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　お盆は、釜蓋朔日（かまぶたついたち）に始まり、七日（たなばた）の盆棚準備と続き、24 日の地蔵盆で終わり
を告げます。盆月の始めにはお墓を掃除して、仏壇に盆飾りをします。
　今年の大洞院は、8 月 6 日（土）の新盆法要、施食会に始まり、盆棚経、15 日の盂蘭盆法要（うらぼんほうよう）、
地蔵盆と盆行事が続きます。先祖・故人・縁者をはじめ広く戦没者、天災地変の被害者を含めた諸精霊の供養を行
いましょう。

新盆法要 施食（施餓鬼）会

故人が最初に迎える盆を「新盆（しんぼん・にいぼん・
あらぼん）」と呼びます。本堂に設ける施食棚へ故人の白
木位牌を祀り、浄水・供物を供えて盆幡を建て特別に手厚
く供養致します。

本年の新盆法要では、令和 3 年 6 月 19 日～令和 4 年 6
月 20 日の間に逝去された方々の精霊の新盆供養を、親類
縁者にお集まりいただき、お
勤めさせていただきます。新
盆法要の対象となる皆様には、
ご案内を同封しています。家
族・親族揃って参加いただけ
ます。

初めてのお盆で、戸惑うことも多いと思います。地方に
よって風習が異なるために、親族間でも意見が合わず迷う
ことがあります。新盆法要など、分からないことや困った
ことを、寺務所で相談に応じています。

施食法要は、先祖・故人・縁者・広く無縁の諸精霊の供
養と、参列する皆様の福徳延寿を願う法要です。

次世代を担う家族とともに参加をお願いします。
本年も午後 1 時に開式し、2 時頃に本堂前で申込頂いた

塔婆をお渡しします。寺務所受付で盆幡をお渡ししますの
で、8 月盆の方は帰宅後に仏壇などへの飾り付けをお願い
します。

本堂内は、座席間隔を広げ、本堂正面引き戸を開放して
換気を強化します。本堂前に焼香台を設けて、屋外でも焼
香できるようにします。

事前申し込みいただいた塔婆は、法要終了後に本堂前で
受け取り、個々の墓所や一葉観音前の塔婆立てへと施主が
建てます。

また、事前注文した墓参用仏花は寺務所東側で受け取り
ください。

令和４年 8 月 6 日（土）　午前 11 ～ 12 時
会場：本堂　受付：寺務所

令和４年 8 月 6 日（土）　午後 1 ～ 2 時
会場：本堂　受付：寺務所

令和 3 年新盆法要

新盆とは、故人が最初に迎える盆です

新盆の相談を受け付けます

お葬式は葬儀
社にお願いでき
たけど、新盆の
ことは相談でき
なくて、困って
るの…

お友達が家族
の新盆をどうす
ればいいかわか
らないみたい。
私もわからない
から困ったわ…

新盆についての困った！は、大洞院にご相談ください。



棚経計画の協力者を募集中。Excel で作成しています。6 月初
旬から 8 月中旬まで、ボランティアで協力してくださる檀家さ
ん、御協力をお願いします。

盆棚経

よくある質問お盆には故人の霊が家族の元に帰ってくると言われま
す。盆棚経は、先祖・故人の霊を自宅に迎えて供養する先
祖供養の大切な行事です。櫻井大文住職、満目尚樹和尚、
後藤英慈和尚の 3 名が手分けして皆様の家の位牌の前で読
経させていただきます。

7 月盆の方には、棚経日時を記載した案内と盆幡をすで
に郵送しました。

8 月盆で訪問する皆様には、棚経予定日を記載した案内
を大洞院便りと一緒に郵送します。今年は 8 月 8 日（月）
開始を計画しています。8 月 8 ～ 10 日、8 月 16 日以降は
棚経計画に時間的余裕があります。日程の変更を希望され
る方は連絡ください。都合のつく日時で調整させていただ
きます。

棚経案内が届いていない方で、棚経を希望する方は寺務
所まで早めにご連絡ください。大洞院檀家以外でも、ご希
望があれば盆棚経に訪問させて頂きます。寺務所に申込く
ださい。

