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松本市深志 3－7－50

今年の上半期は

令和３年７月１日

電話 ０２６３－36－3211

今年も除夜の鐘中止から寂しい新年が始まりました。また、長年総代
長をお勤めいただいた「松尾恵司」氏がお亡くなりになり、５月葬儀を

執り行いました。私の衣親（ころもおや）をお受けくださった方でしたので、大きな支えを失っ
た感があります。心よりご冥福をお祈りしております。
全久院の行事、初釜や新年会はコロナ禍の為中止されました。松本仏教和合会の「お花祭り」
も寺院のみで法要を執り行い、托鉢からお祭りまでのすべての事業を中止しました。曹洞宗の松
本教区の会議なども中止されました。
葬儀や法事は人数を絞り、飲食を行わず執り行っています。彼岸参り・お盆の棚経はいつもど
おりお参りしております。コロナ禍に対してどのように対応しているかは後のページで説明して
おりますので、ご参照ください。コロナ禍が社会に対して多大な変革を要求したのと同様に、宗
教界への影響も多大なものがあります。全久院も皆様から知恵を拝借しながら、伝統を大切にし、
ウェブという手段を取り込み、守り・変革を推進して行きたいと存じます。
コロナ禍で進んだこともあります。蔵や押し入れの整理をしております。明治１０年代の書類
や、大切な書物が見つかりこれから勉強しながら整理して行きたいと思います。新発見がありま
したら皆様にも紹介したいと思います。
また個人的なことですが、母は現在９２才、高齢者施設で元気にしております。ワクチン接種
も済ませております。副住職の住居ですが、予算の目処が立たずに中止せざるを得なくなりまし
た。代わりに次のコラムで説明しますように、全久院の耐震化工事に合わせて進めたいと考えて
おります。全久院山内力を合わせて変革の時を乗り越えて行きたいと思います。皆様のご協力を
引き続きお願いいたします。

本堂耐震化工事の計画立案中です

6 月 1 日、耐震化工事が完了した塩尻市西福寺
様に総代様方と出向き、工事の実際を見学させて

いただきました。西福寺様は「
（有）かわかみ建築設計室」により耐震化工事を完成させました。
す
同設計室は３～４人の建築士を十数年前から全久院の茶道教室で稽古させていました。稽古する
ことで、日本の伝統工法や古
民家復元の基本知識を、体の
感覚として身に着けることが
できる、というのが川上氏の
考えです。
前の号でもお知らせしま
したが、数年前の松本地震の
時本堂内の壁が何カ所も崩れ、
建築用のコンパネで応急処置
をしており、それを機に同設
計室により耐震診断をしてい

ただきました。全久院の
建物は明治３４年、本堂
の棟上げをしました。当
時の松本市でも評判の坂
巻棟梁により完成しまし
た。上棟式は全久院４世
沖津元機師により執り行
われ、ご覧のとおり写真
に残っています。本堂の
前には多くのお稚児さん、
屋根の下には象の彫り物、
足場の上の中央には元機
老師と僧侶の皆さん、そ
れから総代役員の皆さん
が映っています。中央に
は明治３３年４月２６日と書かれた回向柱が建てられています。当時の盛大なお祝いぶりが窺え
ます。以来１１０年以上の年を重ねました。現在は下の写真にもありますように、本堂入り口の
戸に１０数センチの隙間ができ、隙間を埋めるために板を挟み込むほど建物に歪みができていま
す。それでも川上氏によると震度６程度の地震に耐えられるほどしっかりした建物だということ
です。今この良質な技術と木材とによって建築された全久院をこのまま耐震化させたいという思
いが、総代様を含め私たちとの意思に合致し、川上氏にお任
せすることとなりました。ちなみに、本堂部分の耐震化の費
用はおよそ３５００万円とのことです。細部の設計を進めな
がら予算も詰めて行き、皆様にお諮りしたいと存じます。
またこの耐震化には１０年ほどの期間を考えています。こ
の工事は俊浩副住職の晋山式記念事業とも考えています。計
画立案には２年ほどかかると思います。しっかりと研究し、
皆様の了解を得ながら進めて行きたいと思います、ご理解の
程よろしくお願いいたします。

新型コロナ感染症に対応して、お盆法要を変えます

新型コロナウィルス感染症
の猛威は今年もすさまじく、

ワクチン接種が進んでもどう経過が好転するか予断を許しません。昨年に引き続き、施食会、棚
す
経（お盆参り）、お塔婆のお渡しの仕方を変えます。例年のやり方と違い、心苦しく存じますがご
理解の程よろしくお願いいたします。
施食会

