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岐阜高山教区慶讃法要お待ち受け大会について 

（２０２２/１０/１６） 
教区慶讃法要お待ち受け大会の概要をお知らせいたします。大会には各寺院から代表として 1名に

ご出席いただくことを予定しております。詳細については「岐阜高山教区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お待ち受け大会の開催について（ご案内）（岐高教発第９３号）」をご確

認くださいますようお願いいたします。 

記 

【期 日】  ２０２２年１０月１６日（日）１４時から１６時３０分まで 

【対 象】  各寺寺族から代表１名 

同朋の会推進員連絡協議会各組代表（岐阜地区） 

真宗同朋の会役員・支部長（高山地区） 

組門徒会長・教区門徒会員 

坊守会高山支部正副支部長・各組代表 

坊守会岐阜支部各組会長 

【会 場】  岐阜別院（岐阜市大門町１） 

【サテライト】  上記対象以外の方を対象に岐阜高山教区同朋会館 1階講堂及び高山 

別院にサテライト会場を設ける予定です。 

【日 程】  1３：００～１４：００  受付 

１４：００～１４：３０  開会式・勤行（同朋唱和）・新門、内局挨拶 

１４：３０～１４：４５  呼びかけ（教区重点施策について） 

１４：４５～１５：００  休憩 １５分 

１５：００～１６：１５  記念講演 ７５分 梶原 敬一氏 

１６：１５～１６：３０  閉会式 

【会 場】  念珠、勤行本をご持参ください。 

【その他】  各寺寺族代表として１名にご出席を賜りますようお願いいたします。 

        各寺寺族代表の方は組長様まで大会の出欠の報告をお願いいたします。 

        各団体対象者の方は岐阜高山教務所までご連絡ください。 
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今月のテレホン法話 

テーマ 

いのちの出会い「真実の声を」 

℡（058）265-0033 

9月１日～末日 

堀  亮運 氏 

（第１組 法運寺） 
 

寺院・教会の規則変更について  
「男女共同参画実施計画」に基づき、女性の住

職就任に向けた環境整備として、寺院規則にお

ける住職就任規定中「男子たる」の削除をお願い

します。また、併せて「真宗大谷派の寺院・教会

の宗教法人規則（準則）」における総代の欠格事

項に係る条文が「宗教法人法に定める役員の欠

格に関する規定は、総代にも準用してこれを適

用する」に変更されておりますので、機会があっ

た際には規則変更を行ってください。 
 

岐阜支部坊守会真宗女性のつどい 

  このたび、坊守とご門徒の方々が共に学び合

える場となることを願い、下記のとおり「真宗女

性の集い」を開催いたします。当日はコロナウイ

ルス感染症対策を講じた上で開催いたしますの

で、奮ってご参加のほどよろしくお願いいたしま

す。 

日 時 2022年 9月 12日（月） 

午後 1時～午後 3時 30分 

会 場 岐阜高山教区同朋会館講堂 

     ※高山教務支所でリモート聴講が可能です。 

講 師 尾畑 文正 氏 
（三重教区員弁組泉稱寺前住職、元同朋大学学長） 

講 題 「風立ちぬ、いざ生きめやも 

―死者たちから手渡されたもの―」  

日 程 12：30 受付   15：20 質疑応答 

13：00 開会式   15：30 閉会式 

13：30 講義Ⅰ（50分） 

14：20 休憩  

14：30 講義Ⅱ（50分） 

申 込 参加希望の方は、岐阜高山教務所また

は高山教務支所までお申込みください。 
 

敬 弔 

ご生前のご遺徳を偲び、 

謹んで哀悼の意を表します。 

第１５組 養泉寺 

 名畑 久美子 様 ８月４日命終 

 

９月の主な行事 
1日（木）〔13時半〕益田組巡回 

〔19時〕第 2組秋季大集会 

2日（金）〔16時 10分〕第 1組巡回 

3日（土）〔13時半〕第 11組巡回 

〔16時〕第 10組巡回 

5日（月）〔13時半〕サラナン 

〔14時〕全飛組門徒会研修 

6日（火）〔14時〕育成部会岐 

〔15時〕第 15組門徒会巡回 

7日（水）〔14時〕解放推進協議会常任 WEB 

8日（木）〔13時 30分〕第 2組門徒会巡回 

9日（金）〔14時〕第 8組巡回 

10日（土）〔13時 50分〕第 9組巡回 

11日（日）〔13時〕清見組巡回 

〔16時 30分〕荘白川組巡回 

12日（月）〔13時〕岐阜支部坊守会真宗女性のつどい WEB 

13日（火）〔14時〕岐阜地区解放推進協議会輪読学習会 

〔19時〕教化学研修室学習会岐 

14日（水）〔13時 30分〕高山地区解放推進協議会輪読会 

〔13時 50分〕第 1組門徒会巡回 

15日（木）〔13時 30分〕吉城組巡回 

16日（金）〔14時〕出版委員会岐 

17日（土）〔14時 30分〕朝日高根組巡回 

20日（火）〔14時〕第 4組門徒会巡回 

〔14時 15分〕第 5組巡回 

〔18時 30分〕仏教公開講座岐 

21日（水）〔13時 30分〕サラナン 

26日（月）〔16時〕准堂衆会総会 

27日（月）〔13時 30分〕高山支部坊守研修会 WEB 

〔14時〕児連会議岐 

29日（木）〔19時〕教化研究所定例高 
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2022 年度経常費御依頼完納期日について 
教区会・教区門徒会を経て、本山経常費御依頼をお願いさせていただきました。２０２２年度経常費

