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6月 教区・別院行事予定 

3(金) 13:30 実践部会 

5(日) 13:00 常例法座(～6日) 

            講師:岸本慈一 師(福井教区) 

6(月) 13:30 <第2連区>矯正教化連盟 

総会・研修会(富山教区) (Web) 

19:00 青年布教使会議 

7(火) 10:30 <第2連区>布教団連絡協議会 

19:00 勤式練習所① 

8(水) 13:30 子ども・若者推進委員会 

14:00 教区会計監査 

9(木) 13:30 連研部会 

10(金) 14:00 第1回公聴会 

13(月) 14:00 第1回真宗教団連合福井県支部委員会 

14(火) 10:00 禅門講例会 

13:00 常例法座(～16日) 

講師:関 哲城 師(福井教区) 

19:00 勤式練習所② 

15(水)  9:00 禅門講総会 

10:00 禅門講物故者追悼法要 

13:00 宗祖逮夜法要 

14:30 第1回常備会 

16(木) 14:30 公聴会動画配信(35分) 

17(金) 19:00 一乗組僧侶研修会 

18(土) 13:00 <第2連区>仏教壮年岐阜大会(岐阜教区) 

14:30 阪北組 教区実践運動推進協議会 

21(火) 19:00 勤式練習所③ 

22(水) 19:00 実践運動研修会 

23(木) 13:30 第1回教区実践運動常任委員会 

   14:30 公聴会動画配信(35分) 

25(土) 13:30 保育従事者研修会 

27(月) 14:00 臨時教区会 

16:00 第2回公聴会 

28(火) 10:00 別院会計監査 

      19:00 勤式練習所④ 

29(水) 13:30 第1回組長会 

30(木) 13:00 第1回布教大会（各組巡回布教） 

      寺婦聞法教室 

   15:30 別院役員会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7月 教区・別院行事予定 

4(月) 14:00 福井組同朋研修会 

5(火) 13:00 常例法座(～6日) 

            講師:野世阿弥 師(福井教区) 

19:00 勤式練習所⑤ 

8(金) 13:30 子ども・若者スキルアップ講座 

11(月) 14:00 円陵組・教区実践運動推進協議会 

14(木) 10:00 禅門講例会 

13:00 常例法座(～16日) 

            講師:佐々木 和則 師(福井教区) 

15(金) 13:00 宗祖逮夜法要 

   13:30 吉田組・大野組 合同同朋研修会 

27(水)  6:00 西別院おはよう講座(～29日) (Web) 

13:30 仏教講習会(～29日)(Web) 
 

 Pick Up 教区  
 

【得度講習会】(2日間) 

 日 時 8月22日(土) 8時受付～18時まで 

23日(日) 8時集合～17時終了予定 

 会 場 本願寺福井別院 

受講料 20,000円(昼食希望者は別途2,000円要) 

申 込 「得度講習会申込書」(教区用)にてお申込み 

ください。 

 その他 「得度講習会を受けようとする者」を対象と 

した聴講を受付いたします。 

詳細につきましては教区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載され 

ておりますのでご参照ください。 
 

 Pick Up 「実践運動」教区委員会  
 

【仏教講習会】 

期 間 7月27日(水)～29日(金) 

会 場 本願寺福井別院 大ホール(Weｂ) 

内 容 「教学」/「平和のつどい」/ 

「連研のための研究会」 

   ※詳細は、追ってご案内いたします。 

【西別院おはよう講座】(教区委員会<実践部>共催) 

日 時 7月27日(水)～29日(金) 

毎朝6:00～7:00(晨朝時間) 

会 場 本願寺福井別院 本堂(Web) 

 聴講料 1日500円(お1人) 

   ※詳細は、追ってご案内いたします。 
 

敬  弔  
 

 生前のご功労を偲び、謹んで お悔やみ申しあげます。 
 

〇 4月10日 福井組 帰命寺 衆 徒 小野田 昭弥 様(71歳) 

〇 4月18日 足羽組 本向寺 前々坊守 大須賀  忍 様(93歳) 

〇 4月18日 円陵組 厳教寺 前坊守 朝 倉 啓 子 様(97歳) 

〇 4月21日 一乗組 本福寺 衆 徒 佐 部 成 男 様(85歳) 

〇 5月11日 福井組 千福寺 衆 徒 辻 川 善 晴 様(97歳) 

〇 5月27日 雛川組 善照寺 住 職 紫 雲 哲 英 様(87歳) 
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教区ﾎｰﾑぺｰｼﾞのご案内 

教区ﾎｰﾑぺｰｼﾞにて、お知らせや行事予定、刊行物や各

種申請書を掲載しておりますので、是非ともご利用くだ

さい。下記の<URL>もしくは<QR ｺｰﾄﾞ>をご参照ください。 
 

<URL> http://fukui-hongwanji.jp   <QR ｺｰﾄﾞ> 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本願寺公式動画ｻｲﾄのご案内 

浄土真宗本願寺派ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて､ご法話や各種案内等

の動画が Web 配信されておりますので､是非とも 

ご視聴いただき､門信徒の皆様にもお知らせください。 

下記の<URL>もしくは<QRｺｰﾄﾞ>をご参照ください。 
 

<URL> https://broadcast.hongwanji.or.jp/ 

html/radio.html           <QRｺｰﾄﾞ> 

 

 

 

 

 

 

「子どもたちの笑顔のために募金」キャッシュレス募金奨励 

 浄土真宗本願寺派では、２018(平成30)年度より「＜貧困の克服に向けて～Dāna for World 
Peace～＞－子どもたちを育むために－」を掲げ、標記「子どもたちの笑顔のために募金」
を開設しています。 
 この募金は、海外ではカトマンズ本願寺と連携したネパールの学校整備やウクライナの
子どもたちへの支援、国内では子どもたちの居場所づくり支援（子ども食堂・学習支援等）
や施設で暮らす子どもたちへの支援等に充てております。 
 つきましては、募金活動の奨励にご理解ご協力をいただきますよう、お願い申しあげま
す。 
 なお、「キャッシュレス募金」も開設されていますので、下記の QRコードより本願寺 HP
にアクセスいただき、詳細をご覧ください。 

 

 QR コード 

 

 

 

 

QR コードをスマートフォン等で読み取れば、宗派公式ウェブサ
イト(HP)内の「子どもたちの笑顔のために募金」専用ページへア
クセスできます。キャッシュレス募金については、募金専用ペー
ジよりアクセスし、募金額、クレジットカード情報、募金方法（1
回限り or マンスリーサポート）等を入力するだけで募金するこ
とができます。 
また、募金専用ページには、これまでの募金集計額や支援内容等
につきましても掲載しております。 


