
                           

 

 

 

                           

 
各組門徒会正副会長・教区門徒会員の選定について（報告） 

 組門徒会員の任期満了に伴い、各組において下記のとおり新たな正副会長及び教区門徒会員が選定

されましたので、お知らせいたします。［◎印は教区門徒会員］ 

組名 会長(所属寺) 副会長(所属寺) 

第１組 ◎御器谷 勉(聖泉寺) ◎吉田 重雄(西恩寺) 今度 純子(乘光寺) 

第２組 ◎小山 良市(教念寺) 
◎大谷 幸毅(勝満寺) 藤田  勇(圓光寺) 

田中 美枝子（普願寺）  

第３組 ◎堀  郁夫(宗善寺) ◎豊田 正規(教了寺) ◎出島 武晴(稱名寺) 

第４組 ◎山本 秀雄(万遊寺) 
◎沖田 泰子(光教寺) 長谷川 洌(妙蓮寺) 

西能 哲郎（照圓寺）  

第５組 ◎深松  勲(光林寺) ◎小川  茂(長安寺) 米原  敏(開正寺) 

第６組 ◎穴田 甚朗(寳性寺) ◎中島 隆敏(超願寺) 西  典夫(浄覺寺) 

第７組 ◎鎌仲 義則(勝福寺) 
◎本多 清治(常願寺) ◎古野 哲生(光久寺)  

田中 昭一(立法寺)  

第８組 ◎長谷 正男(万德寺) ◎林   晃(西蓮寺) 谷岡 智子(養因寺) 

           【組門徒会員任期 ：２０２１年３月１０日～２０２４年３月９日】 

           【教区門徒会員任期：２０２１年４月１日～２０２４年３月３１日】 

 
教区門徒会（組織会・参議会議員選挙）の結果について（報告） 
去る４月１４日に開催されました教区門徒会において、下記のとおり決定しましたのでお知らせい

たします。       

《教区門徒会長》    御器谷 勉 (第１組聖泉寺) 

《教区門徒会副会長》  穴田 甚朗（第６組寳性寺） 

《教区門徒会常任委員》 小山 良市 (第２組教念寺)  豊田 正規 (第３組教了寺) 

山本 秀雄 (第４組万遊寺)  深松  勲 (第５組光林寺) 

林   晃 (第８組西蓮寺)  

補充員１     本多 清治 (第７組常願寺) 

補充員２     古野 哲生 (第７組光久寺) 

 

《参議会議員》     堀  郁夫（第３組宗善寺)  鎌仲 義則（第７組勝福寺） 

長谷 正男（第８組万德寺） 

【参議会議員任期：２０２１年５月１日～２０２４年４月３０日】 

   

また、同日に開催されました教区門徒会常任委員会において、下記のとおり教区監事が選出されま

したのでお知らせいたします。        

《教区監事》      杉本  進（第５組 西念寺） 

【教区監事任期：２０２１年４月１日～２０２４年３月３１日】 

 

２０２１年５月 

 発行：真宗大谷派高岡教務所 
高岡教区 事務連絡 



教区報恩講について・・・別紙ポスター・案内チラシ・懇志袋・清掃奉仕案内 同封 

教区報恩講を下記のとおり厳修いたします。 

つきましては、教区をあげた御仏事ですので、万障お繰り合わせの上、お参りください。 

◇日 時 ：５月２９日（土）１３時から（１２時から受付） 

◇会 場 ：城端別院善徳寺 

◇講 師 ：酒井 義一 氏（東京教区存明寺住職） 

◇講 題 ：「コロナの時代を親鸞と生きる」 

※なお、報恩講に先立ち、５月２8 日（金）１５時から城端別院の清掃奉仕を行いますので、ご協

力いただきますようお願いします。 

 
教区における諸会議の予定について【予報】 
現在、次の諸会議の開催を予定しております。該当の方々には、それぞれの開催日が近づきました

ら個別にご案内申し上げますが、予めご承知おきください。 
  

○５月１８日（火） 教区改編委員会・教区門徒戸数調査委員会 ※対象者へ案内済み 

○６月１５日（火） 新教区準備委員会（会場：高岡商工ビル） 

○７月１２日（月） 教区割当審議会（会場：高岡商工ビル） 

○７月１４日（水） 教区会参事会 

○７月１５日（木） 教区門徒会常任委員会 

○７月２１日（水） 教区会 

○７月２６日（月） 教区門徒会 

○７月２９日（木） 正副組長会（会場：高岡商工ビル） 

○７月３０日（金） 正副組門徒会長会（会場：高岡商工ビル） 
 

■研修会・学習会のお知らせ 
公開講座「真宗の本尊論について」（オンライン開催に変更となります）…別紙案内チラシ同封 
日  時 ：５月１３日（木) １４時～１７時 
会  場 ：【直接参加】…高岡教務所 ２階・仏間（先着１５名） 