皆様のご要望を受け調整した盆棚経の訪問日時は、8 月
1 日頃から本堂西廊下に掲示します。ご確認ください。

Q. 仏壇前に集まった親戚を待たせたくないから、指定した時
間ぴったりに来て欲しい！

A. 棚経では毎日 20 軒前後を 15 分程度の訪問時間で、最も移
動時間が少ないルートを考えて計画しています。しかし、道路状
況や訪問先での仏事相談、急遽の変更などのために、予定を 30
分程度前後することが多くあります。特に、8 月 13 ～ 15 日は時
間指定にお応えすることが困難になっています。8 月 8 ～ 11 日、
16 日以降であれば検討しますので、寺務所に相談ください。

Q. 棚経に来るお坊さんが毎年代わるのは何故ですか。
A. 棚経は、住職、満目和尚、後藤和尚の３名がお伺いしてい

ます。住職は、新盆の家には極力お伺いする、全ての棚経先に 3
年に１回以上はお伺いすることを基本に棚経計画をしています。
このため、毎年お伺いする僧侶が代わることになります。「同じ
僧侶に毎年来て欲しい」という要望には、8 月 12 ～ 15 日以外で
したら相談に応じます。

Q. 棚経日と時間が毎年変わるが、同じにできないのですか。
A. 新盆で新しい訪問先が増える、住職が 3 年に 1 回以上は全

ての棚経先にお伺いするなどの条件で棚経を計画すると、3 名の
僧侶の棚経ルートが毎年変わります。このため、訪問時間を一定
にすることが困難です。皆様の生活リズムを考慮した朝 8 時 30
分から午後 5 時 30 分の間で計画すると、訪問日が前後する棚経
先も発生します。8 月 11 日以前、8 月 16 日以降であればご要望
に応じることも可能です。寺務所にご相談ください。

盆飾り盆飾り
　お盆の時期、仏壇の清掃と盆幡（ぼんばた）などの盆飾り
は7日に行う風習があります。この風習が七夕（たなばた）と
なりました。皆様も7日頃に盆幡を仏壇や位牌の周囲の壁
に飾りましょう。
　棚経にお伺いした時、僧侶は位牌に向かって供養の読経
をさせていただきます。家族揃っての参拝をお願いします。

仏壇の飾り方仏壇の飾り方

7・8月に寺務所受付でお渡ししてい
ます。仏壇上部に別途用意した紐を
セロテープ等で貼り、吊り下げてく
ださい。

7・8月に寺務所受付でお渡ししてい
ます。仏壇上部に別途用意した紐を
セロテープ等で貼り、吊り下げてく
ださい。

①盆幡（紙製の五色の旗/5枚）①盆幡（紙製の五色の旗/5枚）

仏壇前に台やテーブルを置き、位
牌を真ん中に据えて、供物や精霊
馬（なす・キュウリ）などを設営し
ます。

仏壇前に台やテーブルを置き、位
牌を真ん中に据えて、供物や精霊
馬（なす・キュウリ）などを設営し
ます。

仏壇とは別に棚を作成し、後
ろに仏画掛軸を飾る例です。
両脇には新盆用の提灯（一対）
を飾り、位牌の前には供物や
精霊馬を飾る盆棚を作成し
ます。盆棚には、胡瓜・茄子を
刻んで水に漬けた「水の子」
や、砂糖を固めて作った菓子
等を供物として飾ります。

仏壇とは別に棚を作成し、後
ろに仏画掛軸を飾る例です。
両脇には新盆用の提灯（一対）
を飾り、位牌の前には供物や
精霊馬を飾る盆棚を作成し
ます。盆棚には、胡瓜・茄子を
刻んで水に漬けた「水の子」
や、砂糖を固めて作った菓子
等を供物として飾ります。

②盆棚②盆棚

新盆用の盆棚新盆用の盆棚

　地域や宗派によって盆棚の風習は異な
ります。
　初めてなので作り方が分からない等の
相談は寺務所にて受け付けていますの
で、気軽に相談ください。
　また、今年も本堂西玄関に仏壇を使用し
た盆棚飾りを展示します。実物を参考にし
たい方は来訪ください。

櫻井大文住職 満目尚樹和尚 後藤英慈和尚



盂蘭盆法要

盂蘭盆に故人の供養をしましょう

先祖・故人、水子や縁者の供養のための盂蘭盆法要を開
催します。8 月 15 日は終戦の日でもあり、戦没者の慰霊、
大震災など災害死者の慰霊も行います。盆棚経を受けられ
なかった方、墓参の方、檀家以外の地域の方にも参加いた
だけます。

