
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～」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

８月４日の豪雨によりまして、被害を受けられましたご寺院・ご門徒・地域の皆様には

心よりお見舞いを申しあげます。現時点での被害の把握状況と対応をご報告します。 

まず寺院については、浸水被害の報告があった寺院は５カ寺、その他に雨漏りの報告が

数カ寺ありました。そのうち本堂の床上浸水は１カ寺、床下浸水４カ寺です。庫裡の床上

浸水は２カ寺、床下浸水は２カ寺です。特に被害の大きい中海町亮光寺は１ｍを超える浸

水でしたが、ご家族は無事で２階の本堂は浸水を免れました。しかし、１階・庫裡・境内

は泥のかき出しや家財の撤去が必要で、教区仏教青年会や教区関係者の方々などが清掃・

搬出作業にあたっていただいています。 

 ご門徒の状況については、被害が大きい町は中海町・古府町・麦口町・上麦口町・中ノ 

峠町などで、他にも広範囲に被害が及んでいます。特に被害の大きい町には東本願寺から 

のお見舞いのタオルを届けています。まだ教務所にお見舞いタオルは在庫があり、必要な 

方にはお渡しできますのでお申し出ください。 

本山から宗派見舞金５０万円、金沢教区から３０万円、大聖寺教区から１５万円の見舞

金をいただいています。また、教区として義援金の勧募は行いませんので、市や行政の義

援金・支援活動にご協力ください。 

なお、教区では災害対策救援本部を開催して被災状況の把握等を行い、また、教区共済

規程に基づいて、教区共済から被災寺院への見舞金等を協議しています。 

今後も教区の皆様方には、くれぐれも災害に対しての備えを十分にしてお過ごしいただ

きますようお願い申しあげます。 
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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」 

 

 
●小松教区 郡中御影報恩講が勤修されました。 

７月２３日（土）、「郡中御影報恩講」が勤修

されました。本年も昨年に引き続き新型コロナウ

イルス感染症拡大防止のため規模縮小で勤められ

ました。 

７時に勸歸寺で晨朝をお勤めした後、宗祖親鸞

聖人と第１１代顕如上人の御影をお駕籠に納め

「郡中御影道中」が出発しました。 

会所寺院の本覺寺に御影が奉掛されると、本堂

にて法要が勤まりました。報恩講のお勤めの後、

相続講員物故者追弔法会が勤まりました。法要の

後、３つの組門徒会へ組門徒会功労感謝状が贈ら

れ、また組門徒会員功労者として３名の方に表彰

状が授与されました。その後、楠 信生 師（北海道教区幸福寺）より『報恩と慶讃の心』

との講題でご法話を頂きました。 

来年こそはコロナ前のように盛大に報恩講を勤修できることを願っております。 

（報告：書記 兒玉義慧） 

●小松教区 暁天講座が開催されました。 
本年度の暁天講座は、Web 会議システム「Zoom」を用い

て中継開催する形式で、８月１日(月)と２日(火)の２日間

に亘って開催されました。 

1日は法岡 敬人 師（能登教区清琳寺）、２日は難波 教

行 師（教学研究所研究員）にお話をいただきました。 

法岡さんはご自身が勤めておられる児童福祉施設で出会

われた方の印象的なエピソードを紹介され、教え(救い)を

求める人の思いを語られました。難波さんは、ご自身が７

歳のころから患った「神経難病ジストニア」をご縁として

出会われた真宗とご自身の人生について語られました。 

本年度の中継開催にあたっては教区教化委員会から第２

組にご依頼し、小会事業として、粟津・北板津・十日講・

九日講の４つの小会でお受けいただきました。また大聖寺

教務所でも中継開催され、本会場である小松教務所をいれ

て全６会場で同時開催されました。 

全ての会場を合わせると、両日とも１００名前後の方が

聴聞され、コロナ前の参加規模に戻ったような印象です。 

様々な地域の方が最寄りの会場で聴聞され、それぞれの

場所で感想が語り合われるような暁天講座となったのでは

ないかと思います。 （報告：教区駐在教導 西山郷光） 

郡中御影道中の様子 

郡中御影報恩講の様子 

8/1 講師 法岡 敬人 師 

本会場の様子(30 名ほどが聴聞) 

8/2 講師 難波 教行 師 



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～」 

 

 

●２０２２年度 本山経常費御依頼について 
２０２２年度本山経常費御依頼（相続講金）について、去る８月９日（火）に開催さ

れた「門徒総集会」において、８つの組門徒会へ下記のとおり御依頼させていただきま

した。各組門徒会お世話方をはじめ、教区内各位におかれましては、前年度に引き続き

相続講へのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申しあげます。  

 

