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宗派経常費年末完納のお取り扱いについて 
経常費年末完納扱いの収納締切日は 1月 20日（木）までとなります。何卒、お力添えいた

だきますようお願い申し上げます。 
 
２０２２年高岡教区新年互礼会について 
  例年１月に開催しております新年互礼会につきまして、新型コロナウイルス感染症の影響

が長期化される状況を考慮し、このたびの開催は見合わせることといたしました。何卒、ご

理解くださいますようお願いいたします。 
 
内局巡回が開催されました 

12 月 7 日午後 2 時より高岡商工ビルにおいて、内局巡回が開催されました。本山からは

望月 慶子参務、德永 誠参事(慶讃事業本部事務室長)、白河 祐亮組織部次長が出向され、

「宗務改革(行財政改革)の推進に向けて【内局案】」について説明がなされました。  

教区からは、宗会議員、教区会議員、教区門徒会員をはじめとする 58 名が出席し、質疑

応答・意見聴取が行われました。特に寺院や別院のおかれた厳しい状況に関する意見が多く

寄せられました。 

なお、内局巡回は全教区で行われ、意見や課題を集約し、2022 年度中に再度行われる予

定です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
第４回門徒戸数調査について…調査票送付及び提出用封筒の見本を同封（寺院分） 

２月１日（火）を調査期日として、「第４回門徒戸数調査」が実施されます。1 月中旬頃

に本山から各寺院へ「門徒戸数調査票」が送付されますので、正しく記入くださいますよう

お願いいたします。 

また、ご記入いただいた調査票は提出用封筒に入れ、各組の門徒戸数調査委員会（組長事

務所）へ 2 月 15 日（火）までにご提出ください。※別院は教区調査委員会（教務所）へ提

出ください。 

なお、2021 年度教区会通常会及び教区門徒会通常会において「第４回門徒戸数調査にお

ける高岡教区内各寺院及び別院の数値を公開し、その数値を教区割当基準に使用する」旨の

議決がなされておりますので、あわせてご承知おきください。 
 
 
 



門徒戸数調査に関する各組説明会について 
門徒戸数調査の趣旨及び調査票記入事項説明のため、各組で門徒戸数調査説明会が予定さ

れております。行事予定表に記載の日時・会場を確認の上、何卒、ご参加くださるようお願
いします。 
また、説明会では各寺院へ送付された「門徒戸数調査【第４回】実施要項」を使用します 

ので、ご持参ください。なお、門徒代表者の分は教務所で用意いたします。 
 

高岡教区 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 団体参拝について（概要） 

去る 12 月 17 日、団体参拝専門部会が開催され、慶讃法要団体参拝についての概要が 

決定されましたのでお知らせします。今後、各組において団体参拝が計画されますので、 

団体参拝の奨励及び募集に、ご協力をお願いします。 

 

１．高岡教区への座席配分について 
高岡教区団体参拝人数 1,110人 【第 1期法要：4座 280人・第 2期法要：11座・830人】 

 
[第１期法要] 

2023年 3/25 3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 第1期

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

初/PM PM AM PM PM PM PM 中/PM PM PM PM PM PM PM 結/PM 合計

設定数 70 70 70 70 280
 

[第２期法要]  

2023年 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 第２期

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

初/AM AM AM AM AM AM AM 中/AM AM AM AM AM AM PM 結/PM 合計

設定数 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 830
 

※設定数＝高岡教区に割り当てられた参拝人数 

 
２．各組の団体参拝人数について 
 

組 １組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 ７組 ８組 教区 合計 

参拝人数 110 150 195 125 120 130 160 80 40 1,110 
 

■教化委員会からのお知らせ 

 関係施設に発行物を贈っています【共同教化部門】…チラシ同封 

共同教化部門では、教区内有教師が法話等で訪問している施設（チラシ裏面に記載）へ広

報物をお贈りしています。他にもお贈りしたい施設がありましたら、お知らせください。 

 

