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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 竹原 了珠 

※会場は全て能登教務所（済美精舎）研修室です。 

※新型コロナウイルスの感染予防に御協力ください。尚、感染状況によっては日程変更又は中止とする場

合があります。 

※感染症対策により参加人数制限をしていますので、必ず事前にお申し込みをお願いします。お申込み

のない場合、当日の参加をお断りする場合があります。 

◆和讃研修会◆ 研修部門 

・ 日 時  第２回  ２０２２年３月２４日（木） 午後１時３０分～４時 ※申込締切３月１８日まで 

・ 講 師 藤場 俊基 氏（金沢教区 常讃寺） 

・ 内 容 「高僧和讃」に学ぶ 

・ 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 

・ 定  員 ２０名 ※先着順。チラシの申込用紙、メール、電話にてお申し込みください。 

・ 参加費 ５００円/１回 

・ 備 考 どなたでもご参加いただけます。また、教師陞補第１種認定の講座となります。 

◆カルト問題研修会◆ 時代社会部門 

・ 日  時  ２０２２年３月１５日（火） 午後１時３０分～４時 

・ 講  師  四衢 亮 氏（岐阜高山教区 不遠寺） 

・ 内 容  カルト問題について知る 

・ 対  象  教区内寺族 

・ 定 員 ２０名 ※先着順。先月同封のチラシの申込用紙、メール、電話にてお申し込みください。 

・ 参加費  無料 

◆こころの広場◆ 同朋会推進部門 

・ 日  時  ２０２２年３月１９日（土） 午後２時～４時 

・ 講  師  佐野 明弘 氏（大聖寺教区 光闡坊） 

・ 定 員 ２０名 ※先着順。チラシの申込用紙、メール、電話にてお申し込みください。 

・ 参加費  ５００円 

◆得度事前研修会◆ 研修部門 

・ 日  時  ２０２２年３月２９日（火）午前９時～午後６時、３０日（水）午前８時３０分～午後２時（２日間） 

・ 講  師  講話    ：松村 俊昭 氏、藤原 彰洋 氏 

 声明、装束：濤 恵周 氏、藤井 良秀 氏、藤井 如子 氏、伊賀 頼成 氏 

・ 対  象  得度受式希望者 

・ 参加費 ３,０００円 

・ その他 詳細は同封の案内をご覧いただき、３月１０日（木）までにお申し込みください。 

 また、事前に十分お稽古をして受講してください。 

このたび、標記通信２０２２年２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。 

 教区教化事業のご案内 
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◆内局巡回◆ 

 去る１月２０日（木）に内局巡回が行われました。教区からは対

象者として教区会議長・副議長、教区門徒会長・副会長、宗・

参議会議員、組長、参事会員、常任委員、総合教化本部委員、

過疎問題対策委員長、その他教区内寺族、合わせて５０名が

出席しました。本山からは齊藤法顕参務、徳永誠宗務改革推

進本部参与、白河祐亮宗務改革推進本部次長が出向し、行

財政改革（宗務改革）の内局案について説明されました。 

 説明の後、質疑と意見交換が行われました。完教区会議長か

ら、宗務改革における教区改編と行財政改革のスケジュールの整合性や、教区改編と１ヵ寺の活性化の

連動性について、また、交付金制度の改革についてなど、教区内より寄せられた声を踏まえた代表質問が

されました。その他、出席者から様々な意見や質問が出されました。 

 なお、内局巡回は全国２５教区で実施され、広く意見聴取を行い、宗務所の行財政推進本部を中心に

検討・協議が行われた後、再度内局巡回が行われる予定です。 

◆教区改編委員会◆ 

  去る１月２４日（月）に教区改編委員会が開催されました。

当日は、能登教区の改編委員のほか、本山から延澤栄賢組

織部長、蒲池誓組織部次長が出向し、能登･金沢教区地方

協議会掌理教務所長である髙桒敬和金沢教務所長が出席

されました。地方協議会の開催報告に引き続き、地方協議会

の協議内容をまとめた「改編に関する協議資料」について、

教区改編委員が説明を聞く場が設けられました。本資料に

沿って、本山出向者より、教区改編の取り組みに関する進捗状況や、教区改編の目的及び試案について

説明があった他、事務局から能登･金沢教区の概要の比較資料や、改編に必要な基本事項の素案につ

いての説明があり、教区改編委員を中心に活発な意見交換が行われました。 

教区改編委員会では、「改編に関する協議資料」を全寺院へ配布し、教区内へ広く周知するとともに、

一ヵ寺一ヵ寺の声に耳を傾けるべく、意見聴取を目的として、本年２月、３月を目処に各組において「教区

改編に関する説明会」を開催いただくことが確認されております。 

 

◇２０２３年慶讃法要の団体参拝抽選会が行われました◇ 

 去る１月１３日（木）、２０２３年の慶讃法要に向けて、各教区

を対象とした団体参拝席の抽選会が行われました。能登 

教区からは、代表して完教区慶讃事業推進委員会委員長、

上田教区慶讃事業推進委員会副委員長、元藤団体参拝専

門部会主査の三名に出席いただきました。当日は、オンライ

ンで本山と全国の教務所を接続し、パソコンの画面を介して

各教区の代表者が掲示されたカードを選択する方式で 

抽選会が行われ、法要日毎における参拝席の位置が決定しております。抽選結果につきましては、

団体参拝専門部会を通じ、各組へお知らせをいたします。 

教区事業・その他行事のご報告 

 

