
節分とは立春の前日のことです。古くは立春から新年が始まるとされ、新年を前に豆をまいて鬼を祓い
福を呼び込む行事が行われてきました。興正寺では、豆をまいて厄を祓い御祈祷いたします。

祈祷札の種類

節分厄除祈祷会

祈 祷 料
場 　 　 所 西山本堂

5,000円より（厄除祈祷福豆、マス付）

10時／ 13時32 ［金］

「星祭開運祈祷札」は、自身にふりかかる難を代わりに受けて災厄を小さくする守り札です。密教占星術
（宿曜経）を基に皆さまのそれぞれの九曜星を供養した祈祷札を授与いたします。吉凶は年齢早見表を
ご確認ください。

特別木札には、ご本人の九曜星を記し、西山本堂内に1年間お名前をあげさせて
いただきます
※御札の種類に関わらず、施主名が裏書きされます

星祭開運祈祷札

受 渡 し

9時～17時
納経所にて52 ［日］～ 53 ［日］

特別木札 30,000 円より
特別木札 10,000 円より

……諸曜総咒を記します大木札 5,000円より
中木札 3,000円より
小木札 1,000円より
紙札 500円より ご

加
護

しょようそうしゅ

諸曜総咒

裏面

九曜星

WEB・郵送
申込期限 251 ［水］

来寺
申込期限 当日

WEB・郵送
申込期限 251 ［水］

来寺
申込期限 311 ［火］

くようせい らごうせい どようせい すいようせい きんようせい にちようせい かようせい けいとせい げつようせい もくようせい
九曜星 羅睺星 土曜星 水曜星 金曜星 日曜星 火曜星 計都星 月曜星 木曜星

吉凶
大凶 半吉 末吉 半吉 大吉 大凶 大凶 大吉 大吉

きゅうせい しろくもくせい ごおうどせい ろっぱくきんせい しちせききんせい はっぱくどせい きゅうしかせい いっぱくすいせい じこくどせい さんぺきもくせい
九星 四緑木星 五黄土星 六白金星 七赤金星 八白土星 九紫火星 一白水星 二黒土星 三碧木星

令5年/2023 令4年/2022 令3年/2021 令2年/2020 令1年/2019 平30年/2018 平29年/2017 平28年/2016 平27年/2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9
うさぎ とら うし ねずみ いのしし いぬ とり さる ひつじ

平26年/2014 平25年/2013 平24年/2012 平23年/2011 平22年/2010 平21年/2009 平20年/2008 平19年/2007 平18年/2006

10 11 12 13 14 15 16 17 18
うま へび たつ うさぎ とら うし ねずみ いのしし いぬ

平17年/2005 平16年/2004 平15年/2003 平14年/2002 平13年/2001 平12年/2000 平11年/1999 平10年/1998 平9年/1997

19 20 21 22 23 24 25 26 27
とり さる ひつじ うま へび たつ うさぎ とら うし

平8年/1996 平7年/1995 平6年/1994 平5年/1993 平4年/1992 平3年/1991 平2年/1990 平1年/1989 昭63年/1988

28 29 30 31 32 33 34 35 36
ねずみ いのしし いぬ とり さる ひつじ うま へび たつ

昭62年/1987 昭61年/1986 昭60年/1985 昭59年/1984 昭58年/1983 昭57年/1982 昭56年/1981 昭55年/1980 昭54年/1979

37 38 39 40 41 42 43 44 45
うさぎ とら うし ねずみ いのしし いぬ とり さる ひつじ

昭53年/1978 昭52年/1977 昭51年/1976 昭50年/1975 昭49年/1974 昭48年/1973 昭47年/1972 昭46年/1971 昭45年/1970

46 47 48 49 50 51 52 53 54
うま へび たつ うさぎ とら うし ねずみ いのしし いぬ

昭44年/1969 昭43年/1968 昭42年/1967 昭41年/1966 昭40年/1965 昭39年/1964 昭38年/1963 昭37年/1962 昭36年/1961

55 56 57 58 59 60 61 62 63
とり さる ひつじ うま へび たつ うさぎ とら うし

昭35年/1960 昭34年/1959 昭33年/1958 昭32年/1957 昭31年/1956 昭30年/1955 昭29年/1954 昭28年/1953 昭27年/1952

64 65 66 67 68 69 70 71 72
ねずみ いのしし いぬ とり さる ひつじ うま へび たつ

昭26年/1951 昭25年/1950 昭24年/1949 昭23年/1948 昭22年/1947 昭21年/1946 昭20年/1945 昭19年/1944 昭18年/1943

73 74 75 76 77 78 79 80 81
うさぎ とら うし ねずみ いのしし いぬ とり さる ひつじ

昭17年/1942 昭16年/1941 昭15年/1940 昭14年/1939 昭13年/1938 昭12年/1937 昭11年/1936 昭10年/1935 昭9年/1934

82 83 84 85 86 87 88 89 90
うま へび たつ うさぎ とら うし ねずみ いのしし いぬ

昭8年/1933 昭7年/1932 昭6年/1931 昭5年/1930 昭4年/1929 昭3年/1928 昭2年/1927 大15年/1926 大14年/1925

91 92 93 94 95 96 97 98 99
とり さる ひつじ うま へび たつ うさぎ とら うし

令和5年 年齢早見表(数え年)

赤字厄年：厄祓い祈祷をおすすめします 前厄 本厄の前年で、注意が必要と言われています
特に注意 大凶・体力低下を起こしやすい年齢なので要注意

厄年とは一生のうちで何らかの厄難に遭遇する恐れの多い年齢をいいます。真言宗では男女共通の厄として考えます。
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