1月の持経寺だより

平成30年度

元旦のスケジュール

平成30年の年間方針
『行動の年』
平成30年の年間実践テーマ
（１）勤行・唱題で折伏達成
（２）みんなで声かけ御講参詣
（３）支部総登山で育成推進

・元旦勤行 （午前0時/午後2時）
・広布唱題会・出陣式（午前9時）
・一日詣り・永代経
（出陣式に引き続き）
・役員挨拶 （午後1時）

日

月

火

1

2

元旦勤行

水
3

新年勤行会

新年勤行会

（午前10時/午後2時）

（午前10時/午後2時）

法華講初登山会
（総本山）

法華講初登山会
（総本山）

（午前0時/午後2時）

広布唱題会
出陣式
（午前９時）

１月度唱題行
●朝勤行終了後1時間
●夕勤行終了後1時間
（１/２～１/３１）

木
4

金
5

土
6
活動者会
（午前10時）

１月度唱題会 ●朝勤行終了後1時間●夕勤行終了後1時間（１/２～１/３１）

7

8

成人の日

9

10

11

12
寺院清掃
（午前10時）

成人式
（午前10時/午後２時）

13
御報恩初題目講

（午後7時）

宅御講
１月度唱題会 ●朝勤行終了後1時間●夕勤行終了後1時間（１/２～１/３１）～１/３１）

14

15

16

17

18

19

20

御報恩初御講
（午後1時）

宅御講

少年部会
（午前10時半）

青年部会
（御講終了後）

１月度唱題会 ●朝勤行終了後1時間●夕勤行終了後1時間（１/２～１/３１）

21

22

23

24

25

ひねもす唱題会

26

宅御講

（午前8時～午後6時）

27
神奈川布教区
僧俗指導会
（午後1寺/応顕寺）

１月度唱題会 ●朝勤行終了後1時間●夕勤行終了後1時間（１/２～１/３１）

28

29

30

31

●平日の午前９時及び午後７時からと土曜日
の午前９時からの唱題会は信徒有志で行いま
すので、参加の程宜しくお願い致します。
自主的に寺院で唱題を行って、早期の誓願
達成に向けて活動して参りましょう。

1月21日（日）のひねもす唱題会割り当て
８：００-９：００
９：００-１０：００
１０：００-１１：００
１１：００-１２：００
１２：００-１３：００
１３：００-１４：００
１４：００-１５：００
１５：００-１６：００

青葉/都筑/（財津Ｇ/鈴木Ｂ/佐藤Ｂ）
川崎/幸ブロック（池本G/甘草G/榊山B）
鶴見/神奈川ブロック（網中Ｇ）
麻生/大和ブロック（中野Ｇ/小島Ｂ）
多摩ブロック（戸塚Ｇ/畠山Ｂ）
中原ブロック（馬田Ｇ/青木Ｂ）
宮前/高津ブロック（須藤Ｇ/八重尾講頭/秋元Ｂ）
港北ブロック/相模原/保土ヶ谷ブロック（大倉Ｇ/上野Ｇ/吉野Ｂ/長田Ｂ）

一、 勤行 ・ 唱題で折伏達成

です。

御法主日如上人猊下 御 指南
日々の生活における功徳の源泉は、 朝夕の勤行と唱題にありま
す。 勤行 ・唱題を怠って未入信者と同じ生活に堕さないよう、 時
間を決め、 家族そろっての勤行 ・ 唱題を心がけましょう。
勤行 ・ 唱題の際には、 講中一結して折伏誓願目標を達成するこ
とをご祈念申し上げ、 活動に参加する時間を作り出して折伏と育
成に動き、 誓願完遂に向かって前進いたしましょう。
なお新入講者には、 御本尊御安置を推進してください。

