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岐阜高山教務所だより 
 

 

ひだ御坊真宗公開講座のご案内（12/6） 
飛騨御坊真宗教化センターでは、多くの方々に仏法に触れていただく機会となるよう、各団体の御

協力で、真宗公開講座を開催しています。 

 つきましては下記の通り開催いたしますので、有縁の方々とお誘いあわせのうえ、ご聴聞ください。 

記 

日 時  ２０２2年１２月 6日（火） 午後２時から 

講 師  大島義男氏（雲集学舎主催） 

講 題  「本願の欲生心成就」 

会 場  高山別院御坊会館 

参加費  500円 

主 催  高山地区真宗同朋会 

備 考  コロナ感染の状況により、日程変更もしくは中止させていただく場合がございます。 

 

 

仏教公開講座のご案内（12/20） 
このたび第 209回（12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。 

 

日 時 12月２０日（火）午後 2時から 

講 師 やっちく二人会 

講 題 眼をひらく 心をひらく 

～落語を通して仏教を聴く 

会 場 岐阜別院本堂 

聴講料 当日券（500円） 

 

【先生からのメッセ―ジ】 
「僧侶と門徒がもっと協力すれば新しい可能性が生まれ

るはず」 

不思議のご縁でめぐりあった僧侶と門徒が、意気投合し

て 2014年 9月からはじめた「やっちく二人会」。 

「私の人生と教えとが、気づいてみれば一つだった」とい

う古典落語の面白さを味わいます。 
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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 

12月１日～末日 

内黒羽子 秀光 氏 

（第８組 是性寺） 

 

聖典学習会のご案内（1/18） 
 2022年度第 1回聖典学習会を開催いたしま

す。お誘い合わせのうえ、ご参加のほど宜しくお

願いします。 

記 

期 日 ２０２3年 1月１8日（水） 

時 間 午後 2時～午後 4時 30分 

会 場 岐阜高山教務所 

持ち物 ①『真宗聖典』 

②マスク（受講中は必ず着用下さい） 

講 師 高柳 正裕氏（同朋大学非常勤講師） 

内 容 『一念多念文意』に学ぶ 

その他 ①WEB参加を希望される方は岐阜高

山教務所ホームページに設置してあ

ります申込フォームよりお申し込みく

ださい。 

②高山支所にｻﾃﾗｲﾄ会場を設けます。 

 

  声明講座（女性対象）の 

ご案内（1/23） 
声明講座を開催いたします。お誘い合わせの

うえ、ご参加のほど宜しくお願いします。 

記 

日 時 1月 23日（月）午後 2時～4時 30分 

会 場 岐阜高山教務所 

内 容 「同朋奉讃」 

講 師 澁谷由美（第 6組西岸寺住職） 

参加費 当日券 500円 

その他 事前申込不要 

 

12月の主な行事 

2日（金）〔15時半〕正副幹事会岐 

5日（月）〔13時半〕サラナン 

〔13時半〕教研課題別講義高 

6日（火）〔14時〕真宗公開講座高 

8日（木）～11日（日）岐阜別院報恩講 

12日（月）〔13時半〕青少年会議高 

14日（水）〔19時〕教化学研修室学習会岐 

15日（水）～18日（土）竹鼻別院報恩講 

19日（月）〔14時〕慶讃委員会 WEB 

20日（火）〔14時〕仏教公開講座岐 

〔19時〕教化研究所定例高 

22日（木）〔13時半〕企画会議高 

23日（金）〔15時〕開顕部会岐 

 

教務所・支所事務休暇について 
岐阜高山教務所及び高山教務支所は下記の

期間事務休暇をいただきますので、ご了承いた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

記 

期 間 ２０２２年１２月２９日（木）～ 

２０２３年１月 6日（金） 

対 象 岐阜高山教務所及び高山教務支所 

事 由 年末年始事務休暇のため 

その他 なお事務始めは 1 月 10 日（火）からに

なります。 
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本山慶讃法要 教区団体参拝にかかる今後のスケジュールと 
追加募集並びに一般参拝（指定席）の募集について 

各組で取りまとめていただいております、本山慶讃法要への教区団体参拝の申し込みが 10月末
日で締め切りとなりました。つきましては、今後のスケジュール及び追加募集並びに一般参拝の募集
について下記の通り、お知らせいたします。 

