
    

 

 

 
富山・高岡教区 新教区準備委員会（第１回）開催報告について 
去る９月２９日に「富山・高岡教区 新教区準備委員会（第１回）」が 

開催されましたので、ご報告いたします。 
（１）出席者 

①新教区準備委員会委員（２８名） 

②臨席者（元地方協議会委員） 

      藤岳 貴之（富山教区 第９組 本覺寺）、北條 秀樹（富山教区 第１２組 常德寺） 

③出向者  藤井 宣行（参務）、錦 秀見（組織部長）、五辻 広大（組織部主事） 

 

教区 氏 名 教区役職 組 名 寺院名 

富山 

石川 正穗 教区会議長 第１１組 玉永寺 

永崎   暁 教区会副議長 第１０組 永宗寺 

源   大寿 

教区会参事会員 

第９組 西光寺 

長   真寿 第１０組 永福寺 

髙谷 純夫 第１１組 等通寺 

前田   潤 第１２組 長樹寺 

小塚 弘道 第１３組 正覺寺 

野澤 一成 教区門徒会会長 第１１組 願行寺 

山西   弘 教区門徒会副会長 第１２組 長圓寺 

丸山 忠正 

教区門徒会常任委員 

第９組 西光寺 

石若 久義 第１１組 善行寺 

澤崎 高平 第１１組 專入寺 

平野 俊二 第１２組 本傳寺 

柏原 保正 第１３組 專德寺 

高岡 

竹部 俊惠 教区会議長 第４組 妙蓮寺 

松谷 了秀 教区会副議長 第７組 常願寺 

松永 明玄 

教区会参事会員 

第１組 廻向寺 

藤田 誓希 第２組 圓光寺 

鵜野   哲 第３組 宗善寺 

小島 直樹 第６組 浄覺寺 

青井 和成 第８組 常入寺 

出村 昭夫 教区門徒会会長 第２組 常德寺 

穴田 甚朗 教区門徒会副会長 第６組 寳性寺 

藤岡 哲朗 

教区門徒会常任委員 

第１組 等源寺 

齋藤 譲一 第４組 誓立寺 

上田 正俊 第５組 正樂寺 

本多 清治 第７組 常願寺 

宮林 利成 第８組 西蓮寺 
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（２）主な協議内容について 

①新教区準備委員会正副委員長の互選について                 

    下記のとおり委員の互選により、委員長及び副委員長が決定されました。 

    【委 員 長】 竹部 俊惠 委員（高岡教区／教区会議長） 

    【副委員長】 石川 正穗 委員（富山教区／教区会議長） 

②常任委員会及び正副主査会の設置について 

    常任委員会については、正副委員長、各小委員会正副主査、教区会副議長、教区門徒会正

副会長で組織されました。また、各小委員会正副主査で構成される正副主査会が設置され

ました。 

③小委員会(別院協議会・教学研鑚機関検討委員会)の設置について 

    小委員会については、①組織小委員会 ②教学・教化小委員会 ③財務小員会 ④別院の

位置づけ等に関する協議会 ⑤富山教区教学研鑚機関の設置に関する検討委員会が設置

され、委員及び正副主査が互選されました。今後は、常任委員会及び小委員会において新

教区準備委員会から付託された事項について、先に皆さまからいただいたご意見を踏まえ

つつ協議を行っていきます。今後の委員会の動きについては、必要に応じてお知らせをして

いきます。何卒、皆様の深いご理解とご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。  

 

高岡大谷会館報恩講…先月号案内チラシ同封 

◇日 時 ：１０月９日(金) １３時３０分～１５時３０分 

 ◇講 師 ：藤井 乘 氏（第５組長福寺） 

 ◇講 題 ：「いのちの生活」 

◇対 象 ：どなたでもご参加いただけます。また、ご参拝の皆様には、「報恩講志」のご 

進納をお願いいたします。なお、今回は新型コロナウイルスの感染拡大防止 

のため、法要後のお斎は行いません。 

 ◇特 記 ：毎月定例の「ご命日の集い」と合同で開催いたします。 

       マスクの着用・入り口でのアルコール消毒の徹底をお願いします。 

 
２０２０年度版法語ポスターについて【別院・寺院のみ 10月中に別送付】 
このたび、教区教化委員会において、２０２０年度版法語ポスターを発行いたしました。

どうぞ、各寺における掲示伝道にご活用ください。 

 

