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● 社会教化研修会実施 
2月 20日(土)、27日(土)の 2回にわたって「社会教化研

修会～正信偈再考～道綽禅師」を開催しました。今回は初

めて、両日共に Web(Zoom)受講と来所受講の併修で開催し

ました。参加者は、20日は Web 11名・来所 14名、27日

は Web 7名、来所 11名でした。 

リモート研修は、講師は Web 中継で講義くださいますので交通費負担が発生しません。

直接お会いできない寂しさは勿論ありますが、遠方の講師からお話を頂くことに関しての

様々な負担が軽減される利点もあります。また、参加者が Web と来所で分散されますから、

新型コロナウイルス感染拡大防止に寄与する方法でもあります。 

まだまだ手探りの部分がありますが、今回は勤行の和讃を画面に表示したり、講義中に

会場の様子を表示しておくなどの工夫を行って実施しました。パソコン操作も何名かで分

担して操作技術の習得に努めました。 

コロナ禍での研修とその後も見据えた新しい研修会の選択肢の一つとして、丁寧に構築

していきたいと思います。            （報告：教区駐在教導 西山郷光） 
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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」 

 

● 蓮如上人御忌法要兼十二日講勤修 

3月 12日（金）、蓮如上人御忌法要兼十二日講が勤修されま

した。本年はコロナ感染拡大防止策として、出仕者は教区内役

職者に限ってご案内しました。出仕者 5 名、参拝者 66 名でし

た。 

例年であれば、女声合唱団「沙羅の花」の合唱がありまし

たが、今回はコロナ感染拡大防止のため、合唱は中止となりま

した。 

法話は、林西寺住職加藤彰教氏より『「講」のあゆみ～宗門

の歴史にたずねて～』との講題で、お話を頂戴しました。相

続講について詳細なレジュメを準備され、相続講の歴史など

をわかりやすくお話いただきました。     （報告：小松教務所書記 山本由惟） 

● 組門徒会活性化グループワーク開催 

２月以降、「相続講推進検討委員会」が企画した「組門徒会

活性化グループワーク」が各小会で開催され始めました。 

教区教化の根幹たる「お講」の減少危機が訴えられる昨今、

「小会」組織を活用して組門徒会員と地域寺院が集まり、相互

の積極的な意見交換を通じて、各小会なりの打開策を考えて頂

こうという取り組みです。 

そもそもグループワークは「正解が無い」あるいは「正解を

見出すことが難しい」事柄に対して用いられる手法の一つで、上述の目的達成に向けて参

加者全員が意見交換を行うこと自体に大きな意義がある取り組みです。 

このグループワークを通じて、各小会で「門徒と僧侶が積極的に意見を交わし合う場が

生まれる」ことが願われております。     （報告：教区駐在教導 西山郷光） 

 

 

 

Ｑ：相続講金の納め方を教えてください。 

Ａ：大半の在所では本山世話方が相続講金を取りまとめ、教務所に納めに来られます。し

かしながら、遠方等の理由により、教務所員が在所の公民館や道場に赴き、勤行や法

話の後、相続講金の収納、院号法名や収骨の手続きを行っている在所もあります。ま

た、他県にお住いのご門徒であれば、郵便振替を利用して納金されたり、個人で教務

所に直接納めに来られる方もいらっしゃいます。相続講金の受付や賞典の手続き等、

各在所の状況に応じて柔軟に対応させていただきますので、お気軽に教務所までご相

談ください。                

（文責：小松教務所主計 菴原憲行） 

 

お参りの様子 

グループワークの様子 
（粟津小会） 

講師 加藤彰教氏 
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● ２０２０年度本山経常費御依頼の収納状況について 
２０２０年度本山経常費御依頼（相続講金）は、各組門徒会のお世話方、寺院方をはじ

めとする教区内の皆さまのご尽力により、御依頼額63,508,000円に対し、62,058,406円

（収納率97.7％）［3/19現在］のご進納を賜っております。未だ先行きの見えないコロナ

禍の状況にありながら、相続講にご尽力いただき、厚く御礼申しあげます。教区完納まで

残り僅かでございますが、各組門徒会では門徒会が定めた目標額の72,000,000円を目指し

ておられます。引き続き、募財奨励にご協力いただきますようお願い申しあげます。 

● 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の収納状況について 
慶讃懇志金は、御依頼額43,644,000円に対し、28,759,555円（収納率65.8％）［3/19現

在］のご進納を賜っております。引き続き、募財奨励にご協力くださいますようお願い申

しあげます。（募財期間：2023年6月末まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蓮如上人が吉崎の地に坊舎を建立されて、今年で５５０年が経ちます。 

