
2018 年 9 月号  

        

能能能能能能能能登登登登登登登登教教教教教教教教区区区区区区区区通通通通通通通通信信信信信信信信        

発行責任者 真宗大谷派 能登教務所長 篠原 亨栄 

 

◆教区声明講習会◆ 研修部門 

・日 時 ２０１８年９月５日（水）～６日（木） 両日とも午前９時半から午後３時まで 

・講 師 泉 康夫 氏（本山本廟部堂衆） 

・内 容 年忌法要のお勤めと執行について 

・持ち物 真宗大谷派声明集または大谷声明集（上）、浄土三部経（昭和法要式） 

 『真宗の儀式-声明作法-』（※先月号の教区通信及び案内チラシには『大谷派儀式概

要』と記載しておりましたが、『真宗の儀式-声明作法-』の誤りでした。お詫び申し上げま

す。） 

・装 束 間衣、輪袈裟 

・参加費 ２,０００円 

・備 考 教師陞補第２種認定の講座となります。 

 

◆こころの広場◆ 同朋会推進部門 

・日 時 ２０１８年９月１５日（土） 午後２時から４時まで 

・講 師 牧野豊丸 氏（福井教区 託願寺) 

・講 題 人と生まれて 

・参加費 ５００円 

 

◆秋安居◆ 研修部門 

・日 時 ２０１８年９月１９日（水）午後１時半から２０日（木）午後２時半まで 

・講 師 木村 宣彰 氏（本年度本講講者、大谷大学名誉教授、鈴木大拙館館長） 

・講 題 『安楽集』講要 

・対 象 有教師 

・持ち物 『真宗聖典』、安居本講講本（必ず購入の上ご参加ください）、念珠、間衣・輪袈裟等 

・参加費 ２,０００円 

・備 考 教師陞補第２種認定の講座となります。受講中は間衣・輪袈裟を依用下さい。 

 １日目日程終了後懇親会（場所未定）を予定しております。せっかくの機会ですので、ぜ 

ひともご参加お願いいたします。ご出席いただける方は、９月１４日（金）までに教務所ま 

でご連絡ください。（※１５日以降の懇親会参加のお申込みはお受けできません） 

 

    教区教化事業のご案内教区教化事業のご案内教区教化事業のご案内教区教化事業のご案内    

このたび、標記通信２０１８年９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。 
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◆真宗に学ぶつどい（第１回）◆ 同朋会推進部門 

・日 時 ２０１８年９月２６日（水） 午後７時から午後８時半まで 

・会 場 穴水組 法性寺（穴水町川島) 

・講 師 相馬 豊 氏（金沢教区道因寺、本山修練道場長） 

・テーマ いま、どんなつながりを生きてるの？ 

・参加費 ５００円 

・備 考 ２０１９年５月２１日(火)に、第２回目を開催予定(会場未定)です。 

 なお、全２回の出席で、教師陞補第１種認定となります。 

 

 

 

◆暁天講座◆ 同朋会推進部門 

去る、８月１日（水）から５日（日）の午前５時～６時に、暁天講

座が開催された。 

今年度は「いま、どんなつながりを生きてるの？」のテーマに

て、担当部門委員による勤行（正信偈、同朋奉讃）の後、下記の

講師からそれぞれの経験等を交えながらお話をいただいた。 

毎年、早朝の涼しい時間帯に多くの方にお越しいただいてい

る本講座だが、今年は猛暑で汗をぬぐいながらの聴聞となった。

終了後、パンと飲み物が配られた。 

 

・１日 直林   真 氏 （第２組仰信寺）     「本願に遇う」 

・２日 松下 文映 氏 （第１０組往還寺）    「お内仏のお給仕」 

・３日 二俣 正信 氏 （第１１組聖安寺）    「草むしりの仏様」 

・４日 山形 宗立 氏 （第１０組教忍寺）    「一切衆生 悉有仏性」 

・５日 日野 尚法 氏 （第３山方組徳満寺）  「兵戈用いることなし」 

 

◆大谷大学児童文化研究会 夏の巡回◆青少幼年部門 

私たち児童文化研究会は８月１日（水）から５日（日）までの間、能登の寺院や幼稚園、施設など８か

所に伺い、巡回を行いました。１時間から１時間半の間で、主な活動として、人形劇やパネルシアター、

ゲーム、紙芝居等を行いました。場所によっては、０歳から４歳までや６歳から１２歳という幅広い年齢

の子どもたちが集まり、それぞれの年齢に合った活動を行いました。 

今回の巡回を通して、子どもたちの年齢に合わせた活動を

考えることは難しいと感じました。しかしそれと同時に、子ども

たちの年齢に合わせた活動を計画し、実行することによって、

子どもたちがどのような活動を求めているかを理解することが

できました。 

今後、この巡回で学んだことを生かして、子どもたちが求め

ている活動ができる よう 、努力し ていこう と思います。           

（児童文化研究会 能登班一同 記） 

 

