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◆教区報恩講◆総合教化本部 

能登教区（済美精舎）報恩講を、１１月１２日（木）から１３日（金）にかけて教務所（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、駐車場案内図を同封しておりますので、有縁の方々
へのご参拝をご奨励ください。 

 

【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、お斎はございません。 

 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。 

【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ご協力ください。 

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いた

しません。 

 

 

 教区教化事業のご案内 

 

このたび、標記通信２０２０年１１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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【門徒表彰並びに住職在任 30年、坊守在任 30年・50年表彰について】 

表彰該当の方には、個別（門徒表彰７５名、住職・坊守表彰１１１名）にご案内しております。 

なお、本年の表彰は新型コロナウイルス感染症対策として、①教務所長表彰、②宗務総長表

彰、③住職在任３０年、④坊守在任３０年、⑤坊守在任５０年該当の方の中から各１名、計５名

の方に代表で表彰式にご出席いただきます。代表の方には、個別にご案内いたします。 

表彰者は教区通信にてお名前をご披露し、表彰状並びに記念品は各ご寺院へ後日送付させ

ていただきますのでご了承ください。 

 

【本山世話方への報恩講参詣案内ハガキについて】 

先月号の教区通信に同封しました本山世話方名簿について、ご確認いただきありがとうござい

ました。例年の本山世話方宛の教区報恩講への参詣案内ハガキを発送しておりましたが、新型コ

ロナウイルス感染予防等の状況に鑑み、本年度はハガキの発送を取りやめます。 

 

教区（済美精舎）報恩講お斎中止に伴い、食材の寄付勧募はありません。 

毎年、報恩講でのお斎用食材（お米及び野菜）の寄付をお願いしておりましたが、本年はお斎

を中止しますので、食材の勧募を行いません。 

 

◆こころの広場の延期について◆同朋会推進部門 

現在休止しております「こころの広場」の再開について、先日、所管部門にて検討いたしまし

たが、未だ新型コロナウイルス感染症の収束が見られず加えて冬期間のインフルエンザの蔓延も

懸念されることや人数制限のある中での場所が確保できず安心・安全な実施が見込めないこと等

により、予定しておりました１２月からの再開を見送ることといたしました。 

尚、開催の目途が立ちましたら改めてご案内いたします。 

 

 

◇教務所事務休止について◇ 

１１月５日（木）は報恩講大掃除、１２日（木）・１３日（金）は報恩講厳修のため、事

務休止とさせていただきますのでご了承ください。 

緊急連絡先  ０９０-５６８５-５６１１（教務所携帯電話） 

◇2021年版「参拝される皆さまへ」が発行されました◇ 

２０２１年版「参拝される皆さまへ」が発行されました。１部同封いたしますので、ご活用く

ださい。追加をご希望の方は教務所までご連絡ください。 

◇本山 門首継承式並びに報恩講のインターネットライブ配信について◇ 

本年の本山報恩講は、新型コロナウイルス感染予防措置を講じたうえで、お勤めされます。感

染拡大の影響により、例年どおりの参拝がかなわない方も多いことから、「報恩講」並びに 11月

20日に勤まる「門首継承式」、26日から 28日に行われる「親鸞聖人讃仰講演会」を、インターネ

ットにてライブ配信されます。ぜひご覧ください。 

 本山・教区事務についてのご連絡 
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ライブ配信の内容 

・11月 20日 門首継承式 

・11月 21日～28日 逮夜・日中 

・法話・御文法話 

・祖徳讃嘆（28日） 

・11月 24日～25日 御伝鈔拝読 

・11月 26日～28日 親鸞聖人讃仰講演会 

 

