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教化事業・その他行事のご報告 

 

能登教区通信 
発行責任者 真宗大谷派 能登教務所長 幽溪  浩 

◆２０２０年度上半期の教区諸事業について◆（再掲） 

コロナウイルス感染症拡大に伴う対応として、１１月１２日・１３日に厳修する教区報恩講前までの期

間、教区諸事業を行わないことといたしました。 

教区報恩講を今年度の教化事業の始まりと位置づけ、「コロナ以後」の教化活動の在り方を考えな

がら実施してまいります。 

なお、事業の開催可否につきましては社会状況を鑑みて決定、ご案内いたします。 

◆教区坊守会◆ 

７月７日に教区坊守会各組会長会が開かれ、役員が選出されました。各組正副坊守会長と新役員を掲

載します。                             （任期２０２０年７月１日～２０２３年６月３０日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 教区教化事業のご案内 

 

このたび、標記通信２０２０年８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。 

 

組 役職 氏名 寺院名  組 役職 氏名 寺院名 

第１組 会長 石坂 正恵 慶念寺  鵜川組 会長 ◇龍池 公子 蓮光寺 

第１組 副会長 国門 加寿子 覺正寺  鵜川組 副会長 稲谷 雅子 寳藏寺 

第２組 会長 大窪 洋子 專勝寺  穴水組 会長 ○冨樫 仁美 西福寺 

第２組 副会長 木下 千雪 專隆寺  穴水組 副会長 葛城 淳子 本敎寺 

第３浜方組 会長 ☆萬澤 千鶴子 西來寺  第１０組 会長 篠塚 照美 法融寺 

第３浜方組 副会長 岡本 とな代 本立寺  第１０組 副会長 倉見 美香 光樂寺 

第３山方組 会長 ☆滝岡 法子 德願寺  第１０組 副会長 中野 あけみ 了覺寺 

第３山方組 副会長 木越 美穂子 長龍寺  第１１組 会長 ○亀渕 惠理 法広寺 

第４組 会長 ◎松山 万里子 福專寺  第１１組 副会長 藤秀 富美枝 龍光寺 

第４組 副会長 松村 和子 德照寺  第１２組 会長 金剛 志津子 德蓮寺 

第５組 会長 経塚 真由 真覺寺  第１２組 副会長 長原 利枝 西永寺 

第５組 副会長 梅原 節子 福善寺  第１３組 会長 畠山 アドリエン 常福寺 

第６組 会長 岡本 八重子 覺成寺  第１３組 副会長 藤井 如子 明願寺 

第６組 副会長 経本 利枝 長順寺  第１３組 副会長 藤原 美幸 皆善寺 

第７組 会長 河崎 啓子 專照寺  第１４組 会長 △大鳳 澄子 託因寺 

第７組 副会長 安藤 信子 願誓寺  第１４組 副会長 藤永 純子 忍性寺 

第８組 会長 藤巻 亮子 因念寺  ◎会長 ○副会長 △会計 ◇書記 

☆監事 第８組 副会長 岡川 立 覺照寺  
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 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 

 

◇教務所事務休止のお知らせ◇ 
下記期間、教務所事務休暇(夏季休暇)とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

期 間  ８月１１日（火）から１４日（金）まで 

※８月８日（土）～１０日（月）、１５日（土）・１６日（日）もお休みです。 

緊急連絡先  ０９０-５６８５-５６１１（教務所携帯電話） 

◇災害救援金のお願いについて◇ 

宗派では、このたびの令和２年７月豪雨により被災された方々を支援するために、救援金の勧募をお

願いしております。教区でもその対応として、７月１５日（水）に教区会参事会、１６日（木）に教区門徒

会常任委員会を開催し、教区内に救援金のご協力をお願いしていくことを決定しました。災害救援金

につきましては、教区が開設している下記口座にてとりまとめた上で本山へ届けさせていただきます。

趣旨にご賛同の上、勧募にご協力賜りますよう 何卒よろしくお願い申し上げます。 

※詳細につきましては、同封の「令和２年７月豪雨災害への救援金のお願いについて」（能登教発第９

８号）をご覧ください。 

 

1救援金受付口座1   
＜郵便振替口座＞００７１０－５－３８６６ 

＜加 入 者 名＞真宗大谷派能登教務所 

※通信欄に必ず「令和２年７月豪雨」災害救援金と明記してください。 

◇仏具の譲渡について◇ 

このたび、解散された寺院より仏具寄進の申し出があり、済美精舎で仏具をお預かりしました。仏具の

お取り扱いについては、済美精舎責任役員総代会、教区会参事会、教区門徒会常任委員会に諮り、

教区内で希望される御寺院に対し、譲渡していくこととなりました。希望される御寺院は、添付の申込

書にて教務所までお申し込みください。 

※詳細につきましては、同封の「仏具の譲渡について」（能登教発第９９号）をご覧ください。 

◇宗議会議員選挙有権者名簿の縦覧について◇ 

宗議会議員選挙条例第１９条の２第１項の規定に基づき、教務所において有権者名簿を８月２０日

（木）までの間、縦覧いただくことができます。 

【公開期間】２０２０年７月１５日（水）～８月２０日（木）（但し土日祝日等教務所事務休暇日は閲覧不可） 

【公開内容】宗議会議員選挙有権者名簿 

【閲覧対象】有権者（有教師の方） 

【そ の 他】①閲覧時の転写、転記、写真撮影は一切禁止 

②閲覧者は受付簿に記録する 

③閲覧には教務所員１名が立ち会うものとする。閲覧場所は事務所もしくは会議室を原則

とするが、状況に応じて変更する場合がある。 
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◇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◇ 