 

 
 
 
●聞法会や研修会、諸会議におけるお茶の提供について 

小松教務所（常磐会館）で開催される聞法会や研修会、諸会議へのお茶の提供につい

て、用意しても利用者が少なく廃棄せざるを得ない状況が続いていることから、２０２

２年８月３１日をもって原則、お茶の提供を終了させていただきます。教務所（会館）

を利用される皆様におかれましては、何卒事情をご理解いただき、飲み物を持参するな

ど各自ご対応くださいますようお願いします。 

なお、相続講の納金や申請に来所される方には、従来通りお茶を提供いたします。 

 

●『教報』配布対象の変更について 
 昨年度までは各組門徒会の重世話方にも教報を配布しておりましたが、今年度より 

配布対象を各組門徒会より２名ずつ選定されている教区門徒会員までといたしますので

ご承知おきください。 

 

●法語用垂幕の調整について 
 各お講や研修会で使用する垂幕（講題・講師名等）を教務所で調製いたします。希望

される場合は使用する期日の２週間前までに教務所までご連絡ください。 

なお、垂幕は法話用に限ります。 

 

●教務所コピー機・印刷機の使用代金について 
 各門徒会の資料印刷等で教務所のコピー機・印刷機を使用された際の代金について、

今年度より下記のとおりご負担くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

２０２２年度 本山経常費御依頼額 金７４，３８０，０００円 

組門徒会総御依頼額 金７４，４００，０００円 

各組門徒会御依頼額  金９，３００，０００円 

◆コピー機 

《白黒・２色コピー》用紙使用：１枚１０円、紙持込：１枚５円 

《カラーコピー》  用紙使用：１枚５０円、紙持込：１枚４０円 

◆印刷機 

用紙使用：１枚５円、紙持込：１枚３円 

※両面印刷は１枚で２枚分の使用代金とする。 

 



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」 

本山・連区・その他の月間行事予定 

・北陸連区坊守研修会 9/7（水）～9/8（木）［雨晴温泉 磯はなび］ 

・北陸連区ソフトボール大会 9/8（木）12：30 ［專光寺ソフトボール場］ 

 

 小松教区・大聖寺教区 月間行事予定表 【２０２２年９月】 

  小松教区 大聖寺教区 
1 木 教区帰敬式事前準備 13：30  

2 金 教区帰敬式 9：00  

3 土 
いのプロ「稲刈り」 13：30  

［圓光寺・いのプロ田んぼ］ 
 

4 日 
日曜講座 9：30 

 講師 佐々木 祐 氏（小松教区 稱名寺） 
 

5 月 第２組組会 15：00 靖国問題学習会 13：30 

6 火   

7 水 
差別問題学習会 13：30 ［大聖寺教務所］ 

講師 安藤 泰至 氏 

8 木 
 

真宗聞法会 10：00 

 講師 佐野 明弘 氏（大聖寺教区 光闡坊） 

両教区解放運動推進部門会議 14：00 

9 金 
大谷婦人会報恩講 10：30 

 講師 早嵜 和典 氏（長浜教区 要誓寺） 
 

10 土   

11 日   

12 月 

十二日講 9：30 
講師 横山 英昭 氏（小松教区 願舩寺） 

組門徒会長会 11：30 
性差別継続学習会 13：30 

13 火 両教区坊守会懇談会 13：30 ［大聖寺教務所］ 

14 水 
講師会研修会 13：00 

 講師 黒田 進 氏（長浜教区 満立寺） 
 

15 木  是旃陀羅学習会 13：30 

16 金 真宗本廟収骨代行日 ［本山］ 

17 土   

18 日 
日曜講座 9：30 

 講師 廣島 伸治 氏（小松教区 專照寺） 

示談講 13：30 

 講師 和楽 賢章 氏（小松教区 行善寺） 

19 月 祝日 

20 火 第２組教化体制懇談会 15：00 
真宗入門講座 13：30 

講師 伊勢谷 功 氏（大聖寺教区 常願寺） 

21 水   

22 木 
真宗入門講座 19：00 

講師 滋野井 光 氏（小松教区 稱佛寺） 
 

23 金 祝日 

24 土   

25 日   

26 月 
両教区大谷婦人会懇談会 10：00 ［小松教務所］ 

教区改編説明会（※門徒対象） 13：30  

27 火  
世話方講習会兼教区改編説明会 13：30 

本山世話方理事会 15：30 

28 水   

29 木   

30 金 
常磐会館報恩講 9：30 

 講師 相馬 豊 氏（金沢教区 道因寺） 
 

※ 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。 


