合は、
たとえ遠方

油祈祷の期間中は心がけたいものです。

であってもメールや電話のみで済ませることはな

その一つ一つの行動が、聖天様に対する誠意と

いのではないかと思います。

して伝わり、
より一層ご加護を頂けることでしょう。

聖天様に置き換えると、
日常のご加護を御祈願
するのに、無理をして遠方から通い詰めて生活

▶ 行事紹介 ◀
節分会

2月3日（木） 午前11:00

節分札１組：５００円也／福枡
（福豆付）
１升枡：３０００円／１合枡：５００円

本堂にて頒布。
売れ切れ次第終了

この一年の厄を払うため、
２月３日午前11時より節分会法要を執行いたします。
節分といえば多くの寺社で豆撒きを行っておりますが、
これには魔を滅する
「魔滅(まめつ)」
に通じるころから、
無
病息災を祈る意味がございます。
例年は15時より行っておりました法要は、
本年も昨年同様午前11時より執行、
神楽殿上からの豆まきはございま
せんので、
ご了承ください。
当日参拝の方には福豆お餅お菓子セットをお配りします
（法要後より先着200名。
無くなり次第終了）
※ただし社会情勢に応じて、
中止変更する場合がございます。

浴油講

2月20日
（日） 午前11:00

講金：1,500円也

当山では毎朝欠かさず
「浴油祈祷」
をおこなっております。
『浴油祈祷』
とはご尊像様を最上級の胡麻油にてお清め
し、
皆様のお願いを叶えてくださる密教の修法のひとつです。
毎年２月20日には1年間祈祷にて用いる胡麻油をお加持いたします。
皆様からご志納いただいた講金をその費用
にあてさせていただきます。
講に申し込まれた方には、
お供物として浴油祈祷用とともにお加持した食卓用胡麻油をお授けいたします。
聖天様
とのご縁をよりいっそう深める機会ですので、
ぜひごお申し込みください。
各法要中は本堂内でのご参拝はできません。
ライブ配信にてご参加いただけますので、
ご利用ください。

コロナ禍に対応して、少人数での行事を、
期間限定（令和4年3月までの予定）
で行っています。
日時：2月26日(土) 午前9:30〜10:30
場所：待乳山本龍院 信徒会館大広間
参加方法：1月20日より予約受付開始

定員：30名

日時：2月28日(月) 午前10:00〜
参拝方法の一例として、当山僧侶が皆様と一緒に末社を巡り、お勤めをします。
場所：待乳山本龍院

※注意事項：マスクは必ず着用して下さい。
お勤めは黙読または微音でお願いいたします。

本堂前集合

※注意事項：マスクは必ず着用の上、微音でおとなえ下さい。

御奉納
松本達郎様より参道入口の大提灯を
二張御奉納いただきました。

【諸行事参加について】
●朝まいり会・写経の会

▶予約電話番号

080-7419-1297

朝まいり会・写経の会は予約制となっております。朝まいり会は毎月1日か
ら7日(正月は8日から14日まで）開催しております。写経の会は第2日曜日と
その前日の土曜日の計2日、それぞれ午前10時の開催となります。いずれも
毎月15日より、翌月分のご予約を専用電話番号にて、ご本人様のみ受付いた
します。朝まいり会はライブ配信がございますので、ご利用ください。

●諸講・合同大般若法要
当面の間、当山僧侶のみで執り行います。ライブ配信がございますので、ご
利用ください。お申込み頂いたお札、お供え物等は法要終了時より受け取り
可能です。

皆様にお授けするお札やお守りは、僧侶が祈祷や法要時に加持（かじ＝仏のお力を受け止める作法）し、霊験を備
えさせていただいております。
当宗派では加持は密教作法で行っておりますので、具体的にご説明申し上げることはできませんが、その手順の
気持ち的な面を、あくまで私なりの解釈で追ってみますと、
まず浄水で守札を浄めた後、

①仏の智慧の目を見開いていただき
②その目で私たちの罪障を明らかにし、その消滅を祈り、
③その功徳（くどく）により清浄となった守札に仏〈大日如来〉がお下がりになり、
④さらに本尊〈大聖歓喜天〉がお下がりになる。
このようにして仏様、本尊様のお力をお分けいただいたお札お守りをどうぞ大切になさってください。
住職 平田真純

「星祭 報告」
境内のいちょうの葉もほとんど落ち、本格的な冬の到来を告げる冬至（12/22）の日、明

◀ 行事報告 ▶

年の除災招福を祈念する星祭法要を執り行いました。声明、散華で尊天様を供養し、申
込者家族一同のお守りをお加持いたしました。

「お正月 報告」
気温が氷点下近くになった午前０時、鐘の音
と共に開堂。新年の参拝をされるマスク姿の
方が多く見受けられました。正月特別祈祷は
11時より３が日の各日１座僧侶のみにて執行
いたしました。

