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宗派経常費年末完納（1月 20日締）の報告と御礼 

1月 20日現在、2022年度宗派経常費御依頼額 1億 2,773万円に対して、8,183万 7,335円
(64.0％)のご進納を賜りました。また、御依頼寺院数 267ヵ寺に対し 175ヵ寺のご完納を賜
りました。 
皆様方のご協力に厚く御礼申し上げます。今後とも募財奨励にお力添えを賜りますようお

願い申し上げます。 

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の御礼とお願い 

1月 20日現在、総御依頼額 7,498万 9,000円に対して、6,499万 7,900円（86.7％）のご
進納を賜りました。また、御依頼寺院数 267ヵ寺に対し 222ヵ寺のご完納を賜りました。 
重ねて御礼申し上げますとともに、本年 6月 30日が最終期日となっておりますので、引き

続き慶讃懇志金の募財にお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

教区会議員選挙の当選人について（報告） 

２０２２年１２月２４日施行の教区会議員選挙につきましては１２月２６日開催の選挙管理会におい

て、次のとおり当選人が決定しましたので、お知らせいたします。 

【任期：２０２２年１２月２４日から２０２６年４月２３日まで】 

 

保川    中（第７組 立法寺）  廣井  秀賢（第３組 本敎寺）  峰    慎樹（第７組 光榮寺） 

安居    登（第５組 光德寺）  竹部  俊惠（第４組 妙蓮寺）  中臣  仁昭（第６組 法輪寺） 

藤田  誓希（第２組 圓光寺）  青井  和成（第８組 常入寺）  太田  博義（第１組 安重寺） 

鳥越  知証（第３組 満行寺）                                         【届出順、敬称略】 

教区会正副議長及び参事会員の互選について（報告） 

１月 19日開催の臨時教区会において、次のとおり互選されましたので、お知らせいたします。 

教区会議長          竹部 俊惠（選出議員・第４組 妙蓮寺） 

教区会副議長        梨谷 真嗣（組長議員・第６組 真行寺） 

参事会員            太田 博義（選出議員・第１組 安重寺） 

参事会員            藤田 誓希（選出議員・第２組 圓光寺） 

参事会員            大村   元（組長議員・第３組 傳榮寺） 

参事会員            安居   登（選出議員・第５組 光德寺） 

参事会員            青井 和成（選出議員・第８組 常入寺） 

参事会員補充員 1    峰   慎樹（選出議員・第７組 光榮寺） 

参事会員補充員 2    保川   中（選出議員・第７組 立法寺） 

  【敬称略】 

 

教区監事（参事会推薦）の委嘱について 

１月19日開催の教区会参事会において、三﨑隆志 氏（第7組 光覺寺）が推薦されましたので、 

教区監事を委嘱しました。               【任期：２０２２年１２月２４日から２０２６年４月２３日まで】 

 



「親鸞展」割引引換券あります 

2023年 3月 25日（土）から 5月 21日（日）まで京都国立博物館
で開催される「親鸞聖人生誕 850 年特別展 親鸞―生涯と名宝」の
観覧料割引引換券が教務所にあります。割引引換券をご使用いただ
くと、観覧料が一般 1,800円→1,600円となります。  
※1枚につき、4名まで割引を受けられます。 
※数に限りがございますので、お早めにお求めください。 

     親鸞展公式サイト⇒hrrps://shinran850.jp 

 

京都南座特別公演「若き日の親鸞」について…案内チラシ同封 
2023年 4月 10日（月）から 29日（土・祝）まで京都南座で公演

される「若き日の親鸞」について、特別料金での受付が行われます。 
観覧をご希望の方は、チラシ裏面に記載の窓口までお申し込みく

ださい。 
※受付は 2月 14日（火）10時からとなります。 
 

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、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」 

 

帰敬式記念品の一部変更について 
このたび、帰敬式受式者への記念品の一部が変更となりましたので、お知らせします。 
①「勤行本・略肩衣入れ（袋）の使用の変更（2022年 12月～） 
②「正信偈 CD」の廃止（2023年 1月～） 
詳細につきましては、『真宗』2022年 12月号をご覧ください。 

 

■教化委員会からのお知らせ 

「お寺の子大集合！」開催について（青少幼年部門）…案内チラシ同封 

◇日  時：2023 年 3 月 4 日（土）14 時～16 時 

◇会  場：高岡教務所 ２階仏間 

◇対  象：お寺生まれお寺育ちの中学生・高校生 

◇内  容：念珠作り・ボードゲーム・おやつタイム 

◇申込方法：申込書またはメールにて、２月１７日（金）までに教務所必着 
 

■研修会・学習会のお知らせ 
聖教学習会【教師陞補対象研修：第１種】…先月号に開催要項・受講申込書同封 

◇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（12 名申し込み【1 月 24 日現在】） 

◇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 

◇申込方法：先月号同封の申込書にて、1 月 31 日（火）までに教務所必着       

 
 



 
 
得度事前研修会…先月号に開催要項・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 
◇申込方法：先月号同封の申込書にて、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】…先月号に案内チラシ同封 

◇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 

  ◇会  場：第６組 超願寺（高岡市末広町 13 番 42 号） 
 ◇定  員：先着 20 名（12 名申し込み【1 月 24 日現在】） 
◇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 
◇申込方法：メール、TEL、先月号同封の申込書にて、3 月 8 日（水）までに教務所必着 

 

その他研修会等の予告 

◎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 
 
 
 
 
 
 
 
 

■今月の同封物  
        寺族中高生子ども会「お寺の子大集合！」開催のおしらせ 

        別院からのおしらせ   

        北陸連区内の教化事業等のご案内     

        金沢真宗学院生募集要項 

        京都南座特別講演「若き日の親鸞」 

        Newsわかば（寺院送付分のみ）   

   

 

教区や組の行事、東本願寺書籍、院号・収骨・帰敬式のお手続きなど、様々お伝えしています！ 

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 教了寺 前住職  藤井 一道 氏   ８9 歳（1 月８日逝去） 
第 1 組 速蓮寺 前坊守  名越 敏枝 氏 １０６歳（１月１３日逝去） 
第 1 組 乘光寺 前住職  佐々木 琢 氏  ８４歳（１月２２日逝去） 