現代社会に生きる私たちが、親鸞聖人によって顕かにされた本願念仏の

教えに出遇えるのも、ここ吉崎の地で蓮如上人の計り知れないご苦労があ

ったからこそと言えましょう。 

人間存在を深く愛した人、蓮如さんが、今年も吉崎別院であなたを待っておられます。 

～吉崎別院法要案内より抜粋～ 

◇ 期 間 4月 23日（金）初夜      17:30頃 御影お腰延ばしの儀 

 4月 24日（土）～28日（水）  午前 10時～/午後 1時半～ 

 4月 29日（木）～5月 1日（土） 午前 10時～ 別院職員でお勤め 

 5月 2日（日）晨朝             7:00頃 御影お巻き納めの儀 

◇ 場 所 真宗大谷派 吉崎別院（福井県あわら市吉崎 1-301） 

※ 御影道中は一部の区間のみ行われ、基本は車移動となります。 

※ 入堂・入館時には感染対策（検温、消毒、マスク着用）をお願いし、

堂内は畳一畳につき一人として約 40 人を上限とします。これを超え

た場合、食堂及び２階仏間にて参詣となります。 

※ お斎、宿泊の準備はありません。 

◇ 問合せ 真宗大谷派吉崎別院☎0776-75-1904（9：00～16：30）まで 

＜小松教務所 事務休止のお知らせ＞ 

下記の期日は事務取扱を休止します。皆様方にはご理解の程お願い申しあげます。 

・４月３０日（金）    ※春の法要スクリーン上映（4/3）の代休 

【緊急連絡先】主 計（080-3394-6126） 

※ 電話が繋がらない時は、必ずメッセージを入れてください。 

吉崎別院  
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【粟津組】 中止    【苗代組】中止       【小松組】中止      【板津組】 未定 

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

小松教区 月間行事予定表 【２０２１年４月】 

 教区・常磐会館・教務所  本山・連区・関係団体・その他  

1 木 
本山春の法要 師徳奉讃法要 10：00 （ｽｸﾘｰﾝ上映） 

親鸞聖人御誕生記念講演 13：20 （ｽｸﾘｰﾝ上映） 

2 金 全戦没者追弔法会 10：10 （ｽｸﾘｰﾝ上映） 

3 土 
相続講員物故者追弔会 ９：15 （ｽｸﾘｰﾝ上映）※対象は過去 2年間に真宗本廟収骨をされた方のみです。 

聖徳太子千四百回御忌法要 13：20 （ｽｸﾘｰﾝ上映） 

4 日 

日曜講座 9：30 
   講師  松永 悠 氏（小松教区 長圓寺） 

慶讃法要お待ち受け記念講演会・シンポジウム 13：30 （ｽｸﾘｰﾝ上映） 

5 月 慶讃法要お待ち受け大会 13：30 （ｽｸﾘｰﾝ上映） 講師：池田勇諦氏 

6 火 社会教化部門会議 16：00  

7 水   

8 木 
広報部門編集会議 13：30 

門徒教化部門会議 14：00 
 

9 金  全国若坊守研修会 14：00 （WEB） 

10 土 
同朋の会・推進員連絡協議会合同春の聞法会  9：30  

講師 保木 悦雄小松教務所長 
 

11 日 粟津小会主催「真宗門徒講座」 13：30  

12 月 

十二日講 9:30  
  講師 林 拡 氏（小松教区 誓立寺） 
臨時教区門徒会 13：00 
臨時教区会・教区門徒会合同会 14：00 

 

 

 

13 火   

14 水 

小松・大聖寺教区合同差別問題研修会 
［大聖寺教務所］ 13：00 

講師 源 淳子 氏（世界人権問題研究センター研究員） 

 

15 木 小松班グループワーク 14：00  

16 金 
真宗本廟収骨代行(本山へ上山) 

大谷婦人会全国大会ライブ配信 13：00 

 

17 土   

18 日 
日曜講座 9：30 
   講師 中谷 寧 氏（小松教区 浄誓寺） 

 

19 月   

20 火  全国坊守研修会 14：00 （WEB） 

21 水   

22 木   

23 金 
徳橋組役員会 14：00 
真宗入門講座 19：00 

吉崎別院蓮如上人御忌法要（～5/2） 

 

24 土 いのプロ「たけのこ掘り」 13：00  

25 日 粟津小会主催「真宗門徒講座」 13：30  

26 月 真宗入門講座会議 15：30  

27 火 北陸連区差別問題研修会実行委員会 14：00  

28 水   

29 木   

30 金 事務休止（4/3の代休）  

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：四海の内みな兄弟とするなり 

～ともに悲しみともに生きる～

※ 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、コロナ感染防止対

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。 

テーマ：「浄土を願う」 

～経典・聖教に表された性差別問題～

※ 新型コロナウイルス感染症の影響に

より、変更の可能性があります。 

詳細は教務所または各主催団体へ

お問い合せください。 

 

各組の      

お講など 

講題：南無阿弥陀仏は未来を開く 

～コロナ禍を生き抜く力～ 


