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◆教区教化事業(研修会等)の開催に向けて◆ 総合教化本部 

先般、総合教化本部にて、教区報恩講以降の事業開催に向けた新型コロナウイルス感染予防対策に
ついて検討されました。 
ついては、下記を基準とし、感染状況を踏まえながら開催可否を検討していきます。ご参加皆様のご

理解、ご協力をよろしくお願い致します。 

①感染防止策 

参加者各自のマスク着用、受付時の検温、消毒液備付、定期的な換気、 

受付・講師用等に飛沫防止シート設置、飲食(懇親会等)は無し 

②実施方法 

参加は事前申込制(氏名、住所、連絡先等を記載) 

各部屋の上限人数に合わせた人数制限の設定 

＊参考各部屋の上限人数の目安(イス席) 

例)研修室:20名、本堂:100名、会議室:10名、広間:20名、暫眠室:15名 

           各宿泊室:５名、小会議室:５名 

 

 

◆教区報恩講◆ 総合教化本部 

能登教区（済美精舎）報恩講は、例年通り１１月１２日（木）、１３日（金）に教務所（済美精舎）にて厳修
いたします。但し、新型コロナウイルス感染予防のため、今年度は下記の通り変更した日程、内容にて執

行いたしますことをご了承ください。チラシ並びにポスターは来月の教区通信に同封致します。 

 

【日程について/予定】 

 １２日(木) １３日(金) 

 午後 1時 30分 逮夜(楽) 午前 10時 満日中(楽) 

 午後 2時 30分 門徒表彰 午前 11時 15分 法話 

 午後 3時  休憩(換気、消毒)  終了 

 午後 3時 30分 法話 

 午後 4時 御伝鈔(上巻) 

  終了 

・全日程中、御斎はございません。 

・休憩時間に換気と消毒を行いますので、ご協力ください。 

・新型コロナウイルス感染症の拡大状況等によっては、更なる日程変更又は執行を中止する場合があ

ります。 

このたび、標記通信２０２０年１０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。 

 教区教化事業のご連絡 
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【参拝について】 

・受付にて、氏名や住所等の記載をお願いします。又、検温を行いますので御協力ください。その際

37.5度以上の熱がある方は、参詣をご遠慮いただきますことをご了解ください。 

・参詣の際にはマスクを着用いただき、咳エチケットにご配慮ください。又、随時換気を行います。時

節柄、寒くなることも想定されますので、各自防寒対策をお願いします。 

・参詣席は、間隔を空けて全席イス席(約１００席)とします。 

・例年、宿泊申込を受け付けておりましたが、今年度は宿泊受け入れを中止いたします。 

 

【各組出仕者報告＆一般出仕】 

各組からの出仕は、各組長に御依頼(各座１名/各組２名まで)をしておりますので、組長を通じてご

報告ください。 

尚、例年の一般出仕希望者と得度受式者並びに新たに住職に就任された方への参勤案内は致し

ません。 

 

【住職在任 30年、坊守在任 30年・50年表彰について】 

今年から、標記表彰が新設されました。該当の方には、個別にご案内いたします。 

 

【本山世話方への報恩講参詣案内ハガキについて】 

本山世話方を選定されている御寺院には名簿を同封していますので、ご確認いただき訂正(新規、

削除等)がございましたらご連絡ください。 

また、例年の本山世話方宛の教区報恩講への参詣案内ハガキ(経常費等の金額は無記載)の発送

については、現在検討中です。なお、発送有無に関わらず案内ハガキが不要の場合は１０月２０日

（火）までに教務所へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

◆第５０回教区同朋大会 

兼 宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要 

    教区お待ち受け大会の延期◆ 総合教化本部 

このたび、本山から「出向にあたって、公共交通機関での移動や会場で不特定多数の方々と接触す

ることにより、出向者(門首等)のみならず、主催者及び参詣者の安心・安全を確保できないと判断する」と

の事由により、今年度中の全ての儀式出向を休止するとの通知がありました。 

標記事業については、これまで各組巡回等にて来年５月に執行の予定でお伝えしてきましたが、上

記の通知を受け、総合教化本部(正副教区会議長、正副教区門徒会長同席)で検討したところ、教区お

待ち受け大会については止むを得ず来年度に延期することと致しました。尚、今後の期日等につきまし

ては、決定次第お知らせいたします。 

又、今年度の同朋大会は社会状況を鑑みながら、５月３０日(日)の開催に向けて再度計画いたします。 
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◇本山経常費完納寺院◇（2020.8.1～8.31迄) 

