
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～」 

蓮如上人 御文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    
 

●常磐会館報恩講を執行しました。 

９月３０日（金）に常磐会館報恩講が勤修され、４５名

の参拝がありました。昨年同様、新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、午前のみの日程や会館講堂の定員が５０

名程度であること等の規模縮小対応を余儀なくされ、本来

であれば多くの方と共に過ごしたい大切な報恩講にも関わらず、辛

い対応をとらねばなりませんでした。 

講師には相馬 豊 氏（金沢教区道因寺住職）にお越しいただき、

「人と生まれて、、、。」との講題でお話を頂きました。 

また、この度の報恩講執行にあたり、９月１２日（月）に、組門

徒会長の皆様にご協力をいただき仏具の「おみがき」を行い、当日

は、御俗姓を畑氏（小松教区声明会会長）が拝読いたしました。 

ご協力いただいた組門徒会長の皆様を始め、さまざまな方々のご

参拝をいただき、共に報恩講をお勤めすることが出来ました。心よ

り御礼申し上げます。（報告:小松教務所書記 兒玉義慧） 
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出仕の様子 

講師：相馬 豊 氏 

御俗姓拝読の様子 



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」 

●教区改編説明会を開催しました。 
来たる２０２３年７月１日の新教区「小松大聖寺

教区」発足に向けて、新教区準備委員会が開催さ

れ、新教区の教化事業や予算、新教区諸規則につい

て数多くの協議がなされています。 

９月５日（月）には教区内寺院を対象に、９月２

６日（月）には門徒（各組門徒会・同朋の会・推進

員連絡協議会・大谷婦人会の各代表者）を対象にそれ

ぞれ教区改編説明会を開催し、寺院対象[３０名]、門

徒対象[２９名]の参加がありました。 

説明会当日は、白城委員長より改編説明会の趣旨と

挨拶ののち、各小委員会（組織・教化・財務・将来構

想）主査より小委員会報告と質疑応答がなされ、様々

な意見交流がなされました。 

今後は新教区発足に向け、以下の日程で協議を進めてまいります。 

 

※上記の予定は変更となる場合があります。また、対象者には個別に案内いたします。 

●２０２２年度 小松教報発行について 
 このたび、２０２２年度小松教報を発行いたしました。今年度より下記の対象者へ「小

松教報」を同封いたしますのでご一読ください。 

 なお、送状はペーパーレスのため省略させていただきますので、ご承知おきください。 

１ 対象者 小松教区内寺院及び教区門徒会員 

年月 会議名称 協議内容 

2022年 10月 31日 第５回正副主査会 
説明会報告 

議案確認 

2022年 12月 8日 第６回正副主査会 議案最終確認 

2022年 12月 14日 第５回新教区準備委員会 新教区発足の議決 

2023年 1月 小松教区・大聖寺教区 教区会（別開催） 議決報告 

2023年 2月 小松教区・大聖寺教区 教区門徒会（別開催） 〃 

2023年 3月     

～4月 
【本山】宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要 

2023年 5月 小松教区・大聖寺教区 教区会（合同会） 新教区役職者の選定 

2023年 6月 小松教区・大聖寺教区 教区門徒会（合同会） 〃 

2023年 7月 1日 小松大聖寺教区発足  

2023年 7月 3日 小松大聖寺教務所（旧小松教務所）開所式  

〃 小松大聖寺教務支所（旧大聖寺教務所）開所式  

改編説明会の様子（門徒対象） 

 

改編説明会の様子（寺院対象） 



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～」 

《ライブ配信の内容》 

〇日中・逮夜法要(１１月２１日～２８日) 

〇御正忌報恩講讃仰法要(音楽法要)(１１月２１日・９時～) 

〇子ども報恩講のつどい（１１月２３日・１２時１５分～） 

〇御伝鈔拝読(１１月２５日・１６時３０分～) 

〇親鸞聖人讃仰講演会(１１月２６～２７日・１８時～ 

２８日１９時３０分～） 

 

 

《宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要期間》 

２０２３年３月２５日（土）から４月 ８日（土）【第１期法要】 

４月１５日（土）から４月２９日（土）【第２期法要】 

《宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要 教区団体参拝期間》 

２０２３年３月２８日（火）から４月６日（木）・４月２９日（土） 

 

 

 

 

●真宗本廟（東本願寺）御正忌報恩講インターネットライブ配信 
真宗本廟（東本願寺）では、今年も１１月２１日（月）から２８日（月）までの８日間

にわたり「報恩講」が勤まります。 

「報恩講」は、宗祖親鸞聖人の御祥月命日に勤まる法要で、真宗門徒にとって１年でも

っとも大切で中心となる仏事として毎年勤まっています。 

本年度もインターネットにてライブ配信されますので、是非ご覧ください。法要等の時

間になりましたら「東本願寺公式 YouTube チャンネル」（下記 QR コード）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●小松教区 真宗本廟（東本願寺）御正忌報恩講 団体参拝について 
例年１１月の真宗本廟御正忌報恩講の期間に併せて教区団体参拝を企画していましたが、

本年度（２０２２年度）は、来春の宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃

法要の教区団体参拝を実施する為、御正忌報恩講団体参拝はいたしませんのでご承知おき

ください。 

 なお、宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要期間と教区団体参拝日

は下記のとおりです。 

※慶讃法要教区団体参拝の詳細については各小会（班長）・各組門徒会役員等にお問合せ

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お詫びと訂正 

『教務所たより』１０月号の１頁に下記のとおり誤りがありました。 

（誤）２０２２年１０月号 NO.416 

（正）２０２２年１０月号 NO.417 

今号にてお詫びして訂正させていただきます。 

QRコード 



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 

・坊守就任研修会 11/10（木）～11/11（金） ［本山］ 

・全国門徒戸数調査委員会懇談会 11/16（水） ［本山］ 

 

 小松教区・大聖寺教区 月間行事予定表 【２０２２年１１月】 

  小松教区 大聖寺教区 

1 火   

2 水   

3 木 祝日 

4 金   

5 土   

6 日 
日曜講座 9：30 

 講師 上杉 彰子 氏 
 

7 月   

8 火   

9 水  

真宗聞法会 10：00 

 講師 佐野 明弘 氏（大聖寺教区 光闡坊） 

性差別継続学習会 14：00 

10 木 
推連協・同朋の会 秋の合同聞法会 9：00 

 講師 佐野 明弘 氏（大聖寺教区 光闡坊） 
 

11 金   

12 土 
十二日講 9：30 
講師 加藤 正現 氏（小松教区 勸正寺） 

 

13 日   

14 月  
靖国問題学習会 9：30 

是旃陀羅学習会 13：30 

15 火 将来構想小委員会 14：00 ［zoom］ 

16 水 
 

 
 

17 木  相続講金・慶讃懇志金お取扱い 9：00 

18 金  大谷婦人会加賀江沼支部役員会 10：00 

19 土   

20 日 
日曜講座 9：30 

講師 安本 知子 氏（小松教区 本光寺） 
 

21 月  

真宗入門講座 13：30 

講師 伊勢谷 功 氏（大聖寺教区 常願寺） 

第１組正副組長選挙 16：00～19：00 ［本善寺］ 

22 火   

23 水 祝日 

24 木  坊守会役員会 10：00 

25 金   

26 土   

27 日   

28 月 同朋の会御正忌報恩講団体参拝 ［本山］  

29 火 教化小委員会 14：00 ［小松教務所］ 

30 水   

※ コロナの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。 


