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このたび、標記通信 2016 年 3 月号を発行いたしましたので、ご一読のほどお願い申しあげます。

教化事業のご案内
教化事業のご案内
◆教区同朋大会◆ 教化推進委員会
・日時
・講師
・テーマ
・会場
・参加費
・その他

２０１６年５月２９日（日）午後１時２０分～４時２０分
やっちく二人会（竹原了珠氏、八木千春氏）
共に創り、共に生きる
七尾サンライフプラザ
５００円
詳細は同封のチラシをご覧ください。またポスターを掲示のうえ、広くご門徒に周
知くださるようお願いします。チラシ裏面の申込書を取りまとめいただき、所属組
の組長に、参加費を添えて５
５月６日（金）までにお申込ください。参加券は組長事務
所にありますので、代金と引き換えにてお受け取りください。
（当日入場券の取扱は
ありませんのでご注意ください）
なお、参加券は、組長事務所及
組長事務所及び
組長事務所及び教務所で
教務所で、３月１４日
１４日（月）から頒布いたします。

◆帰敬式執行講習会◆ 教化推進委員会
・日時
・講師

２０１６年３月８日（火） 午後１時３０分～４時３０分
佐竹 通 氏（第２組 子浦專勝寺前住職）
松村大栄氏（本山本廟部堂衆）
・対象
住職・寺族・推進員・総代（掛役をされる方）
・参加費 不要
・会場
第８組正願寺（
組正願寺（輪島市町野町金蔵）
輪島市町野町金蔵） ※教務所で
教務所ではありませんのでご
ありませんのでご注意
ませんのでご注意ください
注意ください。
ください。

◆真宗史講座◆ 聖典学習小委員会
・日時

第 1 回 ２０１６年３月１０日（木）午後１時３０分～４時３０分
第 2 回 ２０１６年４月１２日（火）午後１時３０分～４時３０分
・講師
木越 祐馨 氏（第５組 光琳寺住職）
・講題
『道場について』
・対象
どなたでも
・参加費 500 円
・備考
教師陞補第１種認定の講座となります。

◆こころの広場◆ 公開伝道小委員会
・日時
２０１６年３月１９日（土） 午後２時～４時
・講師
上杉 彰子 氏（小松教区）
・講題
『世のいのりに心いれて』
・参加費 500 円
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◆歎異抄講座（第２回）◆ 聖典学習小委員会
・日時
２０１６年３月２４日（木）午後１時３０分～４時３０分
・講師
山田 恵文 氏（大谷大学 講師）
・対象
どなたでも
・参加費 500 円
・持ち物 『真宗聖典』、念珠等
・備考
教師陞補第１種認定の講座となります。

◆得度事前研修会（第２回）◆ 研修小委員会
・日時
２０１６年３月２６日（土）午前９時３０分～午後４時３０分
・講師
不二井悟史 氏、江尻晃邦 氏、松下文映 氏、藤井良秀 氏
・対象
得度受式希望者
・参加費 １，０００円
・その他 詳細は先月号同封の案内をご覧いただき、３月１１日（金）までにお申し込みください。

◆春の子どものつどい◆ 青少年小委員会
・日時
２０１６年３月２９日（火）～３０日（水）(一泊二日)
・講師
谷内 正遠氏（木版画作家・第１組慶専寺副住職）
・対象
新小学３年生から新中学３年生
・参加費 ３，０００円
・その他 詳細は先月号同封の案内をご覧いただき、３月１４日（月）までにお申し込みください。

◆今後の研修会等について◆
・４月１０日(日) 大谷婦人会能登教区連合会 婦人法話会 里雄康意 氏（宗務総長・大垣教区緑林寺）
・４月１６日（土） 午後２時～４時 こころの広場
見義 悦子 氏(富山教区正覚寺)
・４月２９日(金・祝) 能登教区『花まつり ～小さなお手てを合わせましょ!!～』
・５月２３、２４日（月、火） 大無量寿経講義 本多 弘之 氏（親鸞仏教センター所長）