教区慶讃事業推進委員会からのお知らせ 
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◇帰敬式のご案内をお送りしました◇ 

 ２０２２年５月２１日に開催予定の、「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
お待ち受け大会教区帰敬式」に向けて、１月１４日付で教区内の全寺院へ帰敬式の受式者募集のご案内

をお送りしております。 

 コロナ感染症の感染防止のため、定員を 200名（１回 100名を２回執行）としております。定員になり次第

締め切らせていただきますので、お早めにお申込みください。 

 なお、同封のリーフレット「帰敬式を受けましょう」について、追加をご希望の方は教務所までご連絡くださ

い。 

 ※すでに多くのお問い合わせをいただいております。お申込みはお早めに。 

 

◇教務所長の異動について◇ 

１月６日付けで、幽溪 浩（前能登教務所長）が退職し、後任に竹原 了珠（前企画調整局参事）が着任

しました。 

【転任挨拶】 

このたび、１月６日付をもって退職致しました。１年半にわたり教区内の皆様のお力添えをいただき、そ

の任をつとめさせていただきましたこと、厚く御礼申し上げます。当教区において、学ばせていただいたこ

とを糧とし、今後の歩みを進めさせていただきたく思っております。最後に、宗務改革並びに２０２３年に本

山で厳修されます宗祖親鸞聖人御誕生８５０年・立教開宗８００年慶讃法要及び今年開催が予定されます、

「第５１回教区同朋大会兼慶讃法要教区お待ち受け大会」に向けて、着実な歩みがなされますよう念じまし

て、退任のご挨拶とさせていただきます。 

ありがとうございました。「能登はやさしや土までも」・・・ 

幽溪 浩 

【着任挨拶】 

１月６日、能登教務所長を拝命いたしましたので、一言挨拶申し上げさせていただきます。これまで、能

登教区の一カ寺を預かる住職として、また、教区教化委員会の委員として、能登教区の教化の最大の課

題「法縁の過疎」を突破する道、このことばかりをずっと考えてまいりました。このたび所長に任命されるにあ

たって、「この道を行け」との思し召しであると承りました。すでに、教区の方々から様々なご意見、ご助言な

どをいただき、想像以上の責任の重さを感じております。道を開く、この一念で与えられた任を全うしていき

たいと考えております。教区の皆様のご協力いただきますよう、何卒お願い申し上げます。 

能登教務所長 竹原 了珠 

◇金沢真宗学院２０２２年度募集要項について◇ 

金沢真宗学院では２０２２年度入学生を募集しています。要項を同封しておりますので、ご覧ください。

入学願書及び聴講願書は教務所にありますので、希望されます方は教務所までご連絡ください。 

 

◇被包括関係廃止に係る寺籍及び僧籍の削除について◇ 

このたび、寺院教会条例施行条規第５５条（被包括関係の廃止）及び僧侶条例施行条規第１２条第１項

（離脱寺院の僧籍）により、寺籍及び僧籍の削除について、下記のとおり取り扱いましたので、お知らせい

たします。 

（１）当該寺院 穴水組 聖徳寺（10-11-15） 

（２）所属僧侶 梅原 顕雄（住職） 

（３）削 除 日 ２０２１年１２月２３日 

本山・教区事務についてのご連絡 
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◇本山経常費完納寺院◇（2021.12.1～12.31迄） 

２０２１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 本乘寺 正誓寺 慶專寺 第８組 淨慶寺 正願寺 正樂寺 
 覺正寺 慶念寺 浄安寺  願正寺   

第２組 柳瀬專勝寺 明照寺 本念寺 鵜川組 光樂寺 善行寺  
 西敎寺 光福寺  穴水組 法性寺   

第３浜方組 西來寺 存立寺 安樂寺 第１０組 善慶寺 西勝寺 勝樂寺 

 淨源寺 專念寺 即往寺  勝安寺 浄福寺 等覺寺 

第３山方組 長龍寺 德願寺   永誓寺 廣榮寺 傳證寺 

第４組 遍行寺 法誓寺 福誓寺 第１１組 龍光寺 聖安寺 西方寺 

 本照寺 本光寺 以覺寺  專念寺   

 惠光寺 浄因寺  第１２組 法泉寺 還來寺 德蓮寺 

第５組 圓正寺 淨樂寺   傳流寺 雙樹寺  

第６組 明敬寺 寂静寺 西龍寺 第１３組 西勝寺 願正寺 正福寺 

第７組 明栄寺 照福寺 善正寺  妙樂寺 明願寺 長順寺 

 西應寺 靈高寺   長興寺   

    第１４組 安泉寺 託因寺 蓮淨寺 

     善行寺 淨願寺 聞成寺 

◇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◇ 

（2021.12.1～12.31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２組 本念寺    第１０組 善慶寺   

第３浜方組 專念寺 即往寺   第１４組 聞成寺   

◇代務者就任◇（教区通信 1月号 掲載以降) 

第１１組 称念寺 浦西 篤志（第１１組 称念寺候補衆徒） ２０２１年１２月８日 

第１１組 龍光寺 藤秀 善照（第１１組 龍光寺候補衆徒） ２０２２年１月１１日 

◇敬弔◇（教区通信 1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１４組 蓮光寺 前住職 圓谷 城燕 ２０２２年１月５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/ 
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