施食会の日程

皆様にお配りする施食旗の封筒の説明書きは例年のものです。今年の
お盆用ではありませんので、全久院報の記事の説明に従ってください。

8 月 5 日（木）13 時

受付、バザー開始。14 時

今年も、食事、お話し、余興はありません。
参会者は

法要、15 時

お塔婆を配ります。

感染を心配される方はご欠席ください。
参加しても大丈夫という方も、ご無理のないようにお願いします。
衛生管理の徹底をお願いします。マスク着用。高熱・咳の方は参列をお控えください。
本堂の畳、一畳に二人ずつの着座をお願いします。
棚経

お寺は本年も棚経（お盆参り）に参ります。お宅でも感染症に対して三密にならないよ
うに、以下の方法にて棚経のご対応をお願いいたします。以下四つの方法が考えられます。

１、 棚経にお参り行く日の時間帯に
玄関先へ、盆飾りを出して、お寺が家に上がらずにお参り
できるようにする。（右の写真は盆飾りの例です）
２、 仏間で、仏壇や盆棚に盆飾りをする
寺のお参りに檀家様も同席する。
３、 仏間で、仏壇や盆棚に盆飾りをする
寺のお参りに檀家様は同席しない、お布施はお参りの場所
周辺の見える場所に置く。
４、 お盆参り、今年は断る
以上四つの方法を考慮いただき、４番をご希望の方はお盆の前に
電話などでお知らせください。
塔婆の配り方

施食会に参加いただけなかった方で、後日お塔婆を取りに来られる方は

・塔婆の棚を玄関の下駄箱前に出しますので、各自ご自分で探してお持ち帰りいただく。
・お盆費用をお持ちくださり、お支払いいただく場合は、チャイムを鳴らし、寺の者をお呼び
出しください。
オンラインで法事を、と希望される方へ
お盆中（８月３～１６日）は多忙なためお寺では対応ができません。この期間を外してお申
し込みください。副住職が対応しますので、電話にて副住職と打ち合わせください。
・パソコンかタブレットかスマートフォンをご用意ください。
・どちらかのアドレスをお知らせください。
・アプリは「zoom」か「LINE」を使用します。
詳細は電話で打ち合わせしながらお進めください。

お盆参りのお知らせ

お盆参りの予定を次の表にしましたのでご覧いただき、ご準備お
願いします。本年も副住職俊浩が松本市の南半分を回り、私が北半

分を回ります。毎日８０軒前後の軒数を回ります。朝７時半から夕方７時ころまで回ります。事
前にお配りする、盆旗を入れた案内の封筒に記入した期日と時間どおりにお参りがなかった場合
は、電話などでお問い合わせください。今年の予定は下記の表のとおりです。
８月

