
　　平  成 ３ ０  年 （2018年）  行  事  予  定
月 日 時　間 　　行　　　事　　　（　法　要　） 講　師　（布教使）

　１日 午前０時半 元　　旦　　会 住　　　　　職

１６日 午後１時 親　鸞　聖　人　　御　正　忌　　法　座 藤　　順　生　師

２１日 午後１時 門 信 徒　総　会　新年会

２８日 午後４時 佛教壮年会　総　会　新年会

　２日 午前１１時 佛教婦人会　総　会　新年会

１６日 午後１時 親　鸞　聖　人　　御　命　日　法　座 打 本　大 志  師

　２日 午後１時 佛教婦人会　常例法座 青 山　直 樹　師

１６日 午後１時 親　鸞　聖　人　　御　命　日　法　座 渡 辺　雅 俊  師

１８日 １９日・２０日

１９日 午後１時 春　季　彼　岸　会 　　１６時～１７時半　仏事相談 佐々木 重 昭　師

２０日

２１日 　　　　　 法話後　御堂コンサート　～江別第一中学校吹奏楽部～ 住　　　　　職

　８日 午後１時 　は な ま つ り　（釈尊降誕会・９時より17時まで参門にて花御堂を設置し一般参拝案内）

　 １0時～１2時　14時～１７時 仏事相談
１４日 １６時～１７時半　仏事相談

１５日 午後１時 春　季　永　代　経　法　座 林 川　渉　師

１６日 　　　　　　　　　　　　１６日　　満　座　開　闢　法　要

１８日 午前９時 おみがき　清掃　（当番地区・ご協力いただける皆様）

２２日 午前１１時 初　参　式　（赤ちゃんの初参り） 住　　　　　職

午後１時 親　鸞　聖　人　降　誕　会 山 本　徹 淨　師

　２日 午後１時 佛教婦人会　常例法座 青 山　直 樹　師

１６日 午後１時 親鸞聖人御命日法座　　住　職　講　座 住　　　　　職

下旬 午前９時 境　内　花　壇　植　え　込　み　作　業

　２日 午後１時 佛教婦人会　常例法座 青 山　直 樹　師

　７日 午前９時 境内清掃奉仕（当番地区・ご協力いただける皆様）

１７日 午後２時 一般公開講座

２３日 午前９時 門信徒パークゴルフ大会　眞願寺杯　１０周年記念

　２日 午後１時 佛教婦人会　常例法座 青 山　直 樹　師

　7日 午前9時 境内清掃奉仕（当番地区・ご協力いただける皆様）

中旬 佛　教　壮　年　会　清掃奉仕　家　族　親　睦　バーベキュー

１６日 午後１時 親鸞聖人御命日法座　　住　職　講　座 住　　　　　職

　７日 午前９時 境内清掃奉仕（当番地区・ご協力いただける皆様）

１１日 　　対雁市営墓地参拝　午前７時～午後６時

１３日～１６日 眞　願　寺　納　骨　堂　一  處  廟　　参　拝

午前７時 晨　朝　勤　行（朝のおつとめと一口法話） 住　　　　　職

１３日 午後１時 一　處　廟　・　納　骨　堂　　追　悼　法　要
　　　　１４時～１6時　仏事相談

１４日 午前７時 晨　朝　勤　行　（朝のおつとめと一口法話） 住　　　　　職

１５日 午前７時 晨　朝　勤　行　（朝のおつとめと一口法話） 住　　　　　職

午後１時 盂　蘭　盆　会　法　座　（初盆会） 住　　　　　職

１６日 午後1時 盂　蘭　盆　会　法　座 名 和 康 成  師
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　　平  成 ３ ０  年 （2018年）  行  事  予  定
月 日 時　間 　　行　　　事　　　（　法　要　） 講　師　（布教使）

２日 午後１時 佛教婦人会　常例法座

１６日 午前９時 おみがき　清掃　（当番地区・ご協力いただける皆様）

２０日 ２０日 　１６時～１７時半　仏事相談

２１日 午後１時 秋　季　彼　岸　会 桃 井　信 之 師

２２日 ２２日 　１６時～１７時半　仏事相談

２３日 　　法話後　御堂コンサート　～江別第三中学校マンドリン部～

２８日 午後１時半 初逮夜法要

午後１時半  大逮夜法要

２９日 引き続き 親　鸞　聖　人　報　恩　講  門信徒追悼会 竹 田　嘉 円  師

午後６時 　　　  初夜法要

３０日 午前７時  晨朝勤行

午前１０時  満日中法要

１２日～１６日 本願寺札幌別院　報　恩　講

下旬 佛教婦人会　花壇片付け作業

　２日 午後１時 佛教婦人会　常例法座

１４日

１５日 午後１時 秋　季　永　代　経　法　要 　　　　　１６時～１８時　仏事相談 上 本　周 司　師

１６日 　　　　　　　　　　　　１６日　満　座　開　闢　法 要

　２日 午前１１時 佛教婦人会　報恩講・追悼会

　３日 午後１時 秋　初　穂　感　謝　法　要 轡 田　光 章　師

１６日 午後１時 親鸞聖人御命日法座 院　　　　　内

中旬 佛　教　壮　年　会　１２月　例　会

３１日 午後１１時半除　夜　会　～除　夜　の　鐘　（１日午前０時半より元旦会） 住　　　　　職

◎ この予定表の講師(布教使)は都合により変更することがあります

◎ 今年も眞願寺スタンプラリーを行います。お寺に参拝し、スタンプをためて下さい。もれなく記念品をさし上げます。
詳しくはスタンプラリー台紙をご覧下さい。台紙はカレンダーと一緒に配布しました。お寺の受付にもございます。

◎ 7月2３日～８月２２日と１２月３１日～１月６日の期間は平常の月忌参りはお休みさせていただきます。

◎ ９月２８日～３０日の期間は報恩講の為、平常の月忌参りはお休みさせていただきます。

◎ ６月７日・７月７日・８月７日の清掃奉仕は年度の当番地区の皆様、及びご協力いただる方々でお願いします。

◎ 仏事相談は、住職か法務員など、ご相談に応じさせていただきます。お答えできないこともあるとは存じますが、

　　どなたでも、ご相談があればおこし下さいませ。（混雑している場合は応じられないこともあります）

　　又、随時電話予約にて応じています。お寺までご連絡下さい。

　　どうぞご家族皆様お誘い合わせの上、お寺においで下さいませ。

　　心静かに手を合わせ、お念佛申しつつ、ご法話を聞かさせていただきましょう。

　　きっとあなたにとってすばらしい出会いがあることでしょう。
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