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来所の際は、マスク着用、咳エチケットや手洗い・うがいの励行など、十分な予防対策を施してお越し

くださいますようご協力をお願いいたします。 

◇新型コロナウイルス感染症拡大に伴う職員の出勤について◇ 

感染の予防・防止を図るため、５月１日より教務所職員の勤務体制を１名減らした出勤体制と

します。事務につきましては可能な限り対応しますが、専門性を有する内容については、恐縮で

はございますが、ご来所いただく際、事前にお電話にてご確認いただきますようお願いします。 

◇教区・連区の対応◇ 

既報（能登教発第５５号 ２０２０年４月８日付）のとおり、以下の教区の事業を中止させていただくことと

しました。なお、諸会議については環境を考慮した形で開催いたしますので、ご予定ください。 

≪教区≫  靖国問題研修会   ５月１１日（月） 

お寺のホームページ作り研修会 ５月１２日（火） 

こころの広場   ５月１６日（土）、６月２０日（土） 

宗教法人事務講習会  ５月２０日（水）、６月１４日（日） 

大無量寿経講義   ５月２１日（木）・２２日（金） 

第４９回 教区同朋大会  ５月３１日（日） 

真宗に学ぶ集い（２回目）  ５月中 

≪連区≫  北陸連区差別問題研修会  ５月２６日（火）・２７日（水） 

◇本山の対応◇ 

≪真宗本廟収骨・帰敬式、大谷祖廟納骨≫ 

参拝接待所・大谷祖廟における収骨・納骨・読経等の受付は、５月６日まで休止。詳しくは

能登教発第５８号（２０２０年４月１５日付）「【第５報】新型コロナウイルス感染症の感染拡

大に伴う対応について（通知）」をご覧ください。 

≪各種申請≫ 

緊急事態宣言発令により、宗務所（本山）では臨時措置として職員の勤務を可能な限り抑制する

対応をとっています。院号法名等、各種申請について出来る限りの対応をとっておりますが、今後の

状況次第では遅延の発生が想定されます。その場合は、ご不便をおかけすることと存じますがご理

解、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。 

このたび、標記通信２０２０年５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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≪法要（葬儀・法事等）における新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けての宗派指針≫ 

  このたび、法要（葬儀・法事等）における新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けての

宗派指針が取り纏められました。別紙を同封しておりますので、ご一読いただき、感染拡大防

止に向けてご門徒や有縁の皆さまと十分にご相談いただき対応くださるようお願いいたします。 

◆得度事前研修会◆ 研修部門 

去る３月３０日(月)・３１日（火）に得度事前研修会が行われた。当研修会は得度して僧侶になるこ

とを希望される方を対象に毎年実施している。新型コロナウイルス感染症について連日報道され、

他事業には中止されるものもある中ではあったが、マスク着用や随時換気を行う等、できる限りの対

策をしながら、１３歳以下の子どもと１４歳以上の２班に分かれて行われ、６名の参加があった。 

まず、はじめに禾几文栄氏（布教伝道研究会/鵜川組正覺寺）と谷野 了氏（第３浜方組明蓮寺）

から得度の意義についての講話があった。その後、僧侶として必須である声明作法等について、講

師に教区声明会の濤 恵周氏（第１０組長覺寺）、藤井良秀氏（第１３組明願寺）、藤井如子氏（同）、

伊賀頼成氏（第１４組信行寺）を迎え、正信偈、三淘念仏・和讃、回向、お経（１３歳以下は阿弥陀経、

１４歳以上は浄土三部経）の練習を講師の指導のもと行われ、僧侶になるための研鑽が積まれた。 

◆第４９回教区同朋大会◆ 総合教化本部 

既報のとおり、今年度の同朋大会は新型コロナウイルス感染症の対応により中止となりました。今大

会に向けての趣旨文等の詳細は、来月号にてお知らせします。 

又、参加記念品として予定いたしておりました『能登教壇』第三号を、各寺院へ２冊ずつ贈呈いたしま

す。ぜひ、今後の教化伝道にご活用ください。 

 

◇本山経常費完納寺院◇（2020.3.1～3.31迄） 

２０１９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 極樂寺    第７組 照念寺 善龍寺  

第２組 子浦專勝寺    第８組 長明寺   

第６組 浄方寺    第１３組 改觀寺 福勝寺  

 

◇宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃懇志金完納寺院◇ 

（2020.3.1～3.31迄） 
今年度より募財をお願いしております慶讃懇志金につきまして、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 極樂寺    第１３組 改觀寺 皆善寺  

第７組 照念寺        

 本山・教区事務についてのご連絡 

 

 教化事業・その他行事のご報告 
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◇敬弔◇（教区通信 4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。 