参道に千本灯明を点灯して、法要終了（午後 6 時 30 分
頃）後から、詩吟と津軽三味線の演奏などの奉納がありま
す。夕涼みがてら、皆様もお聞きください。

大洞院の盂蘭盆法要は、檀家に限らず、誰でも気軽に参
加いただけます。先祖、遠方の親類縁者の供養がしたい、
水子の供養がしたい、故郷にお盆の墓参りができない方、
恩師・友人の霊に手を合わせたい方など、宗旨を問わず参
加ください。

供養したい故人の氏名（分かれば戒名）、供養する方の
氏名を記入して供養料（千円）を添えて寺務所に申込くだ
さい。盂蘭盆法要の式中で奉読させていただきます。盂蘭
盆法要当日でも受け付けます。

令和４年 8 月 15 日（月）　午後 6 時～
会場：本堂　受付：寺務所

津軽三味線五錦流師範

五錦  雄互

津軽三味線五錦流師範

五錦  雄互
ごしき　ゆうごごしき　ゆうご

篠笛・フルート

宮川悦子

篠笛・フルート

宮川悦子

日本吟道学院  韻の会

徳武龍空
日本吟道学院  韻の会

徳武龍空
みやかわ えつこみやかわ えつこ

　盂蘭盆法要終了（午後6時30分頃）後は、参道に千
本灯明を点灯して、津軽三味線と篠笛、詩吟（日本吟
道学院 韻の会 会長  徳武 龍空）の奉納で、先祖・故人
の供養をさせていただきます。皆様も一緒にお聞き
ください。

　盂蘭盆法要終了（午後6時30分頃）後は、参道に千
本灯明を点灯して、津軽三味線と篠笛、詩吟（日本吟
道学院 韻の会 会長  徳武 龍空）の奉納で、先祖・故人
の供養をさせていただきます。皆様も一緒にお聞き
ください。

8月15日8月15日（月）（月）
18時30分より

（盂蘭盆法要終了後）
18時30分より

（盂蘭盆法要終了後）

8月23日（火）午後1～3時
会場：本堂　参加費 無料

大洞院のお盆の最後は、お地蔵様の縁日

「地蔵盆」です！

本堂での数珠玉作りや手形アート教室、境

内でのヨーヨーすくいで、地蔵盆を楽しみ

ましょう。



5 月 30 日の大洞院 30 世（木村）大徹誠治大和尚の祥月命
日に合わせて、開山より大洞院を守ってきた歴代住職を供養
する歴住忌を執り行いました。

歴代の住職に縁のある方々にも参加いただき、塔婆を歴住
墓へ建て、参列者全員で手を合わせました。

来年（令和 5 年）は先代・木村住職の 17 回忌に当たりま
す。来年の歴住忌の頃には大洞院ギャラリーで「大洞院の歴

史展」を企画・開催したいと思い
ます。室町時代から続く大洞院の
歴史、29 世・谷内流芳住職、30 世・
木村誠二住職、31 世櫻井大文住
職と続く歴史にスポットを当てま
す。

3 月 21 日の春彼岸法要後に世話人会総会を開催しました。
檀家の代表の世話人 40 名が参加しました。

欠員となった会長と監事を、会長に船本喜孝さん、監事に
鈴木淳さんにお願いしました。

令和 4 年度における運営方針と令和 3 年度決算見込みと令
和 4 年度予算の報告がありました。

また、令和 3 年秋彼岸世話人会にて議題に上がった「世話
人会活動の明文化・明確化」について、その後の理事会で検
討を行い制定した「世話人会規則」の報告もありました。

歴住忌のご報告春彼岸世話人会総会のご報告

行事の情報や、法要・供養の情報などを掲載した「大洞
院便り」を定期的に発行しています。

大洞院寺務所に申し込みいただければ、「大洞院便り」
を、現在お送りしている住所以外にも無料で郵送します。
檀家以外の方にも郵送しています。

また、「大洞院便り」は大洞院ウェブサイトからバック
ナンバーをいつでも読めます。ウェブサイトに掲載する最
新情報と合わせてご利用ください。

大洞院は文化、福祉活動を支援しています。大洞院ギャ
ラリー運営委員会は、パレット柏が主催する柏市民ギャラ
リーの企画展の協力をしています。今年は陶芸家・羽二生
隆宏の「羽二生隆宏陶芸展」を 10 月 5 日～ 10 日にパレッ
ト柏・市民ギャラリーで開催します。

東葛の代表的な陶芸家・羽二生隆宏は、益子や瀬戸市で
陶芸を研鑽して、柏市にて築窯独立。千葉県美術展教育長
賞、埼玉陶芸展知事賞、光風工芸展特別賞など受賞歴多数、
改組日展でも連続入選中。光風会名誉会員。