２０２０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８組 名船寺 本覺寺 聞信寺 

第２組 榮通寺     真念寺 善唱寺  

第３浜方組 本立寺    鵜川組 德善寺   

第３山方組 願行寺    穴水組 誓運寺 慶樂寺  

第４組 因宗寺 廣覺寺   第 10 組 覺性寺 往還寺 了覺寺 

第５組 養福寺 真覺寺 智雲寺   高福寺 教忍寺 本龍寺 

 本勝寺 名願寺 永法寺  第 11 組 蓮聖寺 長正寺  

 正光寺    第 12 組 德蓮寺 光源寺  

第７組 六和精舍    第 13 組 淨泉寺 常福寺 大泉寺 

      皆善寺   

     第 14 組 信行寺 稱蓮寺  

◇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◇ 

（2020.8.1～8.31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 常樂寺 
 

 第 10 組 了覺寺 高福寺 

第７組 六和精舍   第 12 組 光源寺  

第８組 本覺寺      

◇令和２年７月豪雨災害救援金について◇ 

災害救援金現況（９月２０日現在）６２０，０００円 

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。勧募にご協力賜

りますようお願いいたします。（※教区内での勧募期間は 9月 30日迄とさせていただいております。

期日以降もお振込みいただきましたら、本山へ届けさせていただきます。） 

※詳細につきましては、2020 年 8 月号同封の「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 98号）をご覧ください。 

◇住職就任◇（教区通信 9月号 掲載以降） 

第２組 本行寺 飯尾 円量 ２０２０年８月２８日 

◇代務者就任◇（教区通信 9月号 掲載以降) 

第３浜方組  善法寺  範淨 京介 ２０２０年９月２日 

 本山・教区事務についてのご連絡 

 

 



2020年 10月号  

◇敬弔◇（教区通信 9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。 

 

 

 

 

 

◇２０２０年度奨励事務に関する内規の一部改正並びに新たな衣体（出願衣体）の制定について◇ 

【お詫びと訂正】 

先月号に掲載しました「2020年度経常費御依頼完納超過の寺院に対する論功（超過納金証明書）に

関する改正について」の内容に一部誤植がございました。お詫び申し上げますとともに、下記の通り

訂正をさせていただきます。 

訂正箇所 誤 正 

下の表  

上から６行目 

     にて囲った箇所  

※今年度に限った対応として、

超過額相当の超過納金証明書

を発行する。 

※今年度に限った対応として、

超過額の倍額相当の超過納金

証明書を発行する。 

<再掲（訂正後）> ※詳細につきましては教務所主計までお問い合わせください。 

・２０２０年度経常費御依頼完納超過の寺院に対する論功（超過納金証明書）に関する改正について  

「過去２ヵ年度（２０１８年度及び２０１９年度）の経常費御依頼が完納であり、賦課金に滞納がない場合は

論功として超過額相当の超過納金証明書を交付する」から、「過去２ヵ年度（２０１８年度及び２０１９年度）

の経常費御依頼が完納であり、賦課金に滞納がない場合は論功として超過額の倍額相当の超過納金

証明書を交付する」と改正する。 （下線部が改正箇所） 

※今年度に限った対応として、超過額の倍額相当の超過納金証明書を発行する。 

・新たに制定を予定する出願衣体について 

（１）上座２等以上「薄海松大紋差貫」（制限：浅黄緯白黄大紋差貫後） 

（２）上座１等以上「薄海松緯白黄大紋差貫」（制限：薄海松色滕小道服後） 

・「薄海松大紋差貫」については、上座１等出願衣体の出願資格に加える。 

・施行は２０２１年１月１日とする。   

 

法要座次の進席や衣体の出願については、教務所までご相談ください。 
 

※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 1組 慈雲寺 坊守 高木 信子 ２０２０年７月２１日 

第 12組 託善寺 坊守 服部 三千代 ２０２０年８月２０日 

第 10組 光樂寺 前坊守 倉見 綾子 ２０２０年９月３日 

第 8組 光誓寺 前坊守 青木 文子 ２０２０年９月５日 

穴水組 清琳寺 前住職 法岡 龍夫 ２０２０年９月１５日 

http://ohigashi-noto.jp/