住職の回る範囲

副住職の回る範囲

10 日

安曇、明科、麻績など超遠方

安曇、明科、麻績など超遠方

11 日

並柳、寿 、塩尻 、村井 、平田 、など 市外

笹部、征矢野、南原、石芝、二子、神林、

南部

笹賀、など市外南部

筑摩、神 田、惣 社、山 辺、清 水、横 田、

石芝、高宮、南松本、荒井、新村、波田、

など市外北部

岡田、桐、沢村、蟻ケ崎、城山など

12 日

13 日
14 日

15 日

源地、日ノ出町、県、西小松、清水、

宮村、埋橋、庄内、東中条、豊田町、南新町、

四谷、女鳥羽、下横田など市内北東部

井川城、など市内南部

裏町、片 端、下 横田、 女鳥羽 、旭町 、元

鎌田、本庄、博労町、天神、宮村、中町、

町、 横田 、美 須々 、 浅間 、北 深志 、 沢

小池町、飯田町、本町、

村、田町、など市内北西部

新橋、島内、蛇原、

上土、六 九、西 堀、 城 西、宮 渕、城 山、
留守だったお宅、

16 日

留守だったお宅

白板、渚、巾上、伊勢町、国分町、留守だっ
たお宅
留守だったお宅

右の写真は松本地方の伝統的な盆棚の飾

盆棚の飾り方

り方です。酒場で最後まで飲む人を「ボン

ゴザ」と言いますが、右の飾りのように、棚にゴザを敷き、お盆が
終わると最後にお供え物をこのゴザで包み、川に流したのに因んで
用いた言葉です。このように日常の言葉となるほどに馴染んだ伝統
ですので、それぞれの家によって代々伝えてきた飾り方を大切にし
て、お盆をお迎えください。また下記に一般的な飾り方を示します
ので、飾り方の不明な部分はどうぞ参考にしてください。
１、棚を作る場合（右の写真参照）
上の段に本尊様、（本尊様は仏壇の中に入れ、盆中は扉を閉
じておくというお宅もあります。その家のやり方を尊重してくださ
い。）お位牌、塔婆を奉る。お位牌は古い順に、向かって右へ、新し
いものは左へお祀りします。２段目には供物をお供えします。お供
物には二種類あります。水（お茶）、食（お膳、果物、菓子、嗜好品）
などです。３段目に過去帳、花、燭台、線香立て、鐘、マッチや火
消しや線香入れなどの道具をおきます。
２、仏壇を使う場合
仏壇は常のとおり祀る。手前に経机や机を出すお宅は机の上に、
経机を出さず引き棚を使うお宅はその上に、棚の３段目に飾る過去
帳や花や鐘などを飾る。その他灯篭や飾り花、いただいた供物などは
写真のとおり適所に飾る。
３、玄関先に飾る場合（前頁に写真を掲載してあります）
玄関先に手ごろな机を出し、お位牌・燭台・線香立て・鐘・供物
をお飾りする。ワクチン接種などが進みここまでしなくても感染する
ことはないかと思いますが、念には念を入れとお考えの方はこんな方
法も良いかと思います。
４、またお寺が配る五色の盆旗は、写真のように広げて糸などを通して吊
るか、棚に広げておいてください。
初めにも書きましたが、 お飾りの方法はこうでなくてはいけない、
ということはありません。ご先祖様をお迎えするという気持ちをこめ
て、その家に伝わった仕方で飾っていただくのが大切なことと思います。

感染予防のために昨年火葬場など

新型コロナウィルス感染症に対する葬儀の仕方

行政の対応が変わりましたので、再
度要点のみお伝えします。
１、亡くなってから火葬場までについて
・納棺
感染者の場合
宗教的な儀式は一切行えません。亡くなった方は、納体袋（ウィルスが外に出ない
ファスナー付きの袋）に収容され、読経なしに納棺されます。収容並びに納棺は防護
服を着ている人のみ行なえ、防護服を持たない葬儀業者は行えません。実際には病院
関係者のみで行うことになる様です。棺は窓も含め、ウィルスが外に漏れ出ないよう
にビニールテープで密封されます。遺族は手袋など防護用品を付けていれば、最後の
お別れや、遺体への接触もできるそうですが、感染のリスクを考えると、出来ないも
のと考えた方がよいと思われます。
感染者で無い場合
通常のお通夜にて、納棺となります。
・新型コロナは指定感染症です
新型コロナウィルス感染症は一類感染症ではなく、標記の感染症の為 24 時間以内の火
葬を強制されませんが、ウィルスを感染させないために実際は納棺終了後、あまり時間
を置かずに火葬場に送られるようです。
（因みに、霊柩車の運転手も防護服着用の葬儀社
もある様です）
・霊柩車へ
棺は葬儀社の霊柩車に、病院関係者か葬儀業者が運びます。遺族は棺を担うことはで
きないようです。
２、火葬場での対応について（松本市火葬場からの直接情報）
感染症で亡くなった方は火葬時間など制約がある様ですので、市に確認してください。
・火葬場での待ち受け
参列者の人数は、密集を避けるため若干の超過は認められますが、１０人位に制限さ
れています。また、発熱者や濃厚接触者の方等の参列は禁止です。参列者はマスク着用
で、用意された消毒液での手指の消毒が求められます。
・棺の移動、霊柩車から専用台車へなど
感染者の場合
感染防御のため手袋（火葬場で用意）の着用が必要ですが、遺族で行えます。
感染者で無い場合
通常どおりです。
・火葬前の最後のお別れ は
感染者の場合
棺が病院で完全密封されているので、感染防止の観点からもできません。
感染者で無い場合
通常どおりです。
・告別室での火葬法要

住職の読経、参列者の焼香は普段と同様に行えます。
・収骨
収骨室にて、参列者により通常どおり行なうことができます。
＊安曇野市等各自治体により差がある様ですので、各行政に確認の必要があります。
感染してしまうと、亡くなってからも様々な制約が生じますので、各自治体に確認の上行動す
るようお願いいたします。

