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八月十三日・十四日朝十時より一斉法要
お盆は生きている私たちも、ご
先祖様も皆一同に盆棚を中心に会
します。お盆にお坊さんが家々に
お参りする事を「棚経」と言いま
すのもこの盆棚（精霊棚）をお参
た牛やきゅうりの馬が一般的です

お菓子 お花などをお供えします。

蓮の葉

（わら）を敷いて

りする為です。お飾りは茄子で作っ
が、地域によってはゴーヤを用い

不思議と子供の時に両親と共に作っ

人に、神通力第一といわれる目連

味です。お釈迦様の十大弟子の一

の音写語で「逆さ吊り」という意

サンスクリット語の「ウランバナ」

来します。盂蘭盆という言葉は、

かれている「親孝行の教え」に由

盂蘭盆会は、「盂蘭盆経」で説

れることなく心に残っています。

たお盆飾りの思い出は、今でも忘

時化の野菜、そうめん

たり、茄子ときゅうり以外の野菜
を用いる地域もあります

マコモ

五如来の旗

ご先祖様をうやまい、いのちの大切さを学ぶお盆。ご先祖様をお迎えする御
心を少し学んでみませんか？

高野山真言宗

尊者がおられます。ある日、目連

法城院納骨堂募集中！

ご先祖様のご供養を致しましょう

お盆法会（盂蘭盆会）

母親の姿を見たところ、母親は餓

んな命を大切にする行いだからこ

鬼の世界（餓鬼道）に堕ちており、 そ心に刻まれる思いになります。

うと、神通力で食事や飲み物を送っ

九時過ぎに迎え火を焚きます。十

毎年十三日には、準備を整え十

私達も全ての命の大切さの為に供

ても、目前で灰と化してしまい、

五日の送り火とともに自由に参加

逆さ吊りにされて飢えと渇きに苦

凶器となって母親をさらに苦しめ

できます。美しい炎の揺らめきが

養をしたいと思います。

ました。嘆き悲しんだ目連尊者が

ご先祖様をお迎えいた します。

しんでいたそうです。母親を救お

お釈迦様に相談したところ、自分

の力は母親だけのために使うので

物や飲み物、寝床などを捧げたと

者は、沢山の修行僧たちに、食べ

と諭されました。そこで、目連尊

の人を救う気持ちを持つように、

のご予約をお願い申し上げます。

初盆や個別法要は事前にお電話で

共に午前十時から開式致します。

十四日檀家法要（納骨堂法要付）

一般法要

法城院のお盆法会は八月十三日

ころ、修行僧たちは大変喜び、そ

宗旨宗派は問いません。

はなく、同じ苦しみを持つすべて

の喜びが餓鬼の世界まで伝わり、

母親が救われたといわれます。そ

皆様こんにちは。副住職の紫音
です。お盆の素敵なお供えとし
てハスの花を手作りしませんか？
参加人数は６名様限定となりま
す（予約順）日程は７月２２日
２３日、２４日。１３時から１
４時半まで
来年令和５年は宗祖弘法大師ご
誕生１２５０年記念の年となり
ます。そこで法
城院では高野山
への団体参拝を
企画予定です
２０人程の募集
となりますので、
ぜひご参加くだ
さい。

迎え火と送り火
尊者が自分の神通力で亡くなった

紫音さんのひとりごと
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お寺の掲示板

人の身体 と言葉 と心で 犯す罪を 十悪と 申し
ます特に 言葉に目を 向けますと 、綺語（ 真実
ではない 飾り立てた 言葉）悪口 （言葉で 人を
傷つける 行い）両舌 （両方に対 して嘘を つき
仲たがい をさせる） の行いがご ざいます 。本
来仏の心 を持った私 たちが、な ぜこのよ うな
罪を犯し てしまうの でしょう。 取り返し のつ
かない大 きな傷を自 身も周りの 人にも与 えて
しまいま す。わかっ ているけど やめられ ない
ものなのでしょうか？
少し前に 、お話をし た方がおら れました 。言
葉が厳し く、いつも 周りの方々 とぎくし ゃく
した方 でした 。「な ぜそん なにひ どく言 うの 」

テラカフェ通信

ＦＭ放送ラジオ寺

法城院からのご案内

八月 十三 日・ 十 四日 ・十 五日 日 一 斉法 要

お盆の供養

ます鹿児 島シティエ フエムフレン

十三 日十四 日朝十 時法 城院 本堂 におい て

住職が長 年パーソナ リティを務め

ズＦＭ７ ６２「しょ うげんさんの

（だ れで も参 加 でき ます ）

テラカフェではユーチューブ「高野
本年度から法城院住職小牟田昌彦の

ラジオ寺 」が日本全 国どこからで

山の法話」をお送りしておりますが、
お話が２話放送されています。お時

もお聞き いただける ようになりま

毎週月曜 日１６時３ ０分からとな

毎週水曜 日１８時よ り。再放送が

Ｒコードを読み取ってください。

けです。 アプリの取 得は以下のＱ

フレンズ ＦＭをお選 びいただくだ

プリをダ ウンロード していただき

した。方 法はスマー トフォンにア

エネ ルギ ー補 給 です 。

る力 があり ます。 元気 を取 り戻 す日々 の

また 護摩の 炎には 心を 癒し 気力 を回復 す

養も でき ます 。

願い 事成就 の御祈 願も 、ご 先祖 様のご 供

ださ い」 朝十 時 から です 。

です 。八の つく日 はお 参り 日と 覚えて く

毎月 八日十 八日二 十八 日は 護摩 供養の 日

護摩供養

間が許されれば、コーヒーを飲みな

待のお茶やコーヒーをお出しいたし

ります。 お悩み相談 やお好きな曲

護 摩木 一本 五 ００ 円

がらお聞きされてみませんか？つた

ます。また、供養や祈願のため、心

のリクエ ストもお受 けいたします

御 札によ る護摩 祈願 は五 ００ ０円か ら

「絵馬」をご奉納いただくと、御接

テ ラカフ ェでは 、「 おみく じ」や

覧いただけます

ださい。左記のＱＲコードからもご

話いたしました。どうぞお楽しみく

ない話で恐縮ですが、心を込めてお

癒 しや落 ち着き を取 り戻す 行いの

のでぜひお聞きください

「御写経」も大変好評です。

と なり ます

報恩日

毎月 二十 一日 は 報恩 日で す。

宗祖 弘法大 師様の ご縁 日と なり 大切な 感

謝の 心を 学び ま す。

と尋ねた とき、「み んな家族と 一緒でう らや
ましい 。わた しは寂 しい」 とお聞 きしま した 。

御写 経・お 経の読 み方 ・真 言瞑 想など の

お布 施は 二０ ０ ０円 です

仏教 体験 をい た だけ ます 。

寂しさが 言葉となっ て現れる時 、悪口と なる
のだと教 えられまし た。仏さま に手を合 わせ
心を落ち 着けると素 直な言葉が 湧き上が って
くるはずです。