能登教区では２０１６年１２月の臨時教区会・教区門徒会において、寺院毎の合計戸数並びに合計指

数を第４回門徒戸数調査実施まで毎年９月に公開することが議決されています。 

２０２０年９月１日より１か月間、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

望される方は教務所へご来所ください。 

なお、数値の変更は出来ませんのでご承知ください。 

【公開期間】２０２０年９月１日（火）～９月３０日（水）（但し土日祝日等教務所事務休暇日は閲覧不可） 

【公開内容】全寺院教会毎の合計門徒戸数・合計門徒指数 

【閲覧対象】住職・教会主管者、代務者、坊守（前坊守・准坊守含む）、有教師、教区門徒会員 

組門徒会員、責任役員・総代、その他教務所長が必要と認めた者 

【そ の 他】①閲覧時の転写、転記、写真撮影は一切禁止 

②閲覧者は受付簿に記録する 

③閲覧には教務所員１名が立ち会うものとする。閲覧場所は事務所もしくは会議室を原則

とするが、状況に応じて変更する場合がある。 

◇年間書の取りまとめ・注文について◇ 

昨年お知らせしましたが、例年教務所にて行っておりました「法語カレンダー」等の年間書の取りまと

めと注文を、今年度より全国一括で東本願寺出版での取り扱いに変更となりました。すでに本山からの

案内ハガキにて注文いただいていることと存じますが、ご不明な点は東本願寺出版(℡075-371-9189)

へお問い合わせください。 

あわせて、インターネット「ＴＯＭＯぶっく」からも書籍の注文ができますので、ぜひご利用ください。 

◇教務所長の異動について◇ 

６月３０日付けで、篠原亨栄（前能登教務所長）が福井教務所に異動し、後任に幽溪浩（前富山教務所

長）が着任しました。 

【転任挨拶】 

能登に５年お世話になりました。その間、教区の皆さまから様々にご指導、ご教導いただき、ありがとう

ございました。「教区のことは教区の皆さまお一人おひとりの手で自主的、積極的そして継続的にお取

組みいただく」を願いとして努めさせていただいたつもりです。能登教区が楽しい雰囲気に満ち溢れ

ていかれますことを心から念願し、転任のご挨拶とさせていただきます。 

                                             福井教務所長 篠原 亨栄 

【着任挨拶】 

教区の皆様におかれましては、日頃より、宗門の護持興隆並びに教区・組・寺院における同朋会運動

の推進にご尽力を賜っておりますこと、厚く御礼申し上げます。 

このたび、６月３０日付けをもちまして能登教務所長を拝命し、過日着任致しました。もとより浅学菲才

の身にて、その職務の重さを痛感いたしている次第であります。皆様方のご温情とご教示を賜りつつ、

微力ながら精一杯務めさせていただく所存でございますので、何卒ご指導ご鞭撻を賜りますよう衷心

よりお願い申し上げます。 

なお本来でありましたら、一々拝眉の上、ご挨拶申し上げるのが本意ではございますが、略儀ながら

書中をもちまして着任のご挨拶とさせていただきます。 

                                             能登教務所長 幽溪  浩 
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◇本山経常費完納寺院◇（2020.6.1～6.30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 了念寺 泉福寺   第８組 照光寺 專念寺 長光寺 

第２組 明圓寺 成正寺   鵜川組 光明寺   

第３浜方組 淨蓮寺 淨真寺 恩敬寺  穴水組 西福寺 聖德寺  

第３山方組 浄嚴寺 誓傳寺   第１０組 乗光寺 法融寺 傳證寺 

第４組 善照寺 本隆寺    長願寺   

第７組 明栄寺 光榮寺 浄願寺  第１２組 法泉寺 長善寺  

 圓龍寺 長德寺 浄明寺  第１３組 本龍寺 長福寺 養泉寺 

 長樂寺 靈高寺    正願寺   

     第１４組 正覺寺 蓮光寺 忍性寺 

◇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◇ 

（2020.6.1～6.30迄） 
２０１９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 浄善寺 正明寺   第８組 長光寺   

第４組 專明寺    第１０組 福正寺 長願寺  

第６組 滿覺寺    第１２組 長善寺   

第７組 明栄寺 浄願寺 圓龍寺  第１３組 長福寺   

 靈高寺        

◇住職就任◇（教区通信 7月号 掲載以降） 

穴水組 清琳寺 法岡 敬人 ２０２０年６月２８日 

◇敬弔◇（教区通信 7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。 

 

 

※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 

能登教区ホームページアドレス URL        http://ohigashi-noto.jp/ 

第８組 聞信寺 坊守 豊富 園頴 ２０２０年６月３０日 

http://ohigashi-noto.jp/

