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あなたの意見には反対だ。
しかし、あなたが主張する
権利はいのちをかけて守る。
ヴォルテール（フランス哲学者）
●全戦争犠牲者追弔法会兼十二日講を執行しました。
８月１２日（水）、全戦争犠牲者追弔法会が十二日講との兼修で
勤まりました。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、出仕は議長・組長・
所長の３名のみ、助音として声明会から３名加勢の計６名でお勤め
しました。また、参拝者は２９名でした。

講師 高塚存昶氏

法要の後、高塚存昶師（本願寺派蓮照寺）より「お釈迦さまの教
えと親鸞聖人の教え」との講題で、１１時３０分までの限られ
た時間の中、お釈迦さまが説かれた仏教の教えと、親鸞聖人が
顕された浄土真宗の教えを照らしてお話を頂きました。
まず、お釈迦さまとは覚者であり、悟られた内容は「自己変
革」であったと押さえられました。そして「一切皆苦」や「諸
行無常」といういわば自己矛盾からの変革であったお釈迦さま
の悟りの内容と、御開山親鸞聖人の教えは一見全く違うけれど、実は、ものの見事にお釈迦さまの
教えを私たちに伝えてくださるとのことでした。
親鸞聖人は２９歳で比叡山を降りられました。これはいわば挫折であったのですが、しかし、悟
りを開けなった親鸞聖人は、法然上人のもとで凡夫の教えというものを顕かにされていかれます。
煩悩具足・罪悪深重の我々には自己変革など不可能です。無明の闇の中に煩悩だけをもって、その
煩悩だけを大事に抱えている私たちであると確かめられ、そのような私たちが救われていく道は悪
人正機説であると押さえられました。

（報告 小松教区駐在教導 西山郷光）

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～」

●２０２０年度経常費御依頼について
このたび、２０１９年度本山経常費御依頼について、
御依頼額８０，０１３，０００円に対して、７２，７４
５，４９７円、率にして９０．９％の収納をいただきま
した。ここにご報告申しあげますとともに、コロナ禍の
状況下にも関わらず、各組門徒会本山世話方各位をはじ
め、ご門徒各位のご理解とご協力により、尊いご懇念を
お運びいただいたことに深甚の敬意を表し、改めて御礼
を申しあげます。
さて、真宗大谷派では７月１日から新年度（2020 年
度）を迎えました。小松教区への２０２０年度経常費御
依頼は、２０１９年度御依頼から約２０％の減額となる
６３，５０８，０００円で御依頼されました。今年度の
御依頼について、本山からの御依頼をそのままの金額で
受けるのではなく、減額率を約１０％に留めた７２，０００，０００円を２０２０年度経常費御依
頼の組門徒会独自の目標額として設定し、その目標額で御依頼をすることが７月１２日の組門徒会
長会において決定されました。非常に厳しい教区財政（御依頼の減額に伴い、教区への交付金も同
様に減少することが想定される）を鑑みての大変有り難い決断であったと思料しております。
つきましては、組門徒会御依頼目標額（72,000,000 円）を８組の門徒会で均等割にした９，００
０，０００円を各組門徒会へ御依頼申しあげます。未だ先の見えないコロナ禍の状況ではあります
が、真宗大谷派（東本願寺）宗門の護持並びに小松教区のため、相続講に精一杯のお力添えを賜り
ますよう重ねてお願い申しあげます。

２０２０年度小松教区本山経常費御依頼額

金６３，５０８，０００円

組門徒会御依頼目標額

金７２，０００，０００円

各組門徒会御依頼額

金９，０００，０００円

宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃懇志金
教区御依頼額（４ヵ年）金４３，６４４，０００円也
収納額

金

９，８９８，６７９円也
（収納率２２．６％）

※慶讃懇志金の募財期間は２０２３年６月３０日までです。
引き続き、宜しくお願いします。

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」

●真宗本廟収骨代行について
新型コロナウイルス感染症のため、本山収骨をやむなくキャン
セルされる方がおられます。さらに今後の予定も立たないた
め、収骨に行くこと自体が難しくなってしまいました。
このようなお骨収めに行きたくても行けない方々のために、小
松教務所員がご門徒に代わって大切な方のご遺骨を京都の本山