「大般若法要 報告」
あつあつの風呂吹き大根は召し上がって頂けませんでしたが、2日から7日の間お下がり大根にご奉納済みの印を押して、お世話人様より参
拝者の方にお配りいたしました。例年とは違った形でしたが、多くの方に聖天様とのご縁を深めていただきました。
大根まつり当日は、前日の大雪により大根のように真っ白に積もった雪に囲まれながら法要が執り行われました。

節分会

2月3日（木） 午前11:00

節分札１組：500円也／福枡
（福豆付）１升枡：3,000円也／１合枡：500円也
浴油講大法要

2月20日
（日） 午前11:00

朝まいり会

2月1日〜7日

講金：1,500円也

午前8:00~8:30

会費：500円也

※事前予約制 詳しくは2面をご覧ください。

写経の会

2月12日（土）
、13日（日） 午前10:00

会費：500円也

※事前予約制 詳しくは2面をご覧ください。

合同大般若法要

2月25日
（金） 午前11:00

法要料：5,000円也

心 願 が 成 就 し 、よ り 一 層 の 御 加 護 を 頂 く た め に 、皆 さ ん と ご 一 緒 に お 上 げ す る 御 礼 の 法 要 で す 。
※法要は僧侶のみで行います、
ライブ配信をご利用ください
（詳しくは２面をご覧ください）

稲荷祭

3月6日（日） 午前11:00

婦人講

3月20日
（日） 午前11:00

講金：1,500円也
講金：1,500円也

ーー十二月御礼法要申込者御芳名ーー

工藤剛士・桐子・真奈

●百味供養法要

壱萬円以上：田中次郎、三島孝子、合田達・裕紀、菅野純

市原保美、田中裕美、伊東海、菅野純、林屋克三郎

小寺博道、池永政昭、宮司貴広、合同会社双葉、浅沼正治

玉木大介・亜由美

加治哲也（２口）、月岡祥子、赤根まほ、内田光彦、鵜澤欣彦

●大般若法要

徳田明美、栗原久、川合晶子、大石節

林屋克三郎、
（株）
大蓄ビル、
（株）
セレモニー鈴正、
市原保美

日本廣告（株）取締役社長浦野孝、安藤満雄、尾崎寛・こずえ

竹中輝夫、
竹内大樹、
（株）
たけした事務所、
山岸恒守・三浦龍輝

大嶋千晶、
坂本英一、
竹林テル子、
佐藤加代、
小澤悦子
三浦由佳、

伊波志津子・大輔、
森奎輔、
須磨宏文、
林屋講

久保田雅大、ボディクリスタル池袋 清水淳也、佐藤康子・静代

ーー十二月諸講奉納者御芳名ーー

（株）マーキュリーズ神谷、魚澤章人、寺田晶子、熊澤南水

●星祭

坂本静、橋本観光株式会社代表取締役 橋本吉巧

壱萬円：小林敦子、大野まさ子

新井ユタカ・治美、小川京子（２口）

七阡円：内田晴子
五阡円：安井直美、髙岡京子、斉藤澄子
参阡円：小野邦子
ーー十二月奉納者御芳名ーー
参拾萬円以上：三原徹
壱拾萬円以上：軽部栄子、井上穰
五萬円：太田恵里（２口）、綾部
参萬円：菅原磨枝、ASAMA株式会社、齋藤浩章、原田明美
稲荷幕：大野まさ子
弐萬円：髙岡京子、塩見直子・保子、水島響子、海老原富枝
巣山美子、若山久美子、㈱キクヤ小瀧隆義
胡麻油一斗缶：松永晴見、武田悟一
壱萬五阡円：畑中マサ江、
（株）たけした事務所

五阡円以上：髙岡京子、
荻原昭二、
竹内大樹、
中村和郎、
和栗実
（株）
洸真田村かほる、
乳井望、
渡邊善子、
鈴木昭雄、
石田りき子
岡村美智子、山田恭子、松岡幹人、宮原照貫
ティーシーエム合同会社代表社員 松岡幹人、小川穣治、平出剛
栗原涼羽駕、岡村守道・美智子、長嵜貞昭、荒木希江子
四阡円以上：柳田明子
参阡円以上：水野聡・佳世子、
伊藤真理(２口)、
鈴田佳子、
永谷静
（株）笹川製作所（２口）、日下晴恵、片岡靖志、諏訪ヒデ子
伊藤真理、露木啓子、上嶋聖人、上嶋諭、佐々木ゆか商店
柴嵜淳、鈴木逸朗、大久保充栄、新堀寿滿子
弐阡円以上：上田夕子、伊藤かず代、滝本照子
壱阡円以上：梅山和隆、藤平明尚、伊勢田依里美、河野栄太郎
小嶋美酉、安部かおり、横田美恵子 （敬省略）

皆様からのご質問、お知りになりたいことを受け付けております。
ご意見やご質問は ityou@matsuchiyama.jp までメールをお送りください。