ご家族・お近くの方々をお誘い合わせのうえ、 意義ある

二、 みんなで声かけ御講参詣

し、 御住職様の御指導のもと僧俗一致・異体同心して、

自らを育んでくれた人々の恩を
自覚し、 生涯、 不退転の信心

御法主日如上人猊下の御指南をうけ、本年新たな誓願に対

本宗信徒は成人式において、
無事、 成人を迎えたことを御

本尊様に報恩感謝申し上げると
ともに、 両親をはじめとする

☆出陣式 ☆
（元旦 午前9時/広布唱題会終了後 ）

御講は、 宗祖日蓮大聖人の仏恩に御報恩謝徳申し上げ、 自ら
の罪障消滅と折伏成就をご祈念する重要な法要であり、 年間を通
して日時が決まっています。 法華講員として御講に優先すべき用
事はありません。
御講参詣の意義と功徳を繰り返し教化するとともに、 常日頃か
ら、 電話、 ファックス、 電子メール、 家庭訪問等において、 み
んなで声をかけあい御講参詣を推進いたしましょう。
参詣者を迎える寺院 ・ 支部においては、 入念な準備を行ない、
準備に携わる人を増やし、 御講日の会合は、 効率良く有機的に運
営できるよう、 内容や終了時間を明記するなどして参詣者に配慮
しましょう。
御講日を大切に考え、 各家庭の最重要行事として御報恩御講に
参詣する良い習慣が定着するよう努力してください。

三、 支部総登山で育成推進

の名に恥じない、確信に満ちた修行に邁進できるよう、

成人式
午前 10 時 / 午後 2 時）

（1 月 8 日

心新に誓願申し上げることがもっとも肝要です。

応顕寺 （横浜市）

場

所

1 月 2 7 日 （土） 1 2 ： 1 5 ～

日

し、 新年最初の元旦勤行を心の底からしっかり勤めま

時

一切の世事に先駆けて、まず末寺の御本尊様を礼拝供養

をもって広布の人材として精進
していくことを誓うことが肝要

出陣式に参加致しましょう！

総本山は、 本門戒壇の大御本尊が厳護される最勝の地であり、
大聖人の御魂と、 破邪顕正の精神が脈々と受け継がれています。
支部総登山に参加して、 その霊域に身をおくことにより身心が浄
化され、 信心が深化します。
講中組織の充実強化をはかる支部総登山は、 広布の人材育成の
バロメーターとなります。 登山の推進に携わり、 登山に参加し、
登山による功徳と不思議な体験を共に語り合うことは、 そのまま
人材育成につながり、 登山者にも、 登山を勧める者にも功徳がそ
なわります。 全講員が支部総登山の推進に関わることができるよ
う、 具体的な計画を立てて実施いたしましょう。

元旦勤行

◇ 神奈川布教区僧俗指導会◇
（元旦 午前0時/午後２時）

大聖人様は『法華初心成仏抄』に、
「仏になる法華経を耳にふれぬれば、
是を
種として必ず仏になるなり。
されば天台・
妙楽も此の心を以て、
強ひて法華経を説く
べしとは釈し給へり。
譬へば人の地に依り
て倒れたる者の、
返って地をおさへて起つ
が如し。
地獄には堕つれども、
疾く浮かん
で仏になるなり。
当世の人何となくとも法
華経に背く失に依りて、
地獄に堕ちん事疑
ひなき故に、
とてもかくても法華経を強ひ
て説き聞かすべし。
信ぜん人は仏になるべ
し、
謗ぜん者は毒鼓の縁となって仏になる
べきなり。
何にとしても仏の種は法華経よ
り外になきなり」
（御書一三一六頁）
と仰せであります。
皆様も御承知のように、
この御文は逆縁
の功徳について述べられ、
妙法を耳に触れ
た者は、
たとえ信ぜず反対する者であった
としても、
その人の心田に仏種が植えられ
たことになり、
それが種となり、
熟となり、
必ず成仏に至ることができると仰せられ
ているのであります。
それ故に、
天台大師も妙楽大師も
「此の
心を以て、
強ひて法華経を説くべ」
きであ
ると仰せられているのであります。
つまり、
末法当今の本未有善の衆生は、
直接、
法華経を誹謗していなくても、
知ら
ず知らずのうちに、
謗法の害毒によって、
法華誹謗の罪を犯しているわけでありま
すから、
私どもは
「とてもかくても法華経
を強ひて説き聞かすべし」と仰せのよう
に、
とにかく謗法を破折し、
法華経を強い
て説くことが大事なのであります。
（平成二十九年十一月度広布唱題会の砌）

平成 30 年の 『行動の年』 の年間実践テーマについて

しょう。そしてこれからの一年を、水の流れるような、

弛まぬ清い信心で貫き通し、自行も化他も、地涌の菩薩

