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正副組長選挙の結果について（報告） 

  各組において任期満了に伴う正副組長選挙が実施され、次のとおり選定されましたので、

ご報告申し上げます。     （任期：2022年 12月 1日～2026年 3月 31日） 

組名 組長 副組長 副組長 

第１組 加羅田良啓（西恩寺） 森  通（龍王寺）  

第２組 天野宏昭（淨蓮寺） 桐澤英明（正安寺） 稲垣晃映（法縁寺） 

第３組 大村 元（傳榮寺） 鳥越知証（満行寺） 前本誠健（見學寺） 

第４組 埴山法雄（聞願寺） 武種 浄（了泉寺） 元秋 実（速恩寺） 

第５組 大野隆昭（善宗寺） 高橋雅俊（善行寺） 小野光人（西照寺） 

第６組 梨谷真嗣（真行寺） 聞守顕照（永明寺） 亀井隆之（光樂寺） 

第７組 小林隆文（願成寺） 玄巣慶俊（光久寺） 岩崎守峰（覺圓寺） 

第８組 赤尾栄慶（慶樂寺） 朝木唯信（信行寺） 橋本 斉（本淨寺） 

 
  教務員の選定について（報告） 

教務員の任期満了に伴い、次のとおり選定されましたので、ご報告申し上げます。   

（任期：2022年 12月 1日～2026年 3月 31日） 

【第２組】市川   峻（光圓寺）    【第５組】横萩 和秋（運信寺） 

【第３組】今井 信悟（正立寺）   【第６組】守城 照信（超光寺） 

玄澤   裕（真光寺）   【第７組】月光  真（聞行寺） 

【第４組】山脇   旬（西蓮寺）   【第８組】笹山 浄範（浄信寺） 

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 2023年 1月 20日（金）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。 
 

第二種共済は雪害も給付の対象となります 

  大雪等により本堂及び庫裡に被害が生じた場合は、被害状況を当該組長及び教務所まで
ご報告ください。その際、二次災害に充分ご注意いただき、安全が確認された状態で被害
箇所の写真撮影をお願いします。 
災害に備えるため、基礎加入（共済賦課金納付分）に加えて手厚い給付が可能となる任
意加入（1口 1万円で最大 10口まで加入が可能）をご検討くださるようお願いします。 
なお、共済の申請期限は雪害以外の災害（火災・風水害等）は発生から 1ヶ月以内、雪
害については 3ヶ月以内となっておりますので、ご注意ください。 
     第二種共済のご案内⇒真宗大谷派公式 HP内「寺院の方へ」・「寺院運営のお役立ち情報」 

 



 
 