    教化事業・その他行事のご報告教化事業・その他行事のご報告教化事業・その他行事のご報告教化事業・その他行事のご報告    
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◇２０１８年度経常費御依頼に関する事項ついて◇ 

今年度の早期完納は９月３０日（日）までとなっております。御依頼につきまして、何卒よろしくお願い

申し上げます。 

 なお､ご完納の際､法要座次・衣体許可等の申請を希望される方は、教務所までお申し付けください。

早期完納の場合、金額を 7 割に減じることができます。 

 また、御門徒に対する２０１８年度の御依頼ハガキ（御門徒一指数総御依頼額７，２８０円［経常費６，８

８０円・教区費４００円］）を調製いたしましたので、各組巡回の際、お持ちいたします。事前に必要な場

合は、教務所までお申し付けください。 

 また、本年度は完納記念品を下記５種類といたします。是非ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

◇第３回門徒戸数調査の寺院毎の合計数値の公開について◇ 

同封別紙のとおり第３回門徒戸数調査の寺院毎の数値が閲覧可能ですので、閲覧を希望される方

は詳細をご確認の上、期間中に教務所へご来所ください。 

 

◇教区会および教区門徒会議決事項について◇ 

 通常教区会（７月２６日）及び通常教区門徒会（７月２４日）において、２１議案（教区門

徒会は２０議案）が議決されました。詳細は別冊教区会・教区門徒会議決事項報告をご覧ください。 

 

◇『懐かしき人親鸞』第二巻の発刊について◇ 

能登教区宗祖親鸞聖人７５０回御遠忌事業として開催いたしました「親鸞聖人講座」の講義録

『懐かしき-親鸞-』第二巻を発刊いたしましたので、１部無償にて（寺院のみ）贈呈いたします。 

また、１部 ６００円にて有償頒布いたしますので、ご入用の際は教務所までご連絡ください。 

 

◇平成３０（２０１８）年７月豪雨災害救援金について◇ 

既にお知らせの通り、標記災害に対して、教区として救援金を勧募しております。受付期間は９

月２８日（金）までとなっておりますので、何卒ご協力くださいますようお願いいたします。 

 

 

 

  早期 年末 年度末 

真宗大谷派勤行集（赤本） １２冊 １０冊 ６冊 

増補真宗大谷派勤行集（青本） ６冊 ５冊 ３冊 

書いて学ぶ正信偈の教え ７冊 ６冊 ４冊 

真宗の仏事 ８冊 ７冊 ４冊 

仏教・仏事のハテナ【新】 ７冊 ６冊 ４冊 

    本山・教区事務についてのご連絡本山・教区事務についてのご連絡本山・教区事務についてのご連絡本山・教区事務についてのご連絡    
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◇ グラフグラフグラフグラフ    真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟（（（（東本願寺東本願寺東本願寺東本願寺））））のののの仏花仏花仏花仏花    ◇ 

仏花を立てる際の参考に！ 

四季折々の花材を用いて立てられる仏花を写真で紹介する 

オールカラーの写真集。 

参拝しなければ見ることができない、御影堂や阿弥陀堂に荘厳 

される仏花を四季ごとに写真で紹介しているほか、大谷祖廟の 

平常時と報恩講時の仏花も収載しています。 

巻末には仏花の立て方を順追って写真付きで紹介する「仏花 

の生け方」も掲載しているので、仏花を立てる際の参考書として 

も最適です。 

 

【目次】◆御影堂・阿弥陀堂の紹介 ◆四季の仏花 

◆大谷祖廟（東大谷）の紹介 ◆大谷祖廟の仏花 

◆仏花とは ◆仏花の生け方 

 

《花小商店 監修／東本願寺出版 刊／Ｂ５判／４０ページ／８００円（税別）》 

 

◇住職就任◇（教区通信 8 月号 掲載以降） 

第６組 善行寺 松岡 真文 ２０１８年７月２８日 

 

◇敬弔◇（教区通信 8 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。 

鵜川組 專順寺 坊守 真田 悦子 ２０１８年７月３０日 

鵜川組 願慶寺 前坊守 秦 逸子 ２０１８年８月８日 

 

◇本山経常費完納寺院◇（2018.7.1～7.31 迄) 

２０１８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 常樂寺 

 

第５組 養福寺 

 

第６組 信念寺 善通寺 

 

◇おすすめ出版物の紹介◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この教区通信は能登教区ホームページより PDF ファイルでダウンロードすることができます。 

適宜ご活用ください。 

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 

能登教区教化スローガン       一人一人が親鸞聖人に向き合う生活を 

能登教区能登教区能登教区能登教区ホームページアドレホームページアドレホームページアドレホームページアドレスススス（（（（２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年４４４４月月月月よりリニューアルされましたよりリニューアルされましたよりリニューアルされましたよりリニューアルされました））））    

新新新新 URLURLURLURL：    http://ohigashihttp://ohigashihttp://ohigashihttp://ohigashi----noto.jp/noto.jp/noto.jp/noto.jp/    

 


