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夏休み 境内で盆踊りの練習が行われました
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宗祖親鸞聖人７５０回御遠忌法要にむけて

２０ １１ 年春 に親 鸞聖 人御 遠忌 法要 が 本
山で厳 修さ れま す︒ 団体参 拝の 募集 を ︑来
年春から開始する予定です︒
今回 皆様 には ︑総 上山 をお 願い する 心 意
気で臨みたいと思っています︒
私も 毎日 ︑住 職と して ︑親 とし て︑ 子 と
してさ まざ まな 悩み 苦しみ を抱 えて 生 きて
います ︒も しも 聖人 の教え に出 会っ て いな
かった なら ︑世 間に 対する 見栄 えを 気 にし
て︑他 人を 見下 すば かりの 私に なっ て いた
でしょう︒
自分 は﹁ 罪悪 深重 の凡 夫﹂ であ ると し て
聖人が歩まれた道は︑
﹁この私が歩めたので
あるか ら︑ あな たも 歩いて くだ さい ﹂ と示
された 道だ と考 えま す︒そ して お念 仏 の道
を歩む 者は ︑泥 に咲 く蓮の 花の よう に 尊い
人であると︑聖人は教えてくださいました︒
ご縁 のあ る方 々に 呼びか けて ︑皆 様 とご
一緒に ︑聖 人の ご法 要に参 詣し たい と 思っ
ています︒

日 子ども会歓送迎会

玉永寺しゃしん日誌
４月

５月

日〜

日 祠堂経法要

のご苦労︑戦死した祖父︑代務住職として

玉永寺を守った祖母について︑講演をしま

した︒近いうちに整理して出版する計画を

立てています︒

月

日の玉永寺報恩講晨朝にお

なお︑前々坊守︑石川瑠璃子二十七回忌
法要を

勤めします︒
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今年は二人卒業︑一人入会です︒終了後︑

だきました︒浄土とは何か︑無量寿経の願
文などについてお話しされました︒皆様の
参詣のおかげで︑にぎやかな法要になりま

日 水橋９条の会

した︒心から感謝申し上げます︒
６月

水橋ふるさと会館で多くの聴衆を集めて
開催されました︒玉永寺前坊守が疎開児童
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シャボン玉大会をしました︒最初はなかな
かうまくいかなかったのですが︑コツをつ
かんで︑みんな上手になって楽しんでいっ
てくれました︒子ども会は毎月第２土曜日
に催しています︒
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柳町永宗寺住職︑永崎暁氏にお話しいた
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７月

日 玉永寺同朋の会

ぜひ︑遊びにいらしてください︒

代表は舟橋の土井誠康さんです︒皆様も

いろいろな方がおいでになっておられます︒

しています︒ご近所の方や関心のある方︑

曜日午後２時から︑法話と茶話の会を開催

﹁正信偈﹂をテキストとして毎月第３土
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７月

日 玉永寺委員会

○２００８年度事業及び決算報告
○２００９年度事業及び予算審議
○保険加入について
○前々坊守二十七回忌法要について
地区役員が集まり予算決算が承認されま

日〜

日 宿題をやりましょう会

した︒内容については別紙をご参照くださ
い︒
７月

ています︒

行われますが︑毎年このようなこともやっ

夏休みの間︑玉永寺境内でラジオ体操が
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８月

日〜

日 暁天講座
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﹁茗荷のいわれ﹂
︑

日は白山市仙龍寺住

日は朝日町光照寺若院︑藤條法彰氏
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とにありがとうございました︒

しいただきました︒二日間のご聴聞︑まこ

職︑春秋賛氏﹁砂上の楼閣﹂の講題でお話
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21
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20
日 日中 午後１時半

10

日 午前９時半より
仏教婦人会が開催されます
日 午前 時より
光寿院釋尼瑠璃二十七回忌法要を
お勤めします
お誘いあわせお参りください
10

法話 聞願寺 埴山法雄氏

報恩講

玉永寺 親鸞聖人に遇う

月

時

日 日中 午後１時半

10
日 晨朝 午前

10

月

10
20

21

月６日〜８日

詳しい日程は玉永寺まで

音楽法要・バザーが催されます

帰敬式︵おかみそり︶

法話 三島多聞氏︵高山︶

富山東別院報恩講
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編集後記

○今年も災害の 多い年でし た︒農家の

方々はこれから稲刈りですが︑冷夏の影

響は出るのでしょうか︒案じています︒

○息子の慧が金沢大学二回生になりまし

た︒教育実習の一環に介護実習があるの

ですが︑デイサービスのレクリエーショ

ンで正信偈のお勤めを教えたということ

で︑驚いています︒夜︑金沢別院で真宗

学院に通っています︒

○これから年末にかけて︑皆さんのお宅

へ報恩講のお勤めに伺います︒どうぞ︑

よろしくお願いします︒
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