
平成24(2012)年年回（年忌法要）のご案内 
正覚寺 

年回表 
お亡くなりになった年 年回 

平成23(2011)年 一周忌 

平成22(2010)年 三回忌 

平成18(2006)年 七回忌 

平成12(2000)年 十三回忌 

平成８(1996)年 十七回忌 

平成２(1990)年 二十三回忌 

昭和61(1986)年 二十七回忌 

昭和55(1980)年 三十三回忌 

昭和51(1976)年 三十七回忌 

昭和38(1963)年 五十回忌 

大正２(1913)年 百回忌 

浄土真宗のご法事（年回）は、故人の年忌のご法縁に、

今生に残る者が、亡き人を偲びつつ、お聴聞を通して阿

弥陀如来のお育てに与る大切の機会です。 

ご法縁がなければ、煩悩のとりことなって苦悩の淵に

沈む衆生（私）が、南無阿弥陀仏を称えつつお名号の御

働き（お喚び声）に遇わせて戴く大切の機会です。 

 年回に要する時間は通常一時間ほど、お内佛様(※)

の前にご家族・親族・御近所の方々がお集まり戴きお勤

め致します。何よりもご法縁に遇わせて戴くことが大き

な目的です。三部経のお勤めとご法話を頂戴致します。 

※お寺のご本堂をご利用戴くこともできますので、事前

にご相談下さい。 

以上、ご案内まで             合掌 
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