
小松教区教化テーマ「このままでよいのだろうか。～出遇おう、ほんとうのいのちに～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ：相続講の志納金額が相続講賞典を受けられる金額に達しました。今後は相続講金を納めなく

ても良いですか。 

 

Ａ：相続講の志納金額が相続講賞典を受けられる一定額（真宗本廟収骨 120,000円以上／院号法名

80,000円以上）に達したとのことですが、本山（東本願寺）は毎年、全国のご門徒から納め

られる相続講金によって維持・運営されています。相続講金は、収骨の申請や院号法名を取得

するための料金ではなく、収骨されたご遺骨が安置されている本山の維持費、そして親鸞聖人

の教えを聞くための教化活動費等、真宗門徒にとって最も

大切な「本山」と「教え」を後世に「相続」するための 

懇志です。相続講金が一定額に達し、賞典を受けられた後

も、可能な限り継続してご志納いただければと存じます。                                            

（小松教務所主計 菴原憲行） 
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慶讃テーマ「南無阿弥陀仏 人と生まれたことの意味をたずねていこう」 

 

 

● 真宗本廟春の法要並びに真宗本廟慶讃法要お待ち受け大会 

・本廟創立七百五十年記念大会について 

真宗本廟（東本願寺）において、４月１日（木）から４日（日）に「春の法要」が、

４月５日（月）に「慶讃法要お待ち受け大会・本廟創立七百五十年記念大会」が開催

されます。「慶讃法要お待ち受け大会・本廟創立七百五十年記念大会」は、慶讃テー

マ「南無阿弥陀仏 人と生まれたことの意味をたずねていこう」のもと、教区お待ち

受け大会・教区慶讃法要の厳修につながることを期して開催されます。しかしなが

ら、このたびの新型コロナウイルス感染症拡大に鑑み、団体参拝の募集や一般参拝の受け入れは中

止され、YouTube「真宗大谷派東本願寺【公式】」チャンネル （右記 QR コード）でのライブ配信

の視聴で参拝いただくこととなりました。 

つきましては、小松教務所において「春の法要」並びに「慶讃法要お待ち受け大会・本廟創立七

百五十年記念大会」を下枠のとおりスクリーン上映いたします。どなたでも自由にご参加いただけ

ますので、是非ともご参拝ください。ただし、感染症予防の観点から、参拝人数に上限を設けさせ

ていただきます。参拝状況によっては、入場をお断りさせていただくこともございますので、ご了

承ください。 

【小松教務所でスクリーン上映する法要】 

４月１日（木）午前１０時～    師徳奉讃法要 

       午後 １時２０分～ 親鸞聖人御誕生会記念講演 

       午後 ２時～    親鸞聖人御誕生会（音楽法要） 

２日（金） 午前１０時１０分～  宗務総長挨拶 

   午前１０時２０分～ 全戦没者追弔法会 

   午前１１時３０分～ 記念講演 

３日（土）午前 ９時１５分～ 開式 

  午前 ９時２０分～ 法話 

午前１０時～    相続講員物故者追弔会 兼 帰敬式受式物故者追弔会 

※３日の「相続講員物故者追弔会兼帰敬式受式者追弔会」への参拝は真宗本廟収骨（代行含む）を

申し込まれた方のみとさせていただきます（該当者には別途ご案内いたします）。 

     午後 １時２０分～ 法話 

午後 ２時～    聖徳太子千四百回御忌法要（逮夜） 

４日（日）午後 １時３０分～ 慶讃法要お待ち受け記念講演会・シンポジウム 

         記念講演・シンポジウムパネリスト：山極寿一氏（京都大学名誉教授） 

               シンポジウムパネリスト：小原克博氏、楠信生氏 

               コーディネーター：一樂眞氏（小松教区 宗圓寺） 

                              ※４日午前中は日曜講座を開催 

５日（月）午前１０時～    慶讃法要お待ち受け大会 

                       記念法話：池田勇諦氏（同朋大学名誉教授） 

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、日程が変更・中止となる場合があります。 

https://www.youtube.com/channel/UCLPB2H1qV_1BjH1KAVizZfA


小松教区教化テーマ「このままでよいのだろうか。～出遇おう、ほんとうのいのちに～」 

● 真宗本廟収骨代行を実施 

2月 16日（火）に教務所員が真宗本廟（東本願寺）へ上山し、

合計 22 体（小松教務所 17 体・大聖寺教務所 5 体）のご遺骨を収

骨させていただきました。次回の収骨代行は 3月 15 日（月）を予

定しております。今年度中（2021 年 6 月まで）は引き続き収骨代

行を実施いたしますので、有縁の方々にお知らせください。 

● 慶讃法要特設サイトの公開について 

このたび、慶讃法要に関する情報をまとめたホームページが開設されました。