※会場が変更となっておりますのでご留意ください。なお、直接参加される方は、受講 
申込書（案内チラシ表面に記載）にてお申し込みください。 

【オンライン参加】…web 会議システム「Zoom」を使っての参加    
※事前登録が必要です。（案内チラシ裏面に詳細を記載しております） 

講  師 ：近松 誉 氏（本山 本廟部長・本廟部定衆） 
参 加 費 ：１，０００円 

※直接参加の方は受付にてお納めください。オンライン参加の方は後日お納めください。 
 

貸切バスで行く「別院御忌団体参拝」…別紙案内チラシ同封 
日  時 ：５月２５日（火) ８時（高岡発）～１６時（高岡着） 
行  先 ：城端別院善德寺 蓮如上人御忌法要（１０時～） 
参 加 費 ：３,０００円（食事代、拝観案内等） 
定  員 ：２０人（バスの乗車上限） 
締 切 り ：５月 

 

第 42回北陸連区差別問題研修会…先月号案内チラシ同封 
日  時 ：５月２７日（木) １３時３０分～１６時３０分 
講  師 ：梶原 敬一 氏（姫路医療センター小児科医長 真宗大谷派僧侶） 
内  容 ：「ハンセン病問題を通して聞く差別と真宗」 
会  場 ：高岡教務所（Web 研修） 
参 加 費 ：１,０００円 



コロナ禍を経て「＃ともに生きていく」…来月号案内チラシ同封予定 
日  時 ：６月１８日（金) １７時３０分～１９時３０分 
講  師 ：上野 千鶴子 氏（社会学者・東京大学名誉教授・認定 NPO 法人 WAN 理事長） 
会  場 ：オンライン（Zoom の予定 申込方法は来月ご案内いたします） 
      ※オンラインでの参加が難しい方は、高岡文化ホールでの中継にご参加いただけます。 
       〒933-0055 富山県高岡市中川園町１３−１ ℡0766-25-4141 
定  員 ：オンライン参加１００名 会場参加１００名 計２００名 
参 加 費 ：無料 

 

その他研修会等の予告 
  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。 

   ◎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【延期】 

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

 

■慶弔 2021 年 4 月 27 日現在 
 
 
 
 
 
 
 

■教務所からのお知らせ 
教務所事務休止について 
① ５月１日（土）から５日（水）まで 

② ５月２８日（金）午後（教区報恩講前日清掃・準備のため） 

閉所時は、留守番電話（0766-22-0464）での対応となります。授与物（門徒用御本尊）およ

び出版物、相続講受付等の事務取扱が出来ません。 

※寺族及び責任役員並びに総代が逝去された際の「御香」と「弔詞」は、各組長へお渡しし、ご対 

応をお願いしております。 

 

クールビズについて 
今年度も、下記のとおりクールビズを実施させていただきます。 

期 間：５月１日（土）から１０月１０日（日）まで 

内 容：①職員は間衣依用時も含め、執務中はネクタイを着用しません。 

   ②諸会議においても間衣は依用しません。ただし、依用が必要と判断される会議において

は、関係各位への会議開催通知にて案内いたします。 

 

■今月の同封物  
      公開講座「真宗の本尊論について」（オンライン開催）のご案内 
      「高岡教区報恩講」のご案内（ポスター・案内チラシ・懇志袋・清掃奉仕のお願い） 
      教区教化通信「我身」第５号 
      「別院団体参拝」のご案内 
      城端別院からのおしらせ 
      井波別院からのおしらせ 
      「唯識学習会」のご案内 
      「教区坊守会研修会兼総会」のご案内（寺院送付分のみ） 
      Newsわかば５月号（寺院送付分のみ） 

以 上 

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１組 報恩寺 前住職 大野 道夫氏  ９２歳（４月６日逝去） 

第２組 祥雲寺 前坊守 土屋 百合子氏 ９６歳（４月８日逝去） 

 

   