◇仏具の譲渡について◇ 

能登教発第９９号において、解散された寺院より寄進いただいた仏具について譲渡希望者を募

集したところ、たくさんのお申込みをいただきありがとうございました。申込者が多数に及んだ

ため、１０月５日に能登教務所にて抽選会を実施しました。下記のとおり譲渡先を決定しました

ので、ご報告します。 

仏 具 組 名 寺院名  仏 具 組 名 寺院名 

五 具 足 第８組 正願寺  平   鏧 第１４組 正覺寺 

三具足 ① 

第６組 信念寺 

 和 讃 箱 
第１４組 長專寺 

三具足 ②  御 文 箱 

火   鉢  御伝鈔箱 第１４組 忍性寺 

◇令和２（２０２０）年７月豪雨災害救援金について◇ 

能登教区では「令和２（２０２０）年７月豪雨災害」への対応として、教区内へ救援金の

ご協力をお願いしてまいりました。本年１０月２０日までの受付期間で、下記のとおり救援

金をお寄せいただき、全額を「能登教区救援金」として宗派救援金口座へ送金いたしました。

皆さま方の多大なご支援に対し、厚く御礼申し上げます。 

災害救援金現況（能登教区から宗派救援金口座へ送金した救援金）  

７３３,０００円（１０月２０日現在） 

※１０月２０日をもちまして教区内勧募期間を終了させていただきます。 

◇住職就任◇（教区通信１０月号 掲載以降） 

第 13組 養泉寺 藤原 彰洋 ２０２０年９月２８日 

第 14組 宿善寺 豊富 高宏 ２０２０年９月２８日 

◇敬弔◇（教区通信 10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 11組 真證寺 住職 酒井 惠照 ２０２０年１０月４日 

 

ライブ配信閲覧方法 

視聴されたい法要・講演会等の時間になりまし

たら、「真宗大谷派東本願寺【公式】Youtube

チャンネル」にお入りください。 

※配信状況・受信状況により、配信が途切れる

場合があります。その際はしばらく経った後に

再度読み込みを行ってください。 

URL：

https://www.youtube.com/channel/UCLPB

2H1qV_1BjH1KAVizZfA/live 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLPB2H1qV_1BjH1KAVizZfA/live
https://www.youtube.com/channel/UCLPB2H1qV_1BjH1KAVizZfA/live
https://www.youtube.com/channel/UCLPB2H1qV_1BjH1KAVizZfA/live
https://www.youtube.com/channel/UCLPB2H1qV_1BjH1KAVizZfA/live
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◇本山経常費完納寺院◇（2020.9.1～9.30迄） 

２０２０年度本山経常費をご完納いただき、ありがとうございました。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 恩通寺 照覺寺  鵜川組 寳藏寺 蓮光寺 長龍寺 

第２組 專修寺     願慶寺   

第３浜方組 明蓮寺 光念寺 宗源寺  穴水組 真淨寺 明樂寺 本敎寺 

 明正寺     慶得寺 西蓮寺 光宗寺 

第３山方組 西性寺 安入寺   第 10 組 專行寺 西光寺 正福寺 

第４組 満念寺 柳泉寺 永誓寺   慶西寺 德勝寺 長覺寺 

 康順寺 新覺寺    道忍寺 福正寺 嚴徳寺 

第６組 滿覺寺 明敬寺 願行寺   專念寺 圓龍寺  

 長順寺 西慶寺 眞善寺  第 11 組 聖德寺   

 吟龍寺 善通寺 正養寺  第 12 組 西永寺 慶英寺 佛乘寺 

 正養寺 浄蓮寺 善行寺   長賢寺 榮林寺 西光寺 

 浄方寺 覺成寺   第 13 組 長福寺 西休寺 乘龍寺 

第７組 佛照寺 明栄寺 照福寺   頓聽寺 正福寺  

 照念寺    第 14 組 長專寺 閑窓寺 得源寺 

第８組 林敬寺 慶願寺 通敬寺      

 寳樹寺 佛性寺 因念寺      

◇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◇ 

（2020.9.1～9.30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、ご完納いただきありが

とうございました。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２組 專修寺    穴水組 光宗寺   

第３浜方組 明正寺    第 10 組 西光寺   

第３山方組 西性寺    第 11 組 蓮聖寺   

第６組 長順寺 正養寺 浄方寺  第 12 組 慶英寺 佛乘寺  

第７組 佛照寺    第 13 組 頓聽寺   

 

 

※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/ 

http://ohigashi-noto.jp/