教化事業のご報告
◆登高座作法講習会◆研修小委員会主催
さる 2 月 15 日～18 日、４日間にわたり能登教区登高座作法講習会が開
催された。能登教区での開催は約 8 年ぶりのことであり、20 名の受講申し
込みがあった。教授師には本廟部定衆の釋氏昭彦氏、伝授師には鍵役
の大谷修（信明院）氏をお招きして開催された。
教授師は、式導師として必要な報恩講式・嘆德文の読法と登高座の作
法について、受講者一人一人に対して細かく指導をされた。受講者は実
際に礼盤に登り、夜遅くまで作法の習得に励んでいた。最終日には考査
が行われ、合格者には登高座作法伝授証書が授与される。

教区事務についてのご連絡
◇教務所事務休暇について◇
下記の期間を事務休暇とさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いい
たします。
【緊急連絡先携帯番号 090－5685－5611】
3 月 31 日（木）～4 月 1 日（金）

能登教務所員研修のため
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◇御本尊還座式・春の法要について◇
３月３１日、阿弥陀堂の御修復完了に伴い、これまで仮阿弥陀堂（御影堂九字之間）に安置されてい
た御本尊・阿弥陀如来を、阿弥陀堂に還座する御本尊還座式が本山にて執り行われます。またとない
機会ですので、お誘いあわせの上、是非ともご上山いただきお参りください。
また、引き続き４月１日～３日までは春の法要が厳修されます。こちらは４年半ぶりに両堂での法要
となり、１日の「阿弥陀堂御修復完了奉告法要」は「師德奉讃法要」と兼修にて執り行われます。こちら
も是非ご参拝ください。詳細は『真宗』誌３月号等をご覧ください。

◇パンフレット「お内仏のある生活」(改訂版)の配布について◇
このたび、新たな門徒用授与物が製作されたことに伴い、標記パンフレットが改訂されました。各御
寺院へ一部配布しますので、ぜひご活用ください。

◇『能登教壇』編集実行委員の募集について◇
現在、休刊となっております『能登教壇』は、教区教化の内容をお知らせする教化誌として
の再刊を目指し、編集体制の見直しを行なっております。
つきましては、引き続き編集実行委員を募集いたしておりますので、ご協力いただける方が
おられましたら、教務所までご連絡くださいますようお願いします。
（ご不明な点や詳細につ
いては、お気軽に教務所へお問い合わせください。／☎0767-53-0058 担当：西藤）
さいとう

◇本山経常費完納寺院◇（2016.1.1～1.31 迄)
２０１５年度本山経常費をご完納いただき、有難うございました。
ここにご披露申し上げ、御礼に代えさせていただきます。

第１組
第２組
第３山方組
第４組
第５組
第７組

正誓寺
得生寺
本行寺
碧流寺
照願寺
常德寺
德照寺
本誓寺
真照寺

浄願寺
西照寺
專勝寺柳瀬
覺龍寺
西岸寺

覺正寺
西敎寺

惠光寺

光琳寺

第７組
鵜川組
穴水組

真照寺
願慶寺
慶法寺
西蓮寺
真光寺
成宗寺
長福寺
安泉寺

第１１組
第１２組
第１３組
第１４組

法性寺

慶得寺

光称寺
願正寺
正永寺

皆善寺
善行寺

◇敬弔◇（教区通信２月号 掲載以降)
御生前の御苦労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。
穴水組
第１０組
穴水組
第１組

法性寺
法融寺
極生寺
願生寺

前坊守
前住職
住職
前坊守

河隝 利代
篠塚 榮昭
盛
徹
蓮池 多喜子

2016 年 2 月 1 日
2016 年 2 月 4 日
2016 年 2 月 15 日
2016 年 2 月 20 日

●

●

●

能登教区教化テーマ

ほとけさまに遇いにきたいのち、今ともに生きよう

済美精舎ホームページアドレス

http://notokyouku.sakura.ne.jp

※2015 年 9 月号よりこの教区通信が済美精舎ホームページより PDF ファイルでダウンロードできるよ
うになりました。適宜ご活用ください。