について、何卒ご完納賜りますようご理解とご協力をお願いいたします。なお、各完納期日は以下のと

おりです。 

・早期完納は、２０２２年９月３０日（金）まで  

・年末完納は、２０２３年１月２０日（金）まで  

・年度末完納は、２０２３年６月３０日（金）まで 

 ※現在、教区財務委員会で完納記念品の見直しが協議されております。現状の記念品について評

判やご要望がありましたら、岐阜高山教務所までお知らせください。 
 
 

ひだご坊子ども作品展の募集について 
 高山別院では、毎年１１月の報恩講に合わせて子ども作品展を開催しています。本堂内の壁を埋め

尽くすように飾られる子どもたちの作品は、多くの方々を魅了しています。是非ご参加のご検討よろし

くお願いします。 

 詳細については飛騨御坊 HPまたは下記QRコードにて要項をご確認ください。 

 

【ひだご坊子ども作品展 要項QRコード】→ 

 

 

仏教公開講座のご案内（９/20） 
このたび第 206回（9月）仏教公開講座を開催いたします。 

多くの有縁の同朋と共に、仏法聴聞の場に出遇っていただきますようご案内申し上げます。 

記 

日 時 ９月２０日（火）午後６時３０分から 

講 師 佐野 明弘 氏（光闡坊住持） 

講 題 如来よりたまわりたる信心 

会 場 岐阜別院本堂 

聴講料 当日券（500円） 
 
 

高山支部坊守会主催研修会 
今年度の「坊守研修会」を下記のとおり開催いたします。 

皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください！ 

記 

日 時 2022年 9月 27日（火）13時 30分～15時 30分 

会 場 高山教務支所 2階研修室※岐阜高山教務所にてリモート聴講が可能です。 

講 師 梶井 壽雅子 氏（大垣教区第 7組 蓮德寺坊守） 

講 題 「仏花の立て方」 

申 込 別紙案内をご参照ください。 

持ち物 念珠・勤行集・真宗聖典・筆記用具・マスク・花切ハサミ 

 

【先生からのメッセ―ジ】 
信ずることができた時私たちの心はよりどころを得、安らか

です。何より自らの行動や思い考えを信頼できている時は行

き易い。しかしそのような信がなかなか成り立たないで苦し

む。「生きるってどういうこと」を尋ねてみようと思います。 
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8 月１日付人事異動について 
岐阜高山教務所（高山教務支所） 主事補 達 顕信 組織部主事補に任命する 

８月１日付で組織部主事補を拝命いたし、岐阜高山教務所（高山教務支所）を離任することとなりま

した。岐阜高山で約６年半お世話になりました。この間、様々な教化事業に携わらせていただきました

こと、有難く、厚く御礼申し上げます。 

また、新任地におきましても、人との出遇いを大切にし、一層精進してまいりたいと存じます。 

皆様には今後ともご指導・ご鞭撻賜りますようお願い申し上げまして、離任のご挨拶とさせていただき

ます。 

 

 

岐阜高山教務所 書記 井野 了慧 岐阜高山教務所（高山教務支所）書記に任命する。 

 このたび 8月 1日付で高山教務支所書記を拝命いたしました。岐

阜地区では２年間お世話になりました。短い間ではありましたが、初

めての教務所勤務で多くのことを学ばせていただきました。また、公

私ともにさまざまなお付き合いをいただきましたこと、厚く御礼申し上

げます。ありがとうございました。 

今後は高山地区において、両地区のより一層の協力態勢構築を模

索していけたらと思います。まだまだ至らぬ点ばかりの未熟者ではあ

りますが、今後ともご指導賜りますよう何卒よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

 

 

 

事務見習 木越 遥 岐阜高山教務所書記補に任命する 

 初めまして。金沢教区第 11 組光專寺からきました木越 遥（きごし 

はるか）です。このたび新たに、岐阜高山教務所書記補を拝命いたし

ました。 

最初に金沢教区からきましたと言いましたが、生まれたのが金沢な

だけで、幼稚園入園から大学卒業までずっと京都で暮らしています。

しかし所属しているお寺は金沢にあるので、出身地を尋ねられた際は

いつも石川か京都かで迷ってしまいます。私の中で「出身」とは、「出

生」と同じで「生まれた場所」というイメージなのですが、出身という言

葉を調べてみますと、どうも「育った場所」のほうが強いみたいで、国

土交通省も出身地を「15 歳になるまでの間で最も長く過ごした地域」

と定義しているみたいです。ということで私の出身地は京都に決まっ

たわけですが、そう決まった途端なぜか残念な気持ちになりました。京都が嫌という訳ではないんだけ

れども、なんでだろうな。 

ともかくこれから沢山ご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。 

 