相続講賞典（御扱）院号法名にかかる一部変更について 
相続講賞典である院号法名につきましては、申請からお渡しまで、現在約２カ月間とな 

っております。 このたび、申請された院号法名を速やかにお渡しできるように、次のと 
おり院号法名の事務取扱が一部変更となります。 

 
【変更内容】 院号法名 筆耕箇所の一部印刷化 
   ※門首の筆耕に則り「法名、年月日、院号法名」は筆耕し、共通する門首法名及び 

真宗大谷派門首印は印刷となります。 
（門首法名は実際に門首にご染筆いただいた文字の印影を使用） 

【変更時期】 2022年 12月申請分より順次変更 
 
２０２3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。 
 

■教化委員会からのお知らせ 
沖縄現地学習会の開催について（同朋社会推進部門）…先月号に案内チラシ同封 

非戦と平和の願いを確かめる沖縄現地学習会です。若干の申し込み枠が残っております

ので受付を延長します。ぜひご検討をお願いします。 

◇期   間：2023年 2月 15日（水）～17日（金） 

◇定   員：10名（現在８名申し込み） 

◇訪 問 先：東本願寺沖縄別院、佐喜眞美術館、チビチリガマ、ひめゆりの塔、ほか 

◇参 加 費：60,000円程度 ※参加人数により前後します。 

お問い合わせは、高岡教務所（松本）まで 
 

 「お寺の子大集合！」開催について（青少幼年部門） 

◇対  象：お寺生まれお寺育ちの中学生・高校生 

◇日  時：2023年 3月 4日（土）午後２時から午後４時頃まで 

◇場  所：真宗大谷派高岡教務所 

◇内  容：念珠作り・ボードゲーム・おやつタイム 

◇主  催：青少幼年部門 

※詳細につきましては、来月号の事務連絡に掲載させていただきます。 
 

 「子どもたちの真宗本廟奉仕！」のご案内（青少幼年部門）…チラシ同封 
現在、真宗本廟では年間を通じた子どもたちの真宗本廟奉仕の受け入れを行っています。

教区から冥加金の補助（対象：小学生から高校生まで）を受けることもできますので、是

非、ご寺院や子ども会等でご計画ください。 
 

■研修会・学習会のお知らせ  
唯識学習会…別紙案内文同封 

◇日   時：2023年 1月 23日（月）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…別紙案内文同封 

◇日  時：2023年 2月 20日（月）～21日（火） 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（火）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：2日間で 1,000円 

 

 得度事前研修会…別紙開催要項・受講申込書同封 

◇日  時：2023年 2月 25日（土）9時 15分～14時 30分 
26日（日）9時 30分～14時 

◇内  容：声明作法の基本及び得度考査 
◇参 加 費：2日間で 2,000円 
◇申 込 み：別紙同封の受講申込書にて、2月 10日（金）までに教務所必着 
 

秋安居【教師陞補対象研修：第２種】…別紙案内チラシ同封 

◇日  時：2023年 3月 15日（水) 13時 30分～17時 30分 
16日（木) 13時 30分～17時 

  ◇場  所：第６組 超願寺（高岡市末広町 13番 42号） 
 ◇定  員：先着 20名（事前申込制 感染症対策のため） 
 ◇申込方法：メール、TEL、申込書にて、3月 8日（水）までに教務所必着 
◇講  師：東舘 紹見 氏（擬講・本年度次講講者・大谷大学教授） 
◇対  象：有教師（ただし、僧籍をお持ちでない方の傍聴も可能です） 
◇参 加 費：２日間で 1,000円 
 
慶讃法要高岡教区団体参拝について…先月号に案内チラシ同封 
組の団参日とご自身のご都合が合わない方等を対象に教区全体に呼びかける団体参 
拝を募集します。お誘い合わせの上ぜひご参加ください。 
◇期  間：2023年 4月 23日（日）～24日（月） 
◇定  員：40名（大型バス 1台で参ります） 
◇参 加 費：35,000円～40,000円程度 ※参加人数により前後します。 
お問い合わせは、高岡教務所（松尾）まで 

 

今後の教化委員会主催研修会について 

◎5月 27日（土）「教区報恩講」  講師：狐野秀存 氏（大谷専修学院長） 

会場：城端別院 

 

■慶弔 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3組 報土寺 前坊守  木村 文江 氏   99歳（12月 3日逝去） 
第 3組 相念寺 前坊守  圖書 みつい 氏 92歳（12月 7日逝去） 
第 8組 勝蓮寺 前坊守  大澤 とみ子 氏 98歳（12月 16日逝去） 



 

 

■教務所からのお知らせ 

所員の育児休業終了について 
育児休業を取得しておりました菊池正見教区駐在教導が、12月 21日から勤務してお

ります。育児休業中は皆様のご理解とご協力をいただきましたこと御礼申し上げます。

なお、兼務発令されておりました鷲尾祐恵富山教区駐在教導につきましては、兼務が解

かれましたので、あわせてお知らせいたします。 

 

教務所員の人事発令について 
下記のとおり発令されましたので、お知らせいたします。 

  富山教区駐在教導（兼高岡教区駐在教導） 鷲尾 祐恵 

高岡教区駐在教導の兼務を解きます 

 

事務休止について 

◎2022年 12月 29日（木）～2023年 1月 6日（金） [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、各組長へご

対応をお願いしております。 
 

■今月の同封物 

        聖教学習会のご案内              「得度事前研修会」のご案内（寺院送付分のみ）  

        「秋安居」のご案内              別院からのお知らせ 

        唯識学習会のご案内              Newsわかば（寺院送付分のみ） 

 

以  上 