記 
1 （今後のスケジュールについて）   
【2022 年 11 月上旬】 申込内容を確認いただく「教区団体参拝確認書」を引率責任者へ送付いた

します。 
【2022 年 12 月上旬】 「確認書」での確認を経て、「教区団体参拝登録書」を引率責任者へ送付い

たします。 
【2023年  2月下旬】 バスステッカー、参拝座席券、お斎会場通知等の団体参拝に必要な書類等

を引率責任者へ送付いたします。 
 
2 （教区団体参拝追加募集について） 

11月 1日～1月末日迄の期間、各日の法要の空席状況を宗派 HP（慶讃法要特設サイト）で公開
します。空席のある日については、先着順で教区団体参拝の追加申し込みを受付いたします。なお
追加申し込みにあたっては、各教区の割り当て日に限っての申し込みとさせていただきますので、ご

了承ください。追加を希望される場合は、教区団体参拝同様、「教区団体参拝申込書」に必要事項を
記入のうえ、受入センター（本山参拝接待所）へメール又は、FAXにて申込ください。 

 
３ （一般参拝（指定席）の募集について） 

 教区団体参拝でない、一般参拝の受け入れを 12 月 1 日～２月中旬頃を期間として行います。宗
派 HP 内にあります「一般参拝申込書」に必要事項を記入のうえ、受入センター（本山参拝接待所）
へメール又は、FAXにて申込ください。 
 なお、受け入れ数は、参拝可能な日（空席有り）に限り、一般募集を先着順で行います。空席状況
は宗派 HPをご確認ください。 

 

 

教区会議員選挙について 
このたび、教区会議員選挙が下記のとおり施行されます。 

議 員 定 数   １２人  

選 挙 資 格   住職・教会主管者・代務者 

※代務者を置いている寺院又は教会の住職又は教会主管者は選挙資格を有しな 

い。 

被選挙資格   選挙資格を有する住職及び教会主管者。但し下記①～③を除く。 

①宗務役員及び準宗務役員と定められた役職者 

②宗議会議員、組長及び査察委員 

③選挙区の選挙管理会の委員及びその補充員並びに中央選挙管理委員会の委 

員およびその補充員 

立候補届出期間   ２０２２年１２月１０日(土)～１２日(月)９時から１６時まで 

※届出用紙の必要な方は、教務所・支所にございますので申し出てください。 

不在者投票日    ２０２２年１２月２１日(水)～２３日(金)７時から１９時まで 

選挙の日（投票日）   ２０２２年１２月２４日(土)  
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任期満了による 
組長・副組長の改選について 

このたび、各組において任期満了に伴う組長・副組長選挙が執り行われ、下記の方々が当選されま

したので、ご報告いたします。組の共同教化の実が挙げられるようご尽力のほどをお願いいたします。 

記 

【任期 ２０２２年 12月１日～２０２6年 3月３1日】 

組 組長 副組長 

第１組 宮浦 一郎 觀音寺 
千葉  省 善行寺 

奈波 寛祥 善林寺 

第２組 嘉久見得祐 善休寺 
長岡 宗円 空安寺 

市村 孝之 光輪寺 

第３組 多々良文都 安淨寺 松原 智晃 光得寺 

第４組 小川 辰雄 正蓮寺 岩越 智俊 福證寺 

第５組 大橋 一成 恩立寺 長島 秀賢 願教寺 

第６組 浅野  一惠 慶善寺 淺井  正美 聞得寺 

第７組 長岡 法龍 願照寺 河合 教正 光福寺 

第８組 内黒羽子 秀光 是性寺 山田 周斗 生蓮寺 

第９組 山田 實順 本慶寺 國島 惠遠 受法寺 

第１０組 河村 信久 光顕寺 西松  基 興久寺 

第１１組 栗田  暢之 仁成寺 廣瀬  康顕 入德寺 

第１２組 梅溪 祐慶 浄念寺 河合  和彦 靈仙寺 

第１３組 仲谷  俊昭 往明寺 楠   元 善勝寺 

第１４組 池尾   晋 信樂寺 源口  幹夫 照願寺 

第１５組 可児   亨 福常寺 千葉   謙 長敬寺 

第１６組 森林 晃祥 常照寺 後藤 則之 杜冶能寺 

高山１組 細川 宗德 蓮乗寺 伊達 俊幸 稱讃寺 

高山２組 堤   唯見 淨願寺 三枝  正尚 隨縁寺 

吉城組 畑   亮徳 願德寺 三島  見らん 西念寺 

清見組 佐藤  義晃 了德寺 大楢  顕真 楢谷寺 

益田組 日野  光洋 桂林教会 三木  朋哉 淨福寺 

朝日高根組 小倉  輝穂 圓城寺 長尾  惇也 法正寺 

荘白川組 栂野 明秀 了宗寺 大泉  信吾 明善寺 

 


