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● 秋安居を開催 
3 月 17 日(水)13 時～18 時半まで、そして翌 18 日 8 時半～15 時

までの 2日間の日程で秋安居が開催されました。17人が聴講し、感

染防止対策として検温や休憩を取り入れて換気を行うなど工夫しな

がら日程を進めました。講義は、田代俊孝先生が著書「『愚禿鈔』

講讃―教相判釈と真宗開顕―」にもとづいてお話くださいました。 

「親鸞聖人が『愚禿鈔』を書かれたのはいつ頃か」について、従来は吉水の法然門下の時代に

「浄土真宗の教えの概観を表したもの」と考えられていましたが、先生は「流罪以後の時代、『教

行信証』撰述までの間」に書かれたものと見ておられ、また内容的には「教相と三心の真仮につい

て、仮の方便から真実へ、仮宗から真宗への転入が述べられている」とお話しされました。つまり、

「第 20願 自力の念仏が立てられ、要真弘三願に転入する歩みになっている内容です」と懇切に説明

くださいました。 （報告：寺族教化部門実行委員 翫千亜紀） 

● 花まつりを開催 
3月 31日(水)、花まつりが開催されました。今回は新型コロナウイ

ルス感染症拡大防止のため、白象パレードや昼食の提供がなかったの

で、午前中のみの開催となりました。勤行、所長挨拶、献花のあと、

みんなで潅仏をし、長崎正信さん（真入寺住職）より法話を頂戴し、

いのちの大切さをお話いただきました。その後、おしゃかさまの誕生の紙芝居をもとにした〇×ゲ

ームやしんぶんじゃんけんをして遊びました。参加人数は少なかったですが、楽しそうに遊んでい

る子どもたちの姿が印象的でした。 （報告：小松教務所書記 山本由惟） 
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講師：田代俊孝氏 
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● ２０２０年度本山経常費御依頼の教区完納について 

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、去る2021年4月2日に教区御依頼額63,508,000円に達

し、教区完納いたしました。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。現在の収納状況は御依頼額に対し、65,633,606円（収納率103.3％）

［4/19現在］のご進納を賜っております。各組門徒会では門徒会が定めた目標額の

72,000,000円を目標に募財されていることからも、引き続き、相続講奨励にご協力いただ

きますようお願いします。 

● 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、31,462,224円（収納率72％）［4/19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） 

● 教区改編に向け、新たな歩み出し！！ 
このたび、3月 24日(水)小松教務所にお

いて第 9 回地方協議会が開催され、教区改

編の合意がなされました。地方協議会の合

意を受け、去る 4月 12日（小松教区）と 13

日（大聖寺教区）に、それぞれの教区にお

いて、臨時教区会・教区門徒会が開催さ

れ、合意事項が議決されました。 

今後は 2023 年 7 月の新教区発足に向け

て、新教区準備委員会が設置され、教化事

業や予算、教区諸規則等について、より具

体的な議論がなされる予定です。なお、教

区改編についての詳細は別途お知らせいた

します。 

● 小松教区ホームページがリニューアル！ 
このたび、小松教区ホームページがリニューアルさ

れました！和風で親しみやすい色使いで、携帯など画

面サイズが小さいものでも見やすいレイアウトになっ

ています。さまざまな行事予定やお知らせを随時掲載

し、申込みが必要な講座は、ホームページからも受け

付けできるようになります。 

随時更新していきますので、気づいた点や要望等あ

りましたら、ドシドシお寄せください！ 

※紙面の関係上、「知っているようで知らない相続講」はお休みさせていただきます。 

 

写真上段左より）保木教務所長、錦組織部長 

西田前教区門徒会長、髙村大聖寺教区前教区門

徒会長、 

写真下段左より）藤井参務、中央改編委員会青木

副委員長、能邨教区会議長、山本大聖寺教区会

議長 

3/24の様子 

 

小松教務所 
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● 各組門徒会並びに教区門徒会役職決まる！ 
このたび、教区門徒会員の任期満了に伴い、4 月 12 日小松教務所において、教区門徒会

臨時会が招集され、教区門徒会長には清丸亮一氏（苗代組・沢町）、副会長には飴野一郎

氏（九日講組・別宮町）、参議会議員として中田郁夫氏（苗代組・長谷町）が選出されま

した。なお、教区門徒会は、下枠の方々に、中田郁夫氏、山口好正氏（同朋の会会長）、

田川進氏（推進員連絡協議会会長）の３名を加えた１８名で構成されます。 

（教区門徒会員 任期：2021年 4月 1日～2024年 3月 31日） 

 
＜参議会議員＞（任期：2021年5月1日～2024年4月30日）〈教区監事〉（任期：教区門徒会員と同じ） 

 