コロナ後、葬儀や法事が変化しました

またまた新型ウィルスに 関 連 し た お 話 で す。
先にも書きましたとおり、感染症の影響を受け

て、葬儀や法事の在り様が激変しました。中南信のご寺院がどのように対応しているか、皆様に
関係すると思われる部分をお知らせします。どのお寺様もまずは檀信徒の要望をよく聞いて、対
応されています。皆様も要望や意見をお寺様にお伝えください、ご意向に沿えるよう対応させて
いただきます。
お盆などの法要
お寺様や参列者の人数を減らし、三密にならないよう工夫しています。説教や食事は中止し、
衛生管理を徹底しています。手洗い・アルコール消毒・マスクの着用・飛沫の拡散を考え、読
経の音量を下げ、講演も中止したり、参詣の皆様の間隔を空ける、などの工夫をしています。
葬儀
お寺様や参列者の人数を減らし、飲食を止め、お弁当を配るなど配慮しています。特に県
外の方の参列は控えてもらっています。
法事
参列者は家族のみにして、大都市圏の方の参列は自粛、読経は寺の広間を使い三密にならな
いよう工夫する。飲食は控え、弁当のお持ち帰りに替えてもらう。また、法事そのものを延期
して、感染症が落ち着いたら行う、などご先祖様を大切にする心や儀式や行事を大切にしなが
ら、状況に応じて延期や縮小を取り入れるなど工夫を凝らしています。
お寺を会場にすることが増えています
葬儀や法事の参列者が少なく、大きな会館やホールが必要なくなり、お寺を会場にすること
が増えています。車の台数が少ないので寺の駐車場で十分、食事をせず弁当を持ち帰るので寺
で十分な対応ができるなど、経済的にも節約でき寺を会場にするケースが増えています。
コロナ感染症に対応する情報を、寺からさらに多く発信します。今までの伝統を大切にしな
がら、新しい方法を取り入れていきたいと思います。
情報発信にはウェブを使ったオンラインを利用することが一つの方法として考えられます。
皆様の周りも、社会生活がこの感染症で一変している事と思います。この変化に対応できるよ
う寺も挑戦を続けて行きたいと思います。

全久院の集い

座禅会

・・・
「従容録」第６５則

首山新婦（しゅざんしんぷ）
・・・

この章では「逆」を題材に私たちの画一的なものの考え方がいかに修行
の妨げになるかを説いています。ある修行僧が「仏とは何ですか」と問うと、首山老師が「新婦
驢に騎れば阿家牽く（しんぷ

ろにのれば

あこひく）」と答えたという問答です。新婦は嫁、阿

家は姑、嫁がロバに乗り、姑がロバの手綱を牽くのが、仏法の神髄だと言ったのです。普通なら

姑がロバに乗り、嫁が手綱を牽くのに、逆を言っています。
私たちは道理や理屈に合わないと、自分の価値観に合わないとして受け入れません。どうして
も頭で考え、理解し、納得できることが正しいと考えてしまいます。しかし禅は頭で考えること
を

妄想分別、煩悩と言い、それを超絶したところで仏に会えるとされます。もちろん、学ぶこ

とや思考することは否定しません。三千年前お釈迦様が説かれた仏の生き方や修行を行えば、そ
こが仏だとします。何が仏かと議論しても、頭の中の妄想分別から離れることはできません。そ
のことを説いています。
青山俊董老師はこれを茶道の亭主と客の心の交流のたとえ話にして説かれています。青山師が
お年始にお世話になった老師を訪ねると、茶室に招かれた。老師がご自分の点前で茶を点てられ
一服頂戴した。心配りに感謝しながら、青山師がお礼に茶を点てて差し上げたいと申し出ると、
快く承諾してくださり、主客を後退して茶を差し上げたということです。本来は招かれた者は客
でなくてはならず、茶を点てることは極めて稀なことです。そこの処を「逆」と捉えず、自由自
在な心の交流がきる働きと捉えています。仏のとおりに修行をして仏のとおりの悟りを開けば仏
に会ったと同じです。仏に会ったことのある者こそが、この「逆」を合点できるというのです。
「合点」という言葉は大変な奥深さを持ちます。

観音講

やはりコロナ感染症の為、食事

をしない、時間を短縮するなどの対応を
しています。限られた中でも、読経・ご
詠歌・歌と、コロナ禍でも心の休まる時
間をお集まりの皆さんと過ごしています。
皆さんの周りでも同じと思いますがコロ
ナは私たちの生活、生きることに様々な
影響を及ぼしています。頑張るしかない
ですね。

