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※お手伝いをお願いできる方は、お寺にご一報下さい。よろしくお願い致します。 

今年も来る8月2日(日)に恒例の子ども夏まつりを開催します。 

マジックショー、ヨーヨー釣り、輪投げ、子ども和太鼓「高野太鼓」さんによる太鼓披露と

太鼓体験、盆踊り、かき氷、流しソーメン、いなり寿司、最後に子ども花火大会で終了。

お子さん、お孫さんとお寺で楽しい思い出を作りましょう！ 

 

ご門徒さんのお子さん、お孫さんはもちろん 

ご親族、ご近所の子どもさんも参加歓迎です 是非お誘い下さい 

 第７回 天真寺子ども夏まつり  

■ 日 時： ８月２日 (日) 
           午後２時受付開始～午後７時半頃を予定 

■ 場 所： 天 真 寺  ■ 参 加 費： 無料です 

 

 

☆ようこそようこそ いらっしゃい☆ 
お寺の玄関にご門徒さん手作りの天ちゃん 

左は焼物、右はひょうたん、可愛いです 

ご一緒に浄土真

宗のみ教えを聴

き ま せ ん か。入

会随時受付中。 

 

毎月、お寺のた

よりと仏教冊子

を配布していま

す。年会費は一

戸三千円。 

門信徒会 

入会案内 

天ちゃんの一言 

★ 盆名簿お供えのご案内 

★大町やすらぎパーク「やすらぎ堂」合同お盆法要のお知らせ 

「やすらぎ堂お盆法要」 8/13(木)午前の部10:30/午後の部13:30 
大町やすらぎパーク内にお墓がある方、合葬墓やすらぎ堂にご納骨の方、

ご家族でもお知り合いでも、どなたでもご自由にお参りいただけます。屋外

のやすらぎ堂前で、30分程の法要となります。ご参拝お待ちしております。 

2015年 8月 

日 月 火 水 木 金 土 

      1 

10:00納骨堂合同参拝 

2 

7:00日曜礼拝 

14:00～19:30 

夏の子どもまつり 

3 4 5 6 7 8 

10:00 

あんのん堂合同参拝 

(京都・大谷本廟内) 

9 

7:00日曜礼拝 

10 11 12 

 

13 

やすらぎ堂 

お盆法要
10:30/13:30 

14 

10:30新盆法要 

13:30盂蘭盆法要 

15 

10:30新盆法要 

13:30盂蘭盆法要 
 

16 

7:00日曜礼拝 

 

17 18 19 

10:00 

クリスタルヨガ 

20 21 22 

1500壮年会法座 

｢正信偈に聞くVol.5｣ 

23 

7:00日曜礼拝

15:00雅楽教室 

24 25 

9:00ボラン寺
テラ

 

(寺報発送) 

26 

 

27 28 29 

30 

7:00日曜礼拝 

31      
 <来月の予定> 23日(秋分の日) 秋の彼岸法要 

 今月はれんげ会、グランドゴルフ、踊り教室はお休みです 

 14・15日 両日とも 

【講師】鎌田宗雲師(滋賀) 

今月号には盆名簿を同封しております。ご縁のある方の法名・俗名(生前の

お名前)・命日等をご記入下さい。永代経懇志を納めていただいた方は、印

字済みとなっております。法要当日、受付でお出し下さい。来年のお盆まで

尊前にお供えさせていただきます。ご不明な点はお気軽にお尋ね下さい。 

★ 日曜の朝、お寺にお参りしませんか～「日曜礼拝」 毎日曜、朝7時より 

どなたでもどうぞ♪一週間のスタートを、阿弥陀さまに手を合わせて始めませ

んか。朝の習慣にしてぜひお参り下さいませ。 



【日 時】 

 １４日(金)・１５日(土) 
  両日とも 

 １０：３０「新盆法要」受付10:00 

      （初めてのお盆を迎える方)  

 １３：３０「盂蘭盆法要」受付13:00 

         (一般の方)            

 

お 盆 法 要 

【講 師】  

 鎌
かま

 田
だ

    宗
そう

 雲
うん

  師 
  (滋賀県教恩寺住職・中央仏教学院講師) 

法要にはどなたでもご自由にお参り下さい 

お盆の由来 大切にすべき心 

■「盆名簿」は、法名・俗名・命日等をご記入の

上、法要日に受付でお出し下さい。来年のお盆ま

で一年間、尊前にお供えさせていただきます。な

お、法要に参拝ができない場合は、事前にお寺に

ご持参いただくか、ご郵送下さい。 

 

■「新盆法要」に参拝のお申し込みをされた方に

は、法名の読み上げをしております。また、法要中

にご家族には、お焼香をしていただきます。 

14日は平成26年7月～12月に往生された方 

15日は平成27年1月～6月に往生された方 

が対象です。日程が合わない場合は、参拝日の

変更が可能です。参拝の申し込みは、案内ハガキ

にて、〆切日までにご返信下さい。 

 

■「新盆法要」「盂蘭盆法要」ともに、ご自由にお

参りいただけます。大切なお聴聞の機会となりま

すので、ぜひ何座でも足をお運び下さい。※今月

はバス送迎がありませんのでご注意下さい。 

 

 