サイトには、慶讃事業の概要、慶讃法要について、参拝について、慶讃テーマ

関連（テーマの願い、テーマリーフレット、テーマソング、テーマロゴダウン

ロード）などを掲載しており、現在は、すでに発行している「ポケットパンフ

レット」の情報を元に構成しています。 

今後、行事・催事が決まり次第、随時情報が更新されますので是非ご覧ください。   

● 法話を動画で配信しています 

東本願寺では、コロナ禍であっても法話にふれていただきたいという願いのも

と、2020年 4月 1日（水）より、「いま、あなたに届けたい法話」と題し、15

分ほどの「法話」を動画で配信しています。 

2021年 1月から、パートⅢの配信がスタートしています。ぜひご覧ください。 

● 東本願寺出版春のオンラインブックフェア について 

4月 1日から４月 30日まで、「東本願寺出版 春のオンラインブックフェア」が開催されます。 

① 期間中に合計 2,000円（税込）以上のお買い上げで、配送料無料でお送りします！ 

（対象：全書籍・教材※特別価格キャンペーン対象書籍を含みます） 

 【※30日のご注文は 14時まで】  

② 〈お待ち受け〉特別価格キャンペーン  

東本願寺出版発行の親鸞聖人に関する書籍など合計 30点程度を期間中 3回に分けて定価の半額の

特別価格で販売！この機会にぜひお買い求めください。※ｲﾝﾀｰﾈｯﾄからのご注文に限ります。 

期間：①4月 1日～10日、②4月 11日～20日、③4月 21日～30日 

※対象書籍は各期間で異なります。  

● 書道展示について 

吉岡義之氏（板津組・梯町）が書かれた書道展示を小松教務所で行います。期間は３月４日（木）

～３月１２日（金）までです。なお、土日祝日は教務所事務休止のため見学はできませんのでご承

知おきください。 



慶讃テーマ「南無阿弥陀仏 人と生まれたことの意味をたずねていこう」 

【粟津組】 中止   【苗代組】中止  【小松組】中止 

【板津組】 3/27（土）13：30～ 犬丸町公民館 講師：能邨勇樹氏 

【徳橋組】 中止  【北板津組】 中止  【十日講組】 中止   【九日講】未定 

小松教区 月間行事予定表 【２０２１年３月】 

 教区・常磐会館・教務所  本山・連区・関係団体・その他  

1 月 北板津組執行部会 10：00  

2 火   

3 水 教区会議員懇談会 15：30  

4 木 青少幼年教化部門会議 16：00 教化委員長会（WEB会議） 

5 金   

6 土 

大谷婦人会公開講座 13：30 
 講師 亀渕 卓 城端別院輪番 
粟津小会グループワーク［願成寺］ 14：00 

 

7 日 
日曜講座 9：30 
  講師 加藤 雅輝 氏（小松教区 遠慶寺） 

 

8 月 門徒教化部門会議 14：00  

9 火 北陸連区差別問題研修会実行委員会 14：00  

10 水 広報部門会議 14：00  

11 木   

12 金 

蓮如上人御忌法要兼十二日講 9:30  
  講師 加藤 彰敎 氏（小松教区 林西寺） 
組門徒会長会 十二日講終了後 

 

 

 

13 土 粟津組臨時総会 10：00  

14 日   

15 月 

真宗本廟収骨代行（本山へ上山） 

坊守会基礎学習会 ③ 13：30 

 講師 藤原 千佳子 氏（金沢教区 浄秀寺） 

 

16 火 真宗入門講座会議 15：30  

17 水 
秋安居 13：30 ～18日 
 講師 田代 俊孝 氏（仁愛大学学長） 

 

18 木 
秋安居 ～15：00 
 講師 田代 俊孝 氏（仁愛大学学長） 

 

19 金 小松小会グループワーク 14：00  

20 土   

21 日 
日曜講座 9：30 
   講師 塚谷 真樹 氏（小松教区 燈明寺） 

 

22 月 北板津組総会 10：00  

23 火 講師会学習会・常任委員会 15：00  

24 水 第９回地方協議会 15：30  

25 木 苗代小会グループワーク［願成寺］ 14：00  

26 金 教化本部会 15：00  

27 土   

28 日 粟津小会「真宗門徒講座」 13：30  

29 月 
ハンセン病問題学習会 14：00 

解放運動推進専門部会会議 16：00 
 

30 火 花まつり準備  

31 水 花まつり 10：00  

各組の 

お講など 

本山への収骨代行で教務所にお預けいた

だいた御遺骨を安置して、共に正信偈の

お勤めをいたします。

講題：人を生みだすはたらき

講題：「講」のあゆみ～宗門の歴史にたずねて～ 

※ 教務所では「法要・聞法会開催のための

ガイドライン」に基づき、新型コロナウイル

ス感染防止対策を徹底しております。 

※ 行事や会議等に参加・出席される場合は

必ずマスクを着用ください。 

講題：今 寺に身を置くものとして 

 

『愚禿鈔』講讃 ―教相判釈と真宗開顕

― 

※新型コロナウイルス感染症対策の

ため各支部 2名の参加です。 

※ 新型コロナウイルスの影響により、

急遽変更される場合があります。 

詳細は教務所または各主催団体

へお問い合せください。 

 

例年のパレード、食事の提供は中止します。


