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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 

研修会等で来所の際は、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

施してご参加くださいますようご協力をお願いいたします。 

◆大経講義◆ 研修部門 

・ 日 時  ２０２１年５月１８日（火）午後１時３０分～午後４時 ※日程が変更になりました 

・ 講 師  本多 弘之 氏（親鸞仏教センター所長） 

・ 持 ち 物  『真宗聖典』、念珠、間衣・輪袈裟（有僧籍者のみ）、筆記用具等 

・ 参 加 費  １,０００円 

・ 申込方法  定員２０名 ※先着順 

  チラシの申込用紙、メール、電話にて５月１４日（金）までにお申し込みください。 

・ 備 考  講師の出向はありません。講師と教務所をオンラインでつないでの開催となります。 

       また、２日間開催で教師陞補第 2種認定の講座でしたが、１日の開催となりましたので教師 

陞補第 1種認定に変更となりますことをご承知ください。 

詳細は同封のチラシをご覧ください。 

◆第５０回 教区同朋大会 インターネットライブ配信のご案内◆ 総合教化本部 

新型コロナウイルス感染症拡大防止として、本年の同朋大会は人数制限を設けて開催するにあ

たり、インターネットにてライブ配信することとしました。どなたでも視聴いただけますので、ぜひご聴

講くださいますようご案内申し上げます。 

 

動画 URL https://youtu.be/jp-TqeCN6Vg 

 

◆得度事前研修会◆ 研修部門 

去る３月２９日(月)・３０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

 教化事業・その他行事のご報告 

 

 教務所からのお願い 

 

 教区教化事業のご案内 

 

このたび、標記通信２０２１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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策をしながら、１３歳以下と１４歳以上が各２班に分かれて行

われ、１９名の参加があった。 

まず、はじめに國分大慶氏（第１４組安泉寺）と梯浄円氏（

第６組願行寺）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１

３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。 

 

◇教区門徒会員の改選について◇ 

任期満了に伴い、次の方々が教区門徒会員に就任されました。 

任期（２０２１年３月１０日～２０２４年３月９日）                                （敬称略） 

組 氏名 所属寺  組 氏名 所属寺 

第 １ 組 
大西 孝雄 正明寺  

第 ８ 組 
桶屋 政雄 正願寺 

山本 弘幸 西照寺  坂本 澄子 慶願寺 

第 ２ 組 
岡田 幹彦 本泉寺支坊  

鵜 川 組 
久保 秋雄 寳藏寺 

佐野 直 西敎寺  鳥本 要治 長龍寺 

第３浜方組 
岩田 弘 存立寺  

穴 水 組 
出水  満 西福寺 

谷内 俊二 願龍寺  米田 正昭 西蓮寺 

第３山方組 
野崎 豊昭 光濟寺  

第１０組 
藤野 裕之 善慶寺 

小波 久喜 誓傳寺  上野 武守 光行寺 

第 ４ 組 
葛城 洋子 正久寺  

第１１組 
山本 正弘 圓成寺 

森山 保 福誓寺  濱田 純人 專念寺 

第 ５ 組 
森下 善一 本誓寺  

第１３組 
神野 善一 明願寺 

玉谷 康治 光琳寺  小幡 紀喜 正願寺 

第 ６ 組 
明後 利則 願行寺  

第１４組 
向  卓 常光寺 

正木 秀幸 妙行寺  吉村  稔 得源寺 

第 ７ 組 
谷内 信子 正圓寺  

※１２組は選定され次第、報告いたします。 
上田 義雄 長誓寺  
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◇教区門徒会（臨時会）報告◇  

４月１５日（木）教区門徒会（臨時会）が開催され、第１号議案 教区門徒会長及び副会長互

選の件、第２号議案 教区門徒会常任委員及び補充員互選の件、第３号議案 宗教法人「済美精

舎」総代選定の件について審議され、議会終了後、参議会議員選挙のための教区門徒会が行われ

ました。議決内容は以下のとおりです。 

１ 教区門徒会 臨時会 

第１号議案  教区門徒会長及び副会長互選の件 

教区門徒会長    上田 義雄（第７組   長誓寺） 

教区門徒会副会長  野崎 豊昭（第３山方組 光濟寺） 

第２号議案  教区門徒会常任委員及び補充員互選の件 

常任委員      上田 義雄（第７組   長誓寺） 

野崎 豊昭（第３山方組 光濟寺） 

谷内 俊二（第３浜方組 願龍寺） 

葛城 洋子（第４組   正久寺） 

森下 善一（第５組   本誓寺） 

谷内 信子（第７組   正圓寺） 

藤野 裕之（第１０組  善慶寺） 

濱田 純人（第１１組  專念寺） 

小幡 紀喜（第１３組  正願寺） 

（第１補充員）佐野  直（第２組   西敎寺） 

（第 2補充員）吉村  稔（第１４組  得源寺） 

第３号議案  宗教法人「済美精舎」総代選定の件 

総  代      森山  保（第４組   福誓寺） 

正木 秀幸（第６組   妙行寺） 

坂本 澄子（第８組   慶願寺） 

神野 善一（第１３組  明願寺） 

向   卓（第１４組  常光寺） 

２ 参議会議員選挙のための教区門徒会 

第１号議案  参議会議員選出の件 

当 選 人      岩田  弘（第３浜方組 存立寺） 

出水  満（穴水組   西福寺） 

山本 正弘（第１１組  圓成寺） 

◇教区改編に関する合同説明会◇教区改編委員会 

去る４月１５日（木）、教区改編委員会主催による、教区

改編に関する説明会が開催されました。当日は、教区改編

委員の他、このたび改選された教区門徒会員や、宗議会議

員が出席しました。本山とインターネットでつなぎ、延澤

栄賢組織部次長より、教区改編の願いや目的等について説

明されました。 
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質疑応答では、活発な意見交換が行われ、委員や門徒会員から「教区改編の協議は丁寧に進め

ていってほしい」「一ヵ寺一ヵ寺を大切にする組織機構であってほしい」等の意見が出されました。

完教区改編委員長からは、「地方協議会がこれからも定期的に開催されるが、教区の声を充分に聞

き取り、能登教区の総意を協議会の場で伝え議論していきたい」と述べられました。 

◇本山経常費完納寺院◇（2021.3.1～3.31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４組 長光寺    第１０組 長願寺   

第５組 福善寺 圓正寺   第１２組 還來寺   

第７組 長德寺 靈高寺   第１３組 改觀寺   

     第１４組 德生寺   

◇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◇ 

（2021.3.1～3.31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 西敎寺    第７組 靈高寺   

第５組 福善寺    第１２組 還來寺   

◇代務者就任◇（教区通信 4月号 掲載以降) 

第７組   長誓寺  華岡 一哉（第７組長誓寺候補衆徒） ２０２１年３月１８日 

第１０組  徳勝寺  大安 亮壽（第１０組慶西寺前住職）  ２０２１年３月２５日 

第２組   光福寺  竹津 篤義（第２組西教寺住職）    ２０２１年３月２６日 

 

◇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 12 組 三忍寺 住職 愛德 誓英 ２０２１年３月２２日 

第 14 組 淨願寺 前住職 竹原 敏丸 ２０２１年４月１１日 

第 14 組 託因寺 前坊守 大鳳 節子 ２０２１年４月１８日 

 

 

 

※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 

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

http://ohigashi-noto.jp/