現在も我孫子の陶房「羽二生窯」で日々陶作を続けてい
ます。これまでの秀作多数を展示します。

大洞院便り発送サービス

羽二生隆宏陶芸展

いつも送っている

大洞院便りを

もう一通！

希望の場所へ

お届けします

例：別居の家族（子・孫）世帯や、お寺に

興味のある知人など

メビウスの輪

歴住忌法要

　大洞院の本堂裏に咲くあじさいが
見ごろを迎えています。

あじさいが咲きましたあじさいが咲きました

ペット供養墓
「やすらぎの碑」

本堂
毘
沙
門
天
像

西玄関

平成 26 年に発行した大洞院規
則集に、その後の改訂や新たに施
行した「監事会規則」「世話人会
規則」と、組織図などを加えた「大
洞院 諸規則集」を発行します。

檀家の皆様には、大洞院便りに
同封し発送致します。

諸規則集の余部は、大洞院寺務
所にお問合せください。

大洞院 諸規則集  発行

「大洞院諸規則集」
令和 4 年 6 月 30 日発行



大洞院の毘沙門天など柏に設置された「かしわ七福神」を
巡って参拝し、御利益を頂きましょう。

本年から慈本寺（柏市藤心）が新たに加わりました。
大洞院・豊受稲荷本宮・神明社・慈本寺・旭町香取神社に

はマップと七福神めぐりをする方の為の色紙を用意してあり
ます。

七福神を巡り、朱印を押して完成させましょう。朱印や色
紙は、柏市の画家・長縄えい子さんのデザインです。

色紙リニューアルに併せて、七福
神巡りチラシも「福の街かしわ」を
合言葉に、リニューアルしました。

色紙への印判は、豊受稲荷本宮、
神明社、慈本寺、福満寺、旭町香取
神社、大洞院にて授与します。

是非、大洞院寺務所へとお声掛け
ください。

七福神巡り用色紙　500 円
印判料　200 円

七社寺印判押印の完成色紙
　2,000 円

かしわ七福神めぐり

大洞院では季節限定や東葛地域作家とのコラボデザイン
など、オリジナル御朱印を各種発行しています。寺務所で
お受けください。

大洞院特製オリジナル朱印帳もあります。

御朱印・朱印帳

令和 4 年発行御朱印（一部）
￥500

御朱印  ￥300

御朱印帳（大野隆司デザイン）
￥1,000

　参加寺社増加を受け、寺社名の入った印判を色紙へと
押す方式へと変更しました。
　方式変更に伴い、以前の色紙に印判を集めた方も、これ
から新しく七福神を巡る方も、誰もが楽しく参加できる
ように印判を全て新しいデザインへと替えました。
　木々に囲まれた涼しい境内を巡る夏の健康増進や、夏
休みの子ども達との思い出作りなど、様々な機会に七福
神巡りをお楽しみください。

七福神巡り用色紙

リニューアル！

七福神の色紙が新しくなります

令和４年夏柏七福神巡り
パンフレット

　今年の夏も暑い日が続くと言われています。大洞院で
は、本堂西玄関のロビーを冷房して、休憩所として利用い
ただいています。
　墓参りや参拝の際などに休憩所として、自由に活用くだ
さい。熱中症にならないように涼みながら、ギャラリーの作
品を鑑賞をする、書架の本を手に取る、飲物を口にするな
ど、ゆっくりと休憩ください。
　本堂内トイレも自由にご利用いただけます。

酷暑注意！西玄関休憩所を冷房中西玄関休憩所を冷房中

令和 4 年 6 月 1 日に千
葉県庁に提出した令和 3
年度収支計算書等を寺務
所玄関に掲示しました。

収支計算書を掲示しました



　最近の相談事例には、次のものがありました。
１．葬儀関連
　（1）妥当な葬儀費用、（2）信頼できる葬儀社、
　（3）希望に合う葬儀会場選定など
２. 相続関連
　（1）預貯金口座の取扱いと名義変更、
　（2）不動産の名義変更登記と費用、
　（3）相続税申告の要否と税理士費用など
３. 墓地関連
　（1）納骨の時期、
　（2）墓地の引越しと手続き、
　（3）墓地撤去費用、
　（4）墓地選びなど

子育てカフェ

大洞院は福祉活動を支援しています

　高齢者の約5人に1人が認知症になると言われています。
　認知症について知りたい方、認知症の方やその家族、地
域の方々、どなたでも参加いただけます。大洞院を会場に、