ご詠歌

５月２８日（金）コロナ感染症

の為、昨年中止を繰り返していたご詠歌
の検定会が全久院で開催されました。昨
年は全く開催できなかったので、ご詠歌
の稽古にも目標が持てず集中できないな
どご意見をいただきました。今年は各寺
院の検定希望者に前もって集合時間を限
定して、会場に密が生じないように工夫
して開催されました。全久院からも一人
検定を受けました。今までに感じたこと
のない緊張の中で、東昌寺様にご指導い
ただいた日ごろの力を何とか出すことが出来ました、との感想をいただきました。もちろん合格
されました。ご詠歌は高齢の方が多く、声を出すので飛沫が気になります。マスク・アクリル板・
アルコール消毒など総動員しての開催でした。

茶道コーナー

コロナ感染症の為、表千家の本部から出された「稽古に関する指針」に従
って稽古をしています。茶道本来の作法の手濯ぎは止めアルコール消毒をし

て入室する、回し飲みを止め、各自が持ち寄る茶碗で茶を点て自分が飲む、極力話をしないなど、
厳しい規制の中で稽古をしています。また、松本地区が長野県の警戒レベル「４」になると稽古
は休止、
「３」に下がって再開を検討すると、皆が分かりやすい、はっきりした基準を設けました。
その基準の上で、昨年は４月からほとんど稽古はできず、今年も２・３月の二か月だけの稽古と
なりました。もちろん初釜や、茶会、講習会などすべて中止としました。何とか稽古が存続でき、
コロナ禍が落ち着いたらお弟子さん方が戻ってくる道を探さないと、このまま茶道部が消滅して
しまうのではないかと不安で仕方がありません。全久院ばかりでなく、文化・芸能は日本中で壊
滅状態に陥っています。何とかしなくては！

大黒コーナー ・・・ オペラ

椿姫・・・

昨年コロナ感染症の為順延した「オペラ
を楽しむ会」主催、ヴェルディ作曲「歌劇椿

姫」
は４月１８日、東京の緊急事態宣言になる１週間前に行われました。コロナ禍でありますが、
書ｐ区
いつもの半分の観客数の３５０人の方にお越しいただきました。感謝の
気持ちでいっぱいです。
入場時に検温と消毒をして密を避け、市松模様状に間隔を空けた席に
お座りいただき、換気も４０分に一度行い感染防止対策も徹底しました。
マスクとフェイスシールドを着用し G.P.を行いました。本番はステージ
上の換気がよいとのことでマスクもフェイスシールドも外しました。
第 10 回の節目を迎え、これまで着実な歩みを進めてくることができま
したのも、ひとえに皆様方のご理解とご協力の賜物と存じます。2007 年
の「オペラを楽しむ会」初回公演は、ピアノ伴奏のみだったにも関わら
ず大好評を得ました。それは、地方都市においてもオペラ制作が可能だという、確かな手応えを
得た瞬間であったともいえます。その後、ヴァイオリンとチェロが加わり、第 9 回公演『ノルマ』
では、ついに約 40 人編成のオーケストラが実現いたしました。公演の観客数は最多の回で 1300
人、平均すると 750 人。ソリスト、合唱団、衣装制作者な
ど、１００人位の方々に参加していただけるようにもなり
ました。
ところが、第 10 回記念公演を目前にして、新型コロナ
ウィルス感染拡大という予期せぬ事態が起きてしまったの
です。
「主宰」を務める私の役割は、総監督・澤木先生と演
目を検討するところから
始まり、出演者の募集から稽古日の調整、会場の手配など多
忙の一言に尽きます。合間を縫って、自身の訓練や発声法の
追求はもとより、舞台の演出のとりまとめなども行わなけれ
ばなりません。2020 年春、早々と公演予定を組んで諸手配を
進め、ポスターを印刷して配り終えた矢先に緊急事態宣言が
発出されました。気持ちの整理がつくまでに時間は要したも
のの、私の情熱が衰えることはありませんでした。

