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●内局巡回が開催されました。 
 １月１８日（火）、小松教務所にて内局巡回が

開催されました。本山より酒井 良参務、梯 宗 

総務部長、荒川 清和宗務改革推進本部次長の３

名が出席されました。 

 はじめに、内局挨拶と宗門の現況報告がなさ

れ、その後、行財政改革内局案についての質疑応

答がありました。質疑応答では「相続講制度の展

望」「交付金制度の存廃」「行財政改革のタイム

スケジュール」等、多岐にわたる質問や要望が出され、活発な議論となりました。 

 今後は全国２５教区で開催された内局巡回での意見を基に改革案の再検討がなされ、本

山での宗会を経て、再度内局巡回（９月頃予定）が行われる予定です。 

 なお、２月７日（月）には行財政改革に関する報告会が第２組主催で開催されました。 
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２０２２年３月１日発行 

開所時間  

平日午前 9 時～午後 5時 

写真右側から 酒井  良（参務） 

梯   宗（総務部長） 

       荒川 清和（組織部次長） 

 



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」 

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

 

●春の法要インターネットライブ配信のご案内 
真宗本廟（東本願寺）において、４月１日（金）から４日（月）まで下記の日程にて、

「春の法要」が勤まります。 

しかしながら、昨今の新型コロナウイルス感染症拡大に鑑み、真宗本廟

「春の法要小松教区団体参拝」は中止とさせていただきます。 

なお、法要期間中は、「真宗大谷派東本願寺【公式】YouTubeチャンネ

ル」（右記QRコード又は下記URL）にてインターネットライブ配信を行い

ますので、是非ご活用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東本願寺第２２代。現如（大谷光瑩）上人は、１８５２  

（嘉永５）年７月に第２１代嚴如上人の第５子として出生。 

１８６０（万延元）年１２月１２日に得度、法名は釋現如。 

１８７０（明治３）年、北海道に渡り道内の開拓を行う。 

１８７２（明治５）年には欧州を訪問し海外の政教を視察する。 

１８８９（明治２２）年１０月、東本願寺第２２代を継職。 

蛤御門の変によって焼失した両堂の再建に尽力し、１８９５ 

    （明治２８）年に落慶。教団や教学のさらなる近代的発展につと 

めた。１９２３（大正１２）年、７２歳で示寂。 

院号は荘厳光院。本年の２０２２年は百回忌にあたる。 

【真宗本廟（東本願寺）春の法要 日程】 

４月１日（金）午前１０時～    師徳奉讃法要 [阿弥陀堂] 

       午後 １時２０分～ 親鸞聖人御誕生会 [御影堂] 

記念講演  

講師：門脇 健 氏（大谷大学名誉教授） 

       午後 １時４５分～ 慶讃テーマソング披露 

      午後 ２時～    音楽法要 

２日（土）午前１０時～     全戦没者追弔法会 [御影堂] 

      午前１０時２０分～ 法要 

      午前１１時３０分～ 記念講演 

                講師：牛島 貞満 氏（元小学校教諭） 

      午後 ２時～    シンポジウム [しんらん交流館大谷ホール] 

３日（日）午前１１時～    相続講員物故者追弔会 兼 帰敬式受式物故者追弔会 

      午後 ２時～    現如上人百回忌法要逮夜 [御影堂] 

４日（月）午前１０時～    現如上人百回忌法要日中 [御影堂] 

※新型コロナウイルスの感染状況に応じて配信内容を変更する場合があります。 

  最新情報は、宗派ホームページをご確認ください。 

 

現 如 上 人
げんにょしょうにん

 

（1852年～1923年） 

https://www.youtube.com/channel/UCLPB2H1qV_1BjH1KAVizZfA
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● ２０２１年度本山経常費御依頼の収納報告について 
２０２１年度本山経常費御依頼（相続講金）は、御依頼額70,491,000円に対し、

49,543,688円（収納率：70.2％）［2/14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。 

教区完納に向け、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。 

 

● ペーパーレス化の取り組みについて 
小松教務所では、紙資源とコストの削減を目的とするペーパーレス（書類や披露状を手

交する際の封筒廃止など）に取り組んでおります。その他にも随時、様々な取り組みを進

めてまいりますので、何卒ご理解くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天保年間（１８３０年頃）に蓮如上人から御消息１通が小松教区（加州能美郡、町在十