■役員の皆様には、両日とも午前9時よりお手伝

いいただきたくお願い申し上げます。役員さん以

外にも運営をお手伝い下さる方がいらっしゃいまし

たら、大変助かります。ご協力お願い致します。 

天ちゃんのラインスタンプが完成しました！天ちゃ

んがみんなの日常を応援し、仏さまの心を伝えま

す。制作者は元天真寺の法務員・有谿（ありたに）

さん。よかったら使って下さいね。 

★天ちゃんLINEスタンプ★ 

https://line.me/S/sticker/1138467  

お盆は『盂蘭盆経』というお経がもとになっている

仏教行事で、日本でお盆の法要が最初に営まれ

たのは奈良時代の推古天皇の頃と伝わります。 

このお経には、お釈迦さまの弟子の目
も く

連
れん

さまが、

餓鬼道に堕ちて骨と皮だけになった亡き母を助

けようとご飯を差し上げますが、母がご飯を口に

運ぼうとするとご飯は火を噴き灰となってしまいま

す。嘆き悲しむ目連さまはお釈迦さまに相談し、

僧侶が雨期に集まり修行に集中する夏
げ

安
あん

居
ご

の最

終日7月15日に、僧侶たちにさまざまな品を供養

し母を救うことができたと説かれています。 

目連さまは仏・法・僧の三宝に供養をし救われま

した。つまり、母の恩を想い三宝に供養した目連

さまのように、今、ここに、私に向けられている仏

さまのはたらきを尊崇し、感謝の気持ちを持つこ

とが大切です。 

 

浄土真宗のお盆は、特別な荘
しょう

厳
ごん

や習慣はありま

せん。ご先祖が特定の日に帰るのでもありませ

ん。私たちはお念仏するところ、いつでもどこでも

仏さまとなってはたらいて下さる亡き方々と心を

通わせ、慈しみの育みをいただいているのです。

ご先祖からつながるいのちの尊さ、多くの恵みの

中で生かされている喜びを聞かせていただく大

切なご縁としてお盆を迎えましょう。何よりもお聴

聞が大切です。ぜひ法要にご参拝下さい。合 掌 

   月刊 天 真 

 

 

 

    

公開壮年会法座 第5回 「お正信偈に聞く」 
８月2２日(土) 午後3時より 天真寺 

参加自由・参加費なし 

学びの一歩を どなたでも！！ 

    

 グランドゴルフ2015年上期成績 

          壮年会 若松嶺夫さん 

    壮年会法座 「お正信偈に聞く」  

         楽しく学んでみませんか  

天真寺グランドゴルフ上期（１～６月）の成績が確

定しました。優勝は前期に続いて小林繁夫さん

の連続優勝（1ラウンド平均20.73）、二位は大久

保潔さん（21.47）、三位は太田忠勝（21.94）さん

でした。 

 

１～６月で計４４ラウンド行われホールインワンは

５１回（前期１８回）記録され、ベストグロスも７５（前

期８２）と大きくレベルアップしている結果となり

ました。参加人数も前期より増えており「オリン

ピックにグランドゴルフがあったら出場したい

ね！」等の冗談が交錯する楽しい集まりです。初

参加、初心者歓迎ですので是非皆さんもご参加

下さい。  

 

講師 名種木乃実 ( 天真寺衆徒) 

4月から壮年会法座「お正信偈に聞く」がスター

トしました。普段お勤めしている「お正信偈」の

意味内容を深く学びたいということから始まっ

た法座です。毎回素朴な疑問や感想などを自

由に出し合いながら、ゆっくり読み進めていま

す。「お正信偈」はすべて漢文で難しいのです

が、「お正信偈」がわかると浄土真宗がわかる

と言われる程、み教えが凝縮されています。 

どなた様も自由にご参加いただけますので、有

縁の方をお誘い合わせの上是非お越し下さい

ませ。親鸞聖人があきらかにしてくださった「南

無阿弥陀仏」のおこころをご一緒に聞かせてい

ただきましょう。お待ちしております！ 

 

カナダで一緒にお念仏！ 

   すばらしいご縁の旅でした  

第15回世界仏教婦人会大会参加の為に、5月29

日から6月5日までカナダに行って来ました。

「いだかれて ともにつながる わたしのい

のち」をテーマに、日本からの1000人を最大

に、北米・カナダ・ハワイ・南米から1700人

の方が参加されていました。 

 

色々な国の方のお話を聞き、御一緒にお念仏

させていただきました。2日間にわたる大会で

は、シンガーソングライターで奈良県高取

町・教恩寺住職のやなせななさんの記念講演

があり、「生きているとどうしようもない苦

しみを一人で背負わなければならない。で

も、決して一人ではない」というお話が、私

の心に響きました。コンサートも素敵でし

た。大会後はカルガリーからバンクーバーへ

移動し、スティーブストン仏教会へ参拝し、

カナダへ移民された日系人の方々のご苦労や

阿弥陀様への思いに触れさせて頂きました。 

 

東京教区からは34名が参加しました。楽しい

旅にご一緒できて、すばらしいご縁を頂いた

事に、心から感謝しています。4年後は、サン

フランシスコです。又、ご縁を頂けると良い

のですが… 

 記・門信徒 

呰
あざ

上
かみ

留美子さん 

 お念仏と美しい自然

を味わってきまし

た。他にはない有り

難い旅です！静香 

 国境を越えていただ

いた様々なお念仏の

ご縁、お育てに感謝

をし、これからも大

切にしていきたいと

思います。坊守 

https://line.me/S/sticker/1138467