以来、長引くコロナ禍は、私たちに意識改革を迫り、新しい生活様式の必要性を課すとともに、
舞台芸術の世界には甚大なダメージを与えています。歌劇『椿姫』の主人公・ヴィオレッタには、
クルティザンヌ（パリの上流社会において富裕層をパトロンにもつ、教養を身につけた美しい高
級娼婦）であるマリー・デュプレシという実在モデルが、また、恋人アルフレードにはアレクサ
ンドル・デュマ・フィス（小説『椿姫』の作者）というモデルがいます。ふたりの恋は悲しい結
末を迎えましたが、ヴィオレッタは小説『椿姫』の成功で華麗に蘇り、ヴェルディによってオペ
ラの主人公となって、160 年以上にわたって歌劇場の観客を虜にしているわけです。160 年の間に
は疫病の流行期もあったはずですが、『椿姫』はそうした災いを超えて演じられてきました。こ
こに「文化の花はコロナ禍を超えて咲き誇る」と私が信じて疑わない理由があります。
『椿姫』の
舞台に立つ私に、ヴィオレッタが降臨してくれたような気がしてなりませんでした。
「オペラを楽しむ会」の活動が末永く続くことを心から願ってやみません。次回公演を含め、
引き続き応援を賜りますよう皆様方にお願い申しあげます。

掲示板

（皆様のご参加お待ちしています）

（コロナ感染症に対応して予定変更がります。寺に連絡して確認しながらご参加ください）

～施食会～
8 月 5 日（木）13 時

受付、バザー開始。14 時

法要、15 時

お塔婆を配ります。

今年も、コロナ感染症対策として、食事、お説教、余興はありません。バザーは例年通り行いま
す。ふとん・タオル・食品・食器・石鹸などたくさんの品があります。持ち帰るのに便利な風呂
敷や紙袋など持ち寄ってお越しください。かなり良い品がありますので是非ご協力ください。７
月に前もってお配りする施食旗の封筒の説明書きは例年のものです。今年のお盆のものではあり
ませんので、こちらの記事の説明に従ってください。
参会者は
感染を心配される方はご欠席ください。
参加しても大丈夫という方も、ご無理のないようにお願いします。
衛生管理の徹底をお願いします。マスク着用。高熱・咳の方は参列をお控えください。
本堂の畳、一畳に二人ずつの着座をお願いします。

・・・

座禅会

・・・

８月はありません・９月１８日（土）
・１０月１６日（土）
・１１月２０日(土)・１２月１８日（土）
お粥と精進料理。以上が下半期の日程です。毎回夕方４時集合、４時４０分まで青山俊董師の市
民タイムスのコラム「従容録」を住職が解説し、５時４５分頃まで座禅、６時まで茶話会という
予定で行います。１２月１８日はお粥と精進料理を経験していただきます。座禅を経験していた
だくだけでなく、ものの見方や生き方を豊かにすることができると思います。ぜひご参加くださ
い。

・・・

ご詠歌会

・・・

８月はありません・９月１９日（木）
・１０月１３日（水）
・１１月１１日(木)・１２月８日（水）
午前１０時３０分より１２時まで、白板

東昌寺住職

飯島恵道師にご指導いただきます。一緒

にいかがですか。また、ご詠歌を始めたいという方に大黒が初心者コースを担当します。ご希望
の方はぜひご連絡ください。

・・・

観音講

・・・

毎月１７日１０時から１２時半まで行います。ただし、１０月１５日（金）は奈川の「仙洛」へ
の小旅行の予定です。恒例の観音講の内容は１０時から観音様にお勤めと住職の話し、１０時４
０分からご詠歌、１１時２０分から大黒の指導で唱歌の合唱１２時より食事という日程です。現
在１５人ほどの参加者があります。気よりが良く６０代から９０代の方が元気に集まってきます。
気楽な会ですのでぜひご参加ください。１７日が土・日曜日に当たる場合は日をずらしますので、
寺に確認ください。

・・・

歌の会

・・・

８月１８日（水）・９月１日（水）・９月２９日（水）・１０月６日（水）・１０月２０日（水）・
１１月１０日（水）・１１月２４日(水)・１２月１日（水）・１２月１５日（水）
午前１０時より１２時まで、お茶休憩をはさみ大黒が指導します。発声練習をして、唱歌、童謡、
懐かしい曲など一緒にいかがですか。また、ハーモニーを付ける曲もあります。他の催しへの参
加なども企画しています。音楽を通した楽しい友達もできますよ。お待ちしています。

・・・

全久院ホームページ

・・・

https://zenkyuin.or.jp/
全久院ではホームページオを開設しています。
「全久院報」をネットで見ていただけるようにして
あります。管理をしてくれている檀家の丸山耕一さんと親しみやすいものにして行きたいと考え
ています。また、皆様と意見や情報を交換できる場に育てて生きたいと思います。ぜひ一度開い
て見てご意見ください。