「つながる場」「集いの場」「憩いの場」として楽しい時間を一
緒に過ごしましょう。
　認知症サポーター養成講座修了のたなか地区オレンジ
フレンズ、柏北部包括支援センター職員が個別相談にも応
じます。認知症について知り、介護の悩みや経験談を共有
するとともに、認知症の方が自ら楽しめるカフェにしてい
きます。
　活動内容や概要については、柏北部包括地域センター

（☎ 04-7140-8818）までお問合せください。

カフェ はな　 ふく

花福

7月12日（火）午後1時30分～3時
8月9日（火）午後1時30分～3時
9月13日（火）午後1時30分～3時

大洞院本堂  会議室

100円（飲み物代）

座談会・情報交換
包括支援センター職員による個別相談（ご希望の方）等

☆時間内の出入りはご自由にどうぞ☆☆時間内の出入りはご自由にどうぞ☆

主催：田中地区オレンジフレンズ
協力：柏北部地域包括支援センター、大洞院

子育て世代を対象とした、気軽におしゃべりができる憩
いの場です。子供を連れてきて遊べるように、遊具を用意
しています。

子育ての悩み共有や、気分転換のおしゃべりなど、子育
て世代の為の場として、ご利用ください。

現在、利用者を募集中の東２墓地内の歩行通路部分
を透水性アスファルト舗装する準備を進めています。
この通路舗装で、東２墓地の利用者が増えることを期
待しています。

境内墓地は、大洞院の直
接管理で住職の目の届く本
堂前にあり、安心です。駐
車場から境内墓地、本堂は
平坦地で段差がありません。
本堂での法要後の墓参に便
利です。

墓地購入を検討している
知人や親族がいましたら、
ご紹介ください。

大洞院は檀家の皆様、地域の皆様との助け合いを大切に
しています。供養・葬儀になどの皆様の困り事、悩み事な
ど、電話・メール・FAX、面談などで皆様の相談に応じます。

相談の内容と必要に応じて、仏具店、石材店、葬儀社、
司法書士や弁護士、税理士、社会保険労務士、社旗福祉士、
地域包括支援センターなど大洞院と縁があり信頼のおける
専門家を紹介しています。

墓地選びでは、民間墓地、寺院境内墓地、納骨堂、
樹木葬、プレート葬、花壇葬墓地、
散骨など様々な情報があふれて
混乱がみられます。相続人がい
ない人の墓選び、葬儀の相談も
ありました。

大洞院はできる範囲で、皆様
の悩みの解決に協力しています。

墓地の利用募集

よろず相談受けます

主催：家庭倫理の会柏市

日時：9 月 8 日（木）　午前 10 時～ 11 時 30 分
参加費：無料　場所：大洞院本堂  会議室

東２墓地の舗装計画部分
（白線内）



●渡邊眞利作品展
　6 月 3 日（水）～ 7 月 10 日（日）
　北海道出身で元国画会会員の渡
邊眞利さんの作品展です。妖艶な
雰囲気の漂う絵画を展示していま
す。
●大野隆司「言葉のアルバム展」
　7 月 13 日（水）～ 8 月 17 日（水）
東葛地域を代表する版画家・大野
隆司さんが読売新聞（夕刊）にて
連載する「言葉のアルバム」原画
展です。
●大野隆司「うさぎ百羽仏陀伝」
　8 月 20 日（土）～ 9 月 15 日（日）
仏陀の一生を兎の姿で描いた「う
さぎ百羽仏陀伝」の出版を記念し、
原画展を開催します。
　会場では、書籍の販売も行う予
定です。
●伯耆田夫妻陶芸展
　9 月 17 日（土）～ 9 月 25 日（日）
　地元花野井で陶芸窯を持つ伯耆
田幸男・知恵子夫妻による陶芸作
品の展示・販売展です。