      
        

組 氏名 各組役職 教区役職  組 氏名 各組役職 教区役職 

粟津組 阿戸 隆一 会長 教区門徒会員・常任委員  徳橋組 中川 武 会長 教区門徒会員・常任委員 

義本秀太郎 副会長 教区門徒会員   林 正博 副会長 教区門徒会員 

中橋 透一 副会長    多保田清満 副会長  

田端 利明 会計    水村太佳明 会計  

苗代組 清丸 亮一 会長 門徒会長  北板津組 田中 庄治 会長 教区門徒会常任委員補充員 

城下 義男 副会長    佐宗 昭夫 副会長 教区門徒会員 

梅林 靖一 副会長    池田 行夫 副会長  

織田 弘 会計    大島 信之 会計  

小松組 安田 雅則 会長 教区門徒会員・常任委員  十日講組 喜多 昭一 会長 教区門徒会常任委員補充員 

北村 稔 副会長 教区門徒会員   山西 孝紀 副会長 教区門徒会員 

竹田外喜男 副会長    西野 省吾 副会長  

大西 淑夫 会計    新田 芳夫 会計  

板津組 笹木 勉 会長 教区門徒会員・常任委員  九日講組 飴野 一郎 会長 副会長 

枡田 光彦 副会長・会計 教区門徒会員   橋本 憲勝 副会長 教区門徒会員 

山本外茂夫 副会長    水上 徹 副会長  

石田 勉 副会長    宮下 正芳 会計  

氏名 所属   氏名 所属 

中田 郁夫 苗代組   田中 勲 十日講組 

 

写真下段左より 中田（参議会）・清丸（苗代）・飴野（九日講）・中川（徳橋） 

写真上段左より 笹木（板津）・安田（小松）・田中（北板津）・喜多（十日講）・阿戸（粟津） 
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【粟 津 組】お休み 【苗 代 組】中止  【小 松 組】中止  【板 津 組】中止 

【徳 橋 組】中止  【北板津組】中止   

【十日講組】5/21（金）9：30～ 寳海寺 講師：加藤彰教氏（新旧役員合同） 

 

小松教区 月間行事予定表 【２０２１年５月】 

 教区・常磐会館・教務所  本山・連区・関係団体・その他  

1 土   

2 日 
日曜講座 9：30 
   講師 面 俊 氏（小松教区 本覺寺） 

 

3 月   

4 火 いのプロ「稲刈り」 13：30  

5 水 いのプロ「稲刈り」 13：30（予備日）  

6 木   

7 金 
坊守会編集会議 13：30 

小松小会グループワーク③ 15：00 
 

8 土   

9 日   

10 月 ハンセン病問題学習会 14：00   

11 火  教誨師・篤志面接委員研修会（WEB） 

12 水 

十二日講 9:30  
  講師 西山 郷光 氏（小松教区駐在教導） 
組門徒会長会 11：30 

女声合唱団「沙羅の花」練習 ［本覺寺］ 9：00 

 

 

13 木 
収骨代行（本山へ上山） 

同朋の会講師会常任委員会 15：00 
 

14 金  北陸連区所長・次長・主計会（WEB） 10：30 

15 土   

16 日 
日曜講座 9：30 
   講師 前川 賢真 氏（小松教区 金福寺） 

 

17 月 
新任世話方研修会① 14：00 

【粟津・苗代・北板津・九日講】 
 

18 火 
新任世話方研修会② 14：00 

【小松・徳橋・板津・十日講】 
 

19 水 寺族教化部門会議 15：00  

20 木   

21 金 
推進員連絡協議会理事会 13：30 

青少幼年教化部門会議 15：30 

十日講組門徒会研修［寳海寺］ 9：30 

 

22 土   

23 日   

24 月 
坊守会・大谷婦人会合同改編説明会 13：30 

坊守会役員会 15：00 
 

25 火 門徒教化部門会議 14：00  

26 水  女声合唱団「沙羅の花」練習［本覺寺］ 9：00 

27 木 北陸連区差別問題研修会 13：30（WEB）  

28 金 真宗入門講座② 19：00  

29 土   

30 日   

31 月   

各組の 

お講など 

講題 ： 人生思うがまま 

～大慈悲は仏道の正因なる～

※ 「法要・聞法会開催のためのガイドライン」

に基づき、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。 

※ 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。 

＜小松教務所 事務休止のお知らせ＞ 

下記の期間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２９日（木）～５月５日（水）   

【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。 

 

 

 