 「子ども会開催経費補助」及び「子ども会サポート」について【青少幼年部門】…チラシ同封 

このたび、「子ども会開催経費補助」について、内容や申請方法などを改めました。また、

子ども会の更なる活動促進のため、部門員が様々なサポートをいたします。是非ともご活用

ください。詳細は同封のチラシをご覧いただき、青少幼年部門員または教務所までお気軽に

お問合せください。 
  
  

 



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。 

 

■研修会・学習会のお知らせ  

教化委員会主催研修会 

◎  ２月２５日（金）「聖教学習会①」講師：西本 祐攝 氏 

３月１４日（月）「聖教学習会②」講師：西本 祐攝 氏 

◎  ３月１５日（火）・16日（水）「秋安居」講師：延塚 知道 氏  会場：第６組超願寺 

◎  ３月２９日（火）・30日（水）「得度事前研修会」 

◎  ４月１２日（火）「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  会場：第６組超願寺 

◎  ５月１６日（月）～１８日（水）「親鸞聖人御旧跡学習会」講師：今井 雅晴 氏 

◎  ５月２１日（土）「慶讃法要教区お待ち受け大会」 会場：井波別院 

※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。 

 

 坊守学習会…別紙案内文同封 

◆日  時 ：1 月 11 日（火）１４時～１６時 

◆講  師 ：太田 浩史 氏（第３組大福寺） 

◆会  場 ：高岡商工会議所（高岡市丸の内 1-40 TEL 0766-23-5000） 

◆講  題 ：『聖徳太子と恵信尼』 

◆対  象 ：僧侶・寺族・門徒(どなたでもご参加いただけます） 

 
唯識学習会…別紙案内文同封 

◇日  時：１月２６日（水）１３時３０分～１５時３０分 

◇進  行：馬川  透 氏（第３組眞敎寺）  

◇会  場：高岡教務所 ２階仏間 

◇参加費：５００円 

 

聖教学習会①…別紙案内文同封 

◇日  時：２月２５日(金) １９時～２１時 

◇会  場：高岡教務所 ２階仏間 

◇講  師：西本 祐攝(ゆうせつ) 氏（大谷大学准教授） 

◇定  員：先着１５名（事前申込制） 

◇申込方法：メール、TEL、申込書にて ※１月 31 日までに教務所必着 

◇対  象：僧侶・坊守・寺族・門徒（どなたでも） 

◇参 加 費：１,０００円 

 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 



■教務所からのお知らせ 

事務休止について 
 

◎１２月２９日（水）～１月６日（木） [年末年始] 
 

※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、各組長にご

対応をお願いしております。 
 
郵便振替払込料金について 

1月17日（月）以降、「払込取扱票」を使用し現金で送金する場合、払込料金（110円）が

加算されます。 

高岡教務所で使用している料金受取人負担の表示がある取扱票（赤色の用紙）についても、

現金利用による加算料金は払込人にお支払いいただきます。 

なお、通帳またはキャッシュカードを利用して、ゆうちょ銀行口座から送金される場合は

払込料金の負担はありません。 

※詳細はゆうちょ銀行の窓口までお問い合わせください。 
 
 

■慶弔 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■今月の同封物 

        門徒戸数調査票送付及び提出用封筒見本（寺院送付分のみ） 

        新刊書のお知らせ 

        関係施設に発行物を贈っています 

        「子ども会開催経費補助」及び「子ども会サポート」 

        井波別院からのお知らせ 

        城端別院からのお知らせ 

        唯識学習会のご案内 

        聖教学習会①のご案内 

        坊守学習会のご案内（寺院送付分のみ） 

        Newsわかば（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 西恩寺 前坊守 加羅田 志づゑ 氏 ９５歳（１１月２５日逝去） 
第３組 願全寺 前住職 永井 良英 氏     ９０歳（１１月２６日逝去） 
第６組 寶性寺 前坊守 基峰 節子 氏   ７９歳（１２月１９日逝去） 

 
〇住職就任 
 ここにお慶び申し上げ、ご披露させていただきます。 
   第２組 真壽寺 乗杉 理 氏（１２月１３日任命） 
   

 


