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シェアザバウムクーヘン

QR コード

六月 二十 四日 月

木魚体験
木魚体験!!

香袋とお念珠の記念品
香袋とお念珠の

告 知は、大念寺の掲示板、 でさせていただいております。
内容は、境内やお寺 周辺の町の清 掃をおこない
本堂でお念 仏をお称えさせていただいた後に
お寺カフェをいたします。

大念寺では、月 一回のペースでお寺の朝活テンプルモーニングを行っ
ております。

また、お寺に来てね。

ポクポクと

お茶とお菓子はご用意させていただきます。
月替わりで、フラワーアレンジメントやマインドフルネス
仏画を描いたり、お念珠作りなどを
企 画しております。

お寺カフェで、ご供養 のご相談も承っ
ております。
みなさまのおこしを、お待ちしております 。

いただきますの意味
いただきますの意味と

「
シェアザバウムクーヘン」とは、「
バウムクー 松前 小学 校の、子 供達 が 町探 検に来てく れ
ヘン博覧 会」会 場 内 にチャリティコーナー ました。
を設置、「
バウムクーヘンをシェアしよう」と
いうメッセージのも と、来 場者 に１００円
以上の寄 付を 依 頼 。寄 付金 をユーハイム
様 のバウムクーヘン購 入にあて、全 国の寺
院と支援 団 体を 通じて子 供達 に届ける
という企 画です。

)
(

一日中施しを求めやっ
とのことでお金を得、油屋さんにもっ
ていきました。
ところが、必死になっ
て手に入れたお金は、一灯分の、お金にもならなかっ
たのです。
ナンダは、油は売れないと断る主人にそこを何とか、と懇願します。ナンダの熱意に、主人は、な
ぜそんなに油をほしがるのかを尋ねたのです。
すると、ナンダは、「
お釈迦様にどうしても 一灯を布施したいのです。どうか
」
自分が、お釈迦様のお説法を聞いていること、そして、お釈迦様のために、何とか、布施をしたい
ことを熱心に語りました。
その、ナンダの尊い布施の心に感激した油屋の主人は、「
分かっ
た。足りない分は私が布施させて
もらおう。」
とナンダに油を譲っ
たのでした。

https://otera-oyatsu.club/
oyatsu.club/

テンプ ルモーニング のお知らせ

おてらおやつクラブ HP

「いのち」の大切さをお話ししました。

一

https://dainenji.net/

翌朝、精舎では、仏弟子の目連が灯火の後始末をしていました。その中に 一つだけ、夜が明けて
なお明るく輝く灯があっ
たのです。
その灯は、消そうとしても、一向に消えませんでした。
不思議に思っ
た目連は、お釈迦様にそのことをお尋ねしました。
すると、お釈迦様は
「
それはナンダという女乞食が布施した灯火である。その灯はとてもそなたの力で消すことはで
きない。たとえ大海の水を注いでも、燃え続けるであろう。それこそ、一切の人々の心の闇を照
らそうとする、海よりも大きな広済（
こうさい）
の心から布施された灯なのだ。」
と答えられた
のでした。

たくさんの子供
たくさんの子供達にお届け
にお届けいただきました。
いただきました。

大念寺寺 報 令和元年七月

長者の万灯よりも貧者の一灯のお話

TEL

女乞食のナンダは、お釈迦様のお説法に足を運ぶうちに、お釈迦様のために何かしたいと考える
ようになり。しだいに精舎（
寺）
を照らす、灯を布施しようと決意します。

大念寺 QR コード

合掌

HP

第3号
布施の功徳は決して、量の大小によっ
て決まるものではありません。
その心がけこそ 一番大切なのです。

まつやま子供食堂
まつやま子供食堂のみなさん
のみなさんのご協力
のご協力によって

住
職
の
こ
と
ば

潮音 の友 募集中です。
お寺には、様 々な可能 性があります。
もともと、お寺は地域の人 々が集う憩いの場でありました。
ご供養 やご葬儀も 大 切ですが、お寺が地域のみんなで、
助け合い楽しむ場であることも、
同じく 大 切なことだと思います。
お寺でマルシェやお寺でカレー
サウンドシステムでみんなでカラオケをしたりと
お寺で音楽祭など可能 性は無 限にあります。
一緒にお寺から 町を盛り 上げる仲間を募集しております。
どんな形でも 大丈夫です。

お寺葬のご案内

19日 おてらおやつクラブ発送

こんなことやっ
てみたいという 提案も 大歓迎です。
お気 軽にご連絡ください。

28日 おてらおやつクラブ募⾦（\6,000）

これからは、福祉で生活している人やお骨の引き取り手さ
えいない人も益 々増えると言われており、地域や葬儀 社さ
んとお寺が手を 取り合っ
ていく時 代になりつつあります。
とはいえ、直葬やお別れ葬をされて、後に後悔される方も
多いのが現状です。
大念 寺 では、直葬 は行いません。お寺 の本堂には、も とも
と祭壇がございます。
ご家 族の方と葬儀 社さんとお話をさせて頂き、本堂で、阿
弥陀様の前でご供養をさせていただいております。
ご供養 とは仏様へのおもてなしです。
精 一杯のご供養 ができたというそのお気 持ち やお 心が大
切と考えています。
お檀 家 さんであれば、お通夜からご葬 儀 での会館 の使 用
料はかかりません。
檀 信徒会館での遺 族の方 々の寝泊まり、会食も 可能となっ
ております。
様 々な方法がございます。
住職までどうぞお気 軽にご相談ください。

27日 吉田町ボランティア

蓮 の友 の仲間を募集します。

17日 ⻄予市ボランティア

仏様の蓮を 一緒に育ててみませんか

2019年

蓮の植え付けに参 加された施主のネームプレートを
貼らせていただき
一年間、阿弥陀様にお供えさせていただきます。
仏さまに、仏花お花をお供えすることは
大変良い功徳となります。

3日 おてらおやつクラブ発送

4月

6日 チャリティーTシャツ

3月

おてらおやつクラブ発送

2月

26日 おてらおやつクラブ発送

12月

⻄日本豪⾬災害街頭募⾦（\10,000）

10月

4日 おてらおやつクラブ募⾦（\3,000）
9月

28日 浄⼟宗災害救援義援⾦（\30,000）

8月

14〜15日 高浜地区ボランティア

７月

参 加をご希 望の方は
ご連絡いただければと思います。
どなたでも参 加いただけます。
一期 一会のご縁を大 切に
南無 阿弥陀仏

大念寺の永代墓

大念寺の永代墓ですが先祖の多い方はお骨を合祀墓で減らし一つの区画に納

めることも可能です。

通常３０年ぐらいで合祀されるのが主流ですが、

大念寺永代供養墓にお預かりしたお骨は

永代にわたり合祀はいたしません。

戒名版の前で一人一人お心を込めて

お手を合わせることができるようになっております。

そして、私は住職墓は作りません。ここが住職墓です。

私もいつかここに納めていただき永代にわたり共にお守りいたします。

寄付
寄付福祉活動
福祉活動報告

2018年

11日 ⻄日本豪⾬⼤洲ボランティア