真宗本廟

御影堂

（東本願寺）へお収めする収骨代行を９月より開始いたします。詳細に関しては法話お手紙の裏面
のチラシをご確認の上、ご不明な点は教務所までお問合せください。

● 常磐会館報恩講について

（10月1日（木）

9：30～12：00）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、対象者を限定して開催いたします。一般の方の御
参詣はご遠慮くださいますようお願いいたします。また、出仕者に関しても、一部役職者に限
定してお勤めいたしますのでご承知おきください
なお、例年常磐会館報恩講前日に開催しておりました御伝鈔拝読は中止いたします。

●東本願寺出版 新刊書のお知らせ
［卓上］日めくりカレンダー「正信偈」
（縦130㎜×横180㎜※台紙なし状態）【頒布価格：704円（税込・割引）】
真宗門徒の毎日のお勤めとして親しまれる「正信偈」の言葉
を、真宗本廟（東本願寺）や渉成園、大谷祖廟の四季の写真と
ともに掲載し日めくりカレンダーにいたしました。「正信偈」
につづられたお念仏の教えにふれるきっかけとなることを願
い、裏面には書き下し・意訳も収載しています。

●令和２年７月豪雨の対応について
宗派対応として「令和２年７月豪雨」救援金口座が開設され、小松教務所においても、ロビ
ーに救援募金箱を設置しています。各寺院教会・組門徒会において救援金を募られた場合は、
教務所へお寄せいただければ、本山窓口を通じて被災地へお届けします。
皆さまのご協力をお願いいたします。

＜小松教務所 事務休止のお知らせ＞
下記の期日、教務所事務を休止します。ご不便をお掛けしますが、ご理解の程お願い申しあげます。

・９月１６日（水）

十二日講（9/12）の代休

【緊急連絡先】080-3394-6126（主計）※ 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。

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～」

小松教区 月間行事予定表 【２０２０年９月】
教区・常磐会館・教務所

本山・連区・関係団体・その他

第２組組会 15：00

坊守会ボランティア［第１松寿園］ 14：00（未定）
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いのプロ「稲刈り」 13：30
日曜講座 9：30
日
講師 和樂 賢章 氏（小松教区 行善寺）
月 大谷婦人会支部長会 13：30
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十二日講 9:30
講師 滋野井 光 氏（小松教区 稱佛寺）
組門徒会長会 十二日講終了後

13

日

尾添巡回 16：00

14

月

真宗本廟収骨代行（本山へ上山）
査察委員選挙 9：00～16：00
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坊守会役員会 13：30
全国主計会（WEB 会議） 10：00

土

土
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各組の
お講など

イドラインに基づき、コロナウイルス感染防
止対策を徹底しております。
※ 行事や会議等に参加・出席される場合は
必ずマスクを着用ください。

同朋の会聞法会 9：30
講師 伊藤 俊作 氏（小松教区 靜光寺）
社会教化研修会 14：00
講師 難波 教行 氏（教学研究所研究員）
日曜講座 9：30
講師 日野 暁洋 氏（小松教区 蓮光寺）

講題：俗名、法名、本名

講題：念仏の伝統

テーマ：親鸞と七高僧～正信偈再考～

テーマ：御消息の願いと作法
対象：住職・教会主管者・寺族・坊守

寺族研修会 15：30 講師 田中 昭親 氏

東二口巡回 13：30
十日講募財[辰口福祉会館] 9：00
金
大谷婦人会報恩講準備 13：30

26

※ 教務所では「法要・聞法会開催のためのガ

吉崎別院報恩講 ～25 日（職員のみで勤修）
※一般の方の参詣はご遠慮ください。

大谷婦人会報恩講 13：30
講師 太田 浩史 氏（高岡教区 大福寺）

※中止の場合があります。

※一般の方の参詣はご遠慮ください。
常磐会館報恩講 9：30（役職者のみで勤修）
粟津組
苗代組
小松組
板津組

【中止】
【未定】
【中止】
【未定】

慶讃テーマ「南無阿弥陀仏

徳橋組 【中止】
北板津組 【未定】
十日講組 【中止】

人と生まれたことの意味をたずねていこう」