■教化委員会からのお知らせ 

真宗本廟御正忌報恩講 教区団体参拝…先月号募集要項同封 

まだ受け入れに余裕がございます。是非お誘い合わせの上ご参加ください。 

◇期 間 ：１１月２７日（金）～２８日（土） 

◇募集人数：７０名（大型バス２台で参ります） 

◇参加費 ：３０，０００円 

 

■研修会・学習会のお知らせ 

教化委員会主催研修会 

  関係諸会議を経て、次の日程が内定しておりますので、予めお知らせいたします。 

◎３月 ３日（水）・４日（木）「秋安居」講師：田代 俊孝 氏 

  ◎３月末（予定）「得度事前研修会」 



研修会等にご参加の皆様へお願い    

◇参加前に必ず、手洗い・手指の消毒を行ってください。 

  ◇常に咳エチケットを心掛けるとともに、勤行の際にもマスクを着用ください。 

  ◇３つの「密」を避けるため、次のとおり対応しますのでご協力ください。 

   ① 「密閉空間」を避けるために、定期的な換気を行います。 

   ② 「密集場所」を避けるために、間隔をあけて着席するように席を配置します。 

   ③ 「密接場面」を避けるために、法話等は一定の距離をあけて行います。 

  ◇健康管理にご注意いただき、37.5℃以上の発熱や体調の優れない方は、参加をお控 

えくださるようお願いします。 

 

  ◎４月１６日（金）「 寺 院 法 要 に お け る 式 支 配 と 掌 儀 の 心 得 と 動 き に つ い て 」講師：清澤 悟 氏 

◎４月２２日（木）「真宗の本尊論について」講師：近松 誉 氏 

   ◎５月１９日（水）～２１日（金）「親鸞聖人御旧跡学習会」講師：今井 雅晴 氏 

   ◎５月２９日（土）「教区報恩講」講師：酒井 義一 氏 会場：城端別院 

※上記で会場の記載のない研修会等は、すべて高岡教務所２階・仏間で行います。 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

■教務所からのお知らせ 
「三折御本尊・額装御本尊奨励用チラシ」…別紙チラシ同封 

このたび、「三折御本尊・額装御本尊奨励用チラシ」を発行いたしました。裏面には各

種寸法見本もございます。追加をご希望の場合は、教務所までご連絡ください。（部数に

よっては数日お時間を頂戴する場合もございます） 

また、御本尊・お脇掛の寸法や礼金の一覧表、お給仕の仕方等について丁寧に解説した

門徒用授与物奨励パンフレット「お内仏のある生活」「ご本尊のある生活を」もご用意し

ております。教区ホームページにて、PDF データ（一部）を公開しております。 

 

教区ホームページでの各種申請書等の公開について 
教区ホームページにて以下の書類をダウンロードすることができるようになりました。 

 

 〇院号法名授与願           〇真宗本廟収骨・申経申請書   

〇結婚念珠（門徒用）授与申請     〇誕生児念珠授与申請  

〇寺院における帰敬式執行申請     〇結婚念珠（寺族用）授与申請 

〇責任役員・総代選定届（辞任・改印）〇改姓届        〇死亡届 

 〇授与物寸法表・礼金表        〇願事礼金表 

 ○書籍注文用紙 

 

※ホームページ URL は本紙末尾に記載しております（パソコンよりアクセスください） 

※メニュー内「各種申請」にて公開しております 

 

書籍ご購入時のプラスチック製袋の包装廃止について 
１０月より、書籍ご購入時のプラスチック製袋での包装を廃止いたします。ご不便をお

かけいたしますが、可能な限りマイバッグをご持参くださいますよう、ご理解とご協力を
よろしくお願いいたします。 

 



■慶弔 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

■今月の同封物 
① 高岡教区行事予定表 
② 東本願寺出版 発行書籍のご紹介 
③ 門首継承式・真宗本廟御正忌報恩講のインターネットライブ配信のご案内 
④ 三折御本尊・額装御本尊奨励用チラシ 
⑤ 井波別院瑞泉寺からのご案内 
⑥ Newsわかば１０月号（寺院送付分のみ） 

 

○ここにお慶び申し上げ、ご披露させていただきます 
得度受式（９月） 

   第８組 西還寺 戸田 美帆 氏 
住職就任（９月）  

 第４組 真教寺 齊藤 優華 氏  
 
〇敬弔 
生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します 

第４組 了泉寺 前住職 武種 晃 氏 ８２歳（９月２４日逝去） 