第６組 超願寺 前坊守 釋成 貞子 ２０２０年４月５日 

第１組 正明寺 前住職 達伊 宣之 ２０２０年４月１０日 

第 11組 專慶寺 坊守 東條 厚子 ２０２０年４月２０日 

 

◇正副組長について◇ 

任期満了に伴う正副組長選挙により、次の方々が正副組長に就任されました。 

任期（2020年 4月 1日～2022年 11月 30日）                             （敬称略） 

組 役職 氏名 所属寺  組 役職 氏名 所属寺 

第１組 

組長 国門 源量 覺正寺  
第８組 

組長 佐々木惠照 真念寺 

副組長 
石坂  優 慶念寺  副組長 横山 秀人 德寳寺 

登  和法 了念寺  
鵜川組 

組長 大和 義廣 光樂寺 

第２組 
組長 竹津 篤義 西敎寺  副組長 朝倉 説夫 妙覺寺 

副組長 佐竹  成 子浦･專勝寺  
穴水組 

組長 堀河 正見 弘誓寺 

第３浜方組 
組長 西井 專正 願龍寺  副組長 不二井悟史 西蓮寺 

副組長 矢口 泰淳 光念寺  

第１０組 

組長 畠山 義邦 專念寺 

第３山方組 
組長 元藤 了賢 極應寺  

副組長 
篠岡  裕 等覺寺 

副組長 東   玲 誓傳寺  春岡  悟 專行寺 

第４組 

組長 今井 大樹 專明寺  
第１１組 

組長 寺田  彰 長正寺 

副組長 
靈﨑 秀史 長光寺  副組長 隆  彰見 聖德寺 

黒萩 正恵 法誓寺  
第１２組 

組長 成田 賢諭 成宗寺 

第５組 
組長 木越 祐馨 光琳寺  副組長 長原 祐城 西永寺 

副組長 慶塚  忍 永法寺  
第１３組 

組長 畠山  浄 常福寺 

第６組 
組長 鳥毛 敬三 浄蓮寺  副組長 松谷 一峰 妙樂寺 

副組長 梯  浄円 願行寺  
第１４組 

組長 伊賀 正道 信行寺 

第７組 
組長 橘  昌憲 佛照寺  副組長 大鳳 珠映 託因寺 

副組長 藤山 壱史 圓龍寺  

◇選出教区会議員について◇ 

２０２０年４月２４日施行の教区会議員選挙により次の方々が教区会議員に当選されました。 

任期（2020年4月24日～2022年12月23日）                             （敬称略） 

組 氏名 所属寺  組 氏名 所属寺 

第１組 蓮池 則也 願生寺  第８組 松原  洋 正願寺 

第２組 木下 保彰 專隆寺  穴水組 不二井悟史 西蓮寺 

第３山方組 坪井 順成 照願寺  第１０組 倉見  理 光樂寺 

第４組 靈﨑 秀史 長光寺  第１０組 完   恵 永誓寺 

第５組 髙瀧  章 養福寺  第１３組 寺島  哲 淨覺寺 

第６組 梯  浄円 願行寺  第１４組 大久保 昇 正永寺 

第７組 髙栁 央子 光榮寺     
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◇済美精舎参拝者用椅子ご寄付の御礼◇ 

寄付総額 １,５８５,０００円 

済美精舎参拝者用椅子について、皆様から多大なるご寄付を賜っておりますことに厚く御礼申し上

げます。下記の御寺院より寄付のご協力をいただきましたので、ここにご披露申し上げ、御礼に代えさ

せていただきます。 

寄付にご協力いただいた方（2020.3.24～2020.4.6迄） 3.23迄にご協力いただいた方々は先月号に掲載 

鵜川組 光樂寺       

※合計 166 ヵ寺、1団体、個人 7名の方々よりご協力いただきました。 

皆様からのご協力に対し、重ねて御礼申し上げます。 

 

◇法話冊子『能登教壇』第三号について◇ 

このたび、法話冊子『能登教壇』第三号を発行いた

しました。無償贈呈(１冊)とあわせて、予定しておりまし

た同朋大会の記念品分(２冊)を贈呈いたします。１冊５

０円にて有償頒布もいたしておりますので、同封のチ

ラシもご活用いただき、有縁の方に是非お勧めくださ

い。 

また、無償分の他、組門徒会員分も同封いたします

ので、会員にお渡しください。（教区門徒会員の方に

は直接送付しております。） 

なお、第一号、第二号につきましても在庫がござい

ますので、第三号とあわせて御奨励くださいますよう

お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

※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  

慶讃テーマ         南無阿弥陀仏 人と生まれたことの意味をたずねていこう 
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