二日講中）へ下がり、明治十八年に相続講が始められると、小松教区９つの組御講に双座

の御影（教如・厳如）が下がり、十二日講へは十字名号（帰命尽十方無碍光如来）が、現

如上人より下付された。この十字名号を本尊とし、御消息の導きによって始まったお参り

が十二日講である。 

戦前までは、本光寺・淨誓寺・本覺寺・勸歸寺・勝光寺・本蓮寺・稱名寺・西照寺を毎

月の会場に巡回し、お厨子に納められた本尊を祖師前に安置してお参りが続けられた。当

時は、小松教区の９つの組御講を総合した大御講で、本山世話方を始め住職・門徒がこぞ

って参詣された。 

しかし、戦後の混乱期になり、お斎の世話が困難になったり、参詣者の希望等により、

戦後は毎月教務所で行われるようになった。『小松教報』（昭和６０年３月発行） 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大状況により、各組お講が急遽中止・延期になる場合があり

ますので、３月に開催予定である各組お講の詳細等については、各組門徒会（組門徒会長

もしくは組役員）にお尋ねくださいますようお願い申しあげます。 

＜小松教務所 事務休止のお知らせ＞ 
下記の期日、教務所事務を休止します。 

ご不便をお掛けしますが、ご理解の程お願い申し上げます。 

・２０２２年３月２４日（木）  

【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 
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小松教区 月間行事予定表 【２０２２年３月】 

 教区・常磐会館・教務所 本山・連区・関係団体・その他  

1 火 郡中学舎 13：30 北陸連区教誨師研修会 14：00[福井別院] 

2 水   

3 木 

秋安居 13：00（～４日 15：00 まで） 

 講師 延塚 知道 氏 

（本講講者・講師・大谷大学名誉教授） 

 

4 金   

5 土  

大谷婦人会公開講座 13：30 

 講師 三島 清圓 氏（岐阜高山教区 西念寺） 

 ※サテライト会場あり。 

6 日 
日曜講座 9：30 
講師 佐竹 融 氏（小松教区 光玄寺） 

 

7 月 教化本部会 14：00 仏教青年会報恩講 14：00 

8 火 門徒戸数調査委員会 15：00  

9 水  金沢公開講座 13：30[金沢東別院] 

10 木 第５回将来構想小委員会 15：00  

11 金 
両教区青少幼年教化部門懇談会 

[大聖寺教務所] 14：00 
 

12 土 
蓮如上人御忌法要 兼 十二日講 9:30  
講師 塚谷 真樹 氏（小松教区 燈明寺） 

 

 

 

13 日   

14 月 新任世話方研修会 14：00  

15 火 真宗本廟収骨代行日[本山] 
両教区同朋の会・講師会懇談会 10：00 

大谷婦人会「すみれ会」 13：00 

16 水  両教区坊守会懇談会 14：00 [大聖寺教務所] 

17 木  両教区推進員懇談会 13：30 

18 金 青少幼年教化部門会議 15：00 講師会学習会 15：00 

19 土   

20 日 
日曜講座 9：30 
講師 田中 昭徳 氏（小松教区 淨昭寺） 

 

21 月 祝日  

22 火  
真宗門徒講座 九日講前期➀ 13：30 [松岡寺] 

 講師 加藤 彰教 氏（小松教区 林西寺） 

23 水  
坊守会基礎学習会Ⅲ 13：30 

 講師 柿原 勧 氏（小松教区 寳海寺） 

24 木 事務休止日  

25 金 
真宗入門講座 19：00 
講師 滋野井 光 氏（小松教区 稱佛寺） 

 

26 土  
春の合同聞法会 9：00 

 講師 佐野 明弘 氏（大聖寺教区 光闡坊） 

27 日   

28 月   

29 火 第５回財務小委員会 14：00  

30 水 教区花まつり事前準備 14：00  

31 木 教区花まつり 10：30  

講題：「仏法聞き難し」 

※ 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、コロナウイルス感染防止対策

を徹底しております。 

※ 感染状況によっては、延期・中止等の判断も

あり得ますので、各主催者・団体にご確認をお

願いします。 

講題：「大無量寿経」講讃  

－宗祖の視点で下巻を読む－ 


