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●寺族教化研修会「通夜・葬儀の心得と作法」が開催されました 
６月３日（金）１８：３０～２０：３０、寺族教化研

修会「通夜・葬儀の心得と作法」を、松浦教祐氏（金沢

教区安養寺住職、金沢教区准堂衆会会長）をご講師にお

迎えして開催し、参加人数は２２人でした。 

昨今、ご門徒より通夜・葬儀の簡素化を求める声が聞

かれるようになったことを受けて、あらためて通夜・葬

儀の心得と作法を学び、ご門徒に通夜・葬儀の大切さを

どのようにお伝えすればよいのかを学び、語り合うこと

を主眼においての開催でした。 

ご講義では「ひと昔前までは近所総出でみんなして、

ねんごろにお見送りをしたものです」と、葬儀式の伝統

が尻すぼみになっている現状を嘆かれ、また、蓮如上人

の葬儀時のご和讃を引き合いに出され、お念仏に出会える歓びを語ってくださいました。 

講義後は、参加者を三班に分けて座談を行い、座談報告をもとにまとめ講義をしていた

だきました。 (報告：寺族教化部門幹事 亀田 文哉) 
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２０２２年８月１日発行 

開所時間  

平日午前 9 時～午後 5時 

講師 松浦教祐氏 

座談の様子 



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」 

●いのちを育むプロジェクト「ほたる鑑賞」実施 
６月１７日（金）、いのちを育むプロジェクト「ほたる

鑑賞」を開催しました。午後６時半から教務所で勤行の

後、５月に植えた「いのプロ田んぼ」で稲の育成状況を見

学し、山口好正さんより稲の育成過程などお話しいただき

ました。その後、白山市鳥越小学校へ移動しホタル観賞を

行いました。現地では、南俣司郎さんよりホタルについて

の説明や注意事項をお話しいただき、皆で一緒にホタル観

賞をしました。子ども達はホタルを追いかけ、手に取った

り、虫かごに入れて観察したりそれぞれに楽しんでいまし

た。町の中では見ることが困難となってしまったホタルが

光りながら飛んでいる風景は何とも綺麗でした。 

（報告：青少幼年教化部門実行委員 青山 文夫） 

 

 

●２０２１年度 本山経常費御依頼完納御礼 
先月号でもお知らせしましたが、2021 年度本山経常費御依頼（相続講金）は、教区内の

皆さまのご尽力により、去る 2022 年 6 月 6 日に教区御依頼額 70,491,000 円に達し、教区

完納いたしました。相続講にご尽力いただき、ありがとうございました。改めて、御礼申

しあげます。 

【2021年度 相続講総収納額】73,912,616円（収納率 104.8％） 

 

 

 

●教務所での本山出版物(一部除く)取扱い終了(通知)【重要】 
 「教務所たより」（２０２２年１月号２頁）及び「教務所たより」（２０２２年２月号

３頁）にて通知のとおり、全国的に本山出版物を取扱う書店が拡大している状況や事務省

略化のため、２０２２年７月２８日（木）をもって教務所における本山出版物の販売・代

理注文・書籍お取り寄せが終了となりました。 

 ただし、真宗聖典・勤行本・真宗大谷派手帳・法語カレンダーに限り、教務所で頒布継

続をいたします。それ以外の書籍に関しましては、東本願寺出版の通販サイト（読みま専

科 TOMO ぶっく）やお手次寺院、下記書店を通じてご購入・お取り寄せくださいますようお

願い申しあげます。 

 

【本山出版物取扱い店（お近くの本屋）】 

◇明文堂書店 Komatsu店（小松市沖町 451 TEL：0761-23-4280） 

◇勝木書店 KaBoSイオンモール新小松店（小松市清六町 315 TEL：0761-23-2812） 

◇うつのみや小松城南店（小松市城南町 39-1 TEL：0761-23-2777） 

※能美市には東本願寺出版取扱い店はありません。 

 

勤行の様子 

「いのプロ田んぼ」での様子 

《完納組門徒会》徳橋組・北板津組・十日講組 
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●教区改編における説明会について 
去る６月１６日に第４回新教区準備委員会が開催され、新教区の教化事業や予算、教区

諸規則について協議がなされました。 

つきましては、教区内への改編説明会を下記のとおり開催いたしますので、是非ともご

参加くださいますようご案内申しあげます。 

【寺院対象説明会】 

◇日 時 ２０２２年９月５日（月）第２組組会に引き続き開催（組会は 15時開会） 

 ◇会 場 小松教務所（常磐会館） 

◇対 象 教区内寺院 

【門徒対象説明会】 

◇日 時 ２０２２年９月２６日（月）１５時から 

 ◇会 場 小松教務所（常磐会館） 

◇対 象 各組門徒会（5名以内）、同朋の会・推連協・婦人会の各代表者ほか 

※寺院説明会（9/5開催）に欠席された方の出席も可とします。 

 