大洞院ギャラリーは、地域文化の発展を支援する目的
で、平成 24 年 3 月に開設しました。

このギャラリーは、幅広い文化や芸術を発信するスペー
スとして、利用する方、訪れる方々、それぞれに有効活用
していただいてます。

大洞院ギャラリー展示予定

詩吟教室

詩吟で学ぶ腹式呼吸
　大きな声で心も体も健康に

会場：大洞院本堂　参加費：2，000円

午後1時～3時

詩吟は、漢詩や和歌を声高らかに詠います。
初心者にも分かり易く、教えます。
みんなが知ってる歌謡曲や民謡・童謡に詩吟を
組み合わせて吟詠を楽しむこともできます。

指導： 徳武 龍空  （日本吟道学院 韻の会）

毎月

第2水曜、第4日曜

般若心経262文字に心を込めて

大洞院

写経会
日　時：毎月第３土曜 朝9：00～

会　場：大洞院 会議室

参加費：200円
持ち物：筆ペン または 硯・小筆・墨汁

住職と一緒に般若心経を御唱えし

てから、写経を行います。
写経用紙は会場にて購入できます。

お手持ちの用紙での参加も可能です。

初心者用　5枚綴り（御手本付）　500円

30枚綴り（御手本付）　2，000円

予約は不要です。
気軽にお越しください。

　夏が近づき、墓地で蚊が飛ぶ季節になりました。落し込み
花立てについては、水にボウフラが発生しないように外し
て逆さにしてあります。
仏花を立てる時は、お手
数ですが元に戻してくだ
さい。
　固定式花立てには、ボ
ウフラ対策として銅線を
入れています。

ボウフラの予防ボウフラの予防

ボウフラ対策用の銅線(約1.5cm)

静寂な空気の中で  自分と向き合う静寂な空気の中で  自分と向き合う

坐禅会
　お寺で坐禅をしましょう。自然が奏でる音色に耳を
澄まし、誰にも邪魔されずに心静かにただ坐る。それ
だけで心も身体も清々しくなります。まずは一緒に坐
りましょう。

第1・3土曜　 午後2時～
毎週日曜午前6時～8時

会場：本堂
参加費  無料

「蒼い風」渡邊眞利

大野隆司

伯耆田幸男・知恵子



曹洞宗　花井山　大洞院
〒277-0812 千葉県柏市花野井1757

TEL 04-7132-5868 FAX 04-7134-2131
URL http://www.daitoin.net/

Email daitou@daitoin.net

曹洞宗　花井山　大洞院
〒277-0812 千葉県柏市花野井1757

TEL 04-7132-5868 FAX 04-7134-2131
URL http://www.daitoin.net/

Email daitou@daitoin.net

平成 30 年に大洞院春の寺コンにて素晴らしい演奏をし
てくださった吉原聡さんと、流山出身で東葛高校卒、日
本でも数少ないソリストとして活躍するバンジョー奏者・
青木研さんをお招きして、「秋の寺コン　寺ジャズ バン
ジョー & バンジョー」を開催します。

ご予約は、大洞院寺務所までお問合せください。
コンサート詳細は、大洞院ウェブサイトや、各種 SNS

にて随時お知らせいたします。

4 月 2 日、笙演奏家で柏市篠籠田出身の伊藤えりさんを
お招きして、アコーディオンの岩城里江子さん、マリンバ・
パーカッションの藤本亮平さんのトリオに演奏いただき
ました。チケットは予約で完売する盛況で、満開の桜吹雪
の中で演奏を楽しんでいただきました。

バンジョー・ギター
吉原  聡

バンジョー
青木  研

令和４年 10 月 16 日（日）　午後２時開演
会場：本堂　入場料：2，000 円

令和４年  春の寺コン報告

　皆様へ、いち早く最新情報や、行事・イベントの案内を
するため、公式SNSアカウントを開設しました。
　各種サービスをお使いの方は、この機会に大洞院のア
カウントのフォローをよろしくお願いします。
　また、大洞院の魅力について「#大洞院」をつけて、発信
ください。

公式ＳＮＳ
はじめました

@daitoooin @daitouin

大洞院 秋の寺コン

バンジョー &バンジョー

テラ

午前10時～12時   大洞院  会議室午前10時～12時   大洞院  会議室

持ち物：水彩、クレパス、筆、パレット等の
　　　   画材があればお持ちください
持ち物：水彩、クレパス、筆、パレット等の
　　　   画材があればお持ちください

参加費：1回 2,000円（材料費込）参加費：1回 2,000円（材料費込）

各回定員5名まで

夏の工作教室夏の工作教室

こどもたちの
夏休みの宿題をお手伝い！

日時 第１・３金曜日

 午後4時～5時半

場所 会議室

日時 第１・３金曜日

 午後4時～5時半

場所 会議室

対象 ４歳～小学生

月謝 4,000円（月２回）

講師　西岡民雄（アトリエ飛動庵）

対象 ４歳～小学生

月謝 4,000円（月２回）

講師　西岡民雄（アトリエ飛動庵）

8月2日（火）8月2日（火） 8月18日（木）8月18日（木）