●「院号法名」再授与及び年月日加筆礼金の取扱い変更について 
 ２０２２年７月１日より、相続講賞典「院号法名」の申請事務が下記のとおり変更とな

りましたので、ご報告いたします（下線部分が変更点）。 

変更前 

①相続講賞典「院号法名」の再授与   ３，０００円 

②相続講賞典「院号法名」の年月日加筆 ３，０００円 

※①②同時申請の場合は、礼金６，０００円が必要。 

 

変更後 

①相続講賞典「院号法名」の再授与   ３，０００円 

②相続講賞典「院号法名」の年月日加筆 ３，０００円 

※①②同時申請の場合は礼金３，０００円のみに変更。 

ただし、①②単独申請の場合はそれぞれ礼金３，０００円が必要。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜小松教務所 事務休止のお知らせ＞ 
下記の期日、教務所事務を休止とさせていただきます。 

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８月１５日（月）から８月１７日（水）まで 

【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・大聖寺教区 月間行事予定表 【２０２２年８月】 

  小松教区 大聖寺教区 

1 月 
暁天講座 5：45 

講師 法岡 敬人 氏（能登教区 清琳寺） 
靖国問題学習会 9：30 

2 火 
暁天講座 5：45 

講師 難波 教行 氏（教学研究所研究員） 
広報部門会議 9：30 

3 水 
 

暁天講座 5：40 

講師 佐々木 道範 氏（仙台教区 眞行寺） 

蓮如上人北國御退去法要 8：00［天崎記念碑］ 

両教区広報部門会議 10：00 ［小松教務所］ 

4 木 

推進員連絡協議会シリーズ講座 9：30 

 講師 西山 郷光 氏（小松教区駐在教導） 

坊守会役員会 13：30 

暁天講座 5：40 

講師 上田 麻衣 氏（サンライフ たきの里） 

5 金  

暁天講座 5：40 

講師 藤場 俊基 氏（金沢教区 常讃寺） 

真宗聞法会 10：00 

講師 佐野 明弘 氏（大聖寺教区 光闡坊） 

6 土   

7 日   

8 月  青少幼年教化部門会議 13：00 ［吉崎別院］ 

9 火 門徒総集会 9：30  

10 水  本山世話方大会 9：00 

11 木 祝日 

12 金 
十二日講 兼 全戦争犠牲者追弔法会 9：30 
講師 塚谷 真樹 氏（小松教区 燈明寺） 

 

13 土   

14 日   

15 月   

16 火   

17 水  性差別継続学習会 10：00 

18 木 十日講組総会 13：30[辰口福祉会館] 
真宗入門講座 13：30 

講師 伊勢谷 功 氏（大聖寺教区 常願寺） 

19 金 

大谷大学同窓会公開講演会 14：00 
講師 一楽 真 氏（大谷大学学長） 

大谷大学同窓会総会 16：00 

大谷大学同窓会公開講演会 14：00 
講師 一楽 真 氏（大谷大学学長） 

[ライブ中継] 

20 土  夏休み子どものつどい前日準備 15：00 

21 日  夏休み子どものつどい 13：00 ［吉崎別院］ 

22 月 
両教区解放運動推進部門会議 10：00[大聖寺教務所] 

 教区門徒戸数調査委員会 14：00 

23 火 
徳橋組総会 10：00 

教区門徒戸数調査委員会 14：00 

北陸連区坊守事前学習会 13：30 

講師 多賀 英樹 氏（大聖寺教区駐在教導） 

24 水 講師会総会 15：00 
大谷大学同窓会公開講演会 13：30 

講師 マイケル・コンウェイ氏（大谷大学教授） 

25 木 正副主査会（教区改編） 14：00 ［大聖寺教務所］ 

26 金 
真宗入門講座 19：00 

講師 滋野井 光 氏（小松教区 稱佛寺） 
是旃陀羅学習会 13：30 

27 土   

28 日   

29 月   

30 火   

31 水  第 1組組会 13：30 

8/13～8/17 まで小松教務所 

事務休止とさせていただきます。 

 

8/11～8/16 まで大聖寺教務所 

事務休止とさせていただきます。 

※ 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。 

※ 行事については、各教務所にお問い合

わせください。 


