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2月 教区・別院行事予定 

1(水) 14:00 <中央>布教団連合総会  

2(木)  9:30 <連区>青年布教使研修会 

17:00 IT専門委員会(Web) 

5(日) 13:00 常例法座(～6日) 

            講師：荻野 至 師(福井教区) 

6(月) 14:00 <連区>本派矯正教化打合会(Web) 

8(水) 13:30 仏青会議 

9(木) 10:00 ﾋﾞﾊｰﾗｻﾛﾝ 

14:00 <連区>職員研修協議会(Web) 

10(金) 13:30 <中央>第2回実践運動中央委員会(Web) 

13(月) 13:30 <中央>門推代表者協議会(Web) 

14(火) 10:00 禅門講例会 

13:00 常例法座(～16日) 

  講師：佐々木 教幸 師(福井教区) 

13:30 講師団会議 

15(水) 13:00 宗祖逮夜法要 

14:30 常任委員会(教区委員会) 

16(木) 14:30 新制御本典作法研修会(午後の部) 

18:30      〃     (夜間の部) 

17(金) 13:30 寺婦研修会 

18(土) 14:00 阪北組同朋研修会(Web) 

22(水) 14:00 保育主任者連絡協議会 

15:00   〃  研修会 

24(金) 16:30 保育園長会 

27(月) 13:30 大野組・教区運動推進協議会(Web) 

14:40 大野組僧侶研修会(Web) 
 

3月 教区・別院行事予定 

1(水) 10:00 直門徒春季法要 

2(木) 13:00 法要委員会 

14:00  諮問委員会 

15:00 第2回常備会 

5(日) 13:00 常例法座(～6日) 

講師：野世阿弥 師(福井教区) 

14:00 雛川組･教区運動推進協議会(Web) 

    15:00 雛川組僧侶研修会(Web) 

7(火) 13:30 教区委員会 

8(水) 13:30 <ﾌﾞﾛｯｸ>仏青連絡協議会 

9(木) 19:00 一乗組･教区運動推進協議会(Web) 

10(金)  9:30 仏婦年次大会(午前の部) 

       13:00    〃   (午後の部) 

3月 教区・別院行事予定 

14(火) 10:00 禅門講例会 

13:00 <中央>全国門徒総代会総会 

15(水) 13:00 宗祖逮夜法要 

19(日) 10:00 永代経法要 

13:00  春季彼岸会(～20日) 

23(木) 13:30 定期教区会 

15:00 第3回組長会 

16:30 宗会議員と語る会(組長会主催) 

24(金) 13:00  仏婦組代表委員会 

   14:00 仏婦実践運動研修会 

28(火) 13:30 寺婦組代表委員会 

29(水) 13:35 青少年教化推進者のつどい 
 

 ご消息発布  
 1月16日(月)御正忌報恩講日中法要(ご満座)に引き

続き、新しい｢領解文｣(浄土真宗のみ教え)についての

ご消息が発布されました。 

下記<URL>もしくは<QRｺｰﾄﾞ>参照 
<URL> https://www.hongwanji.or.jp/ 

message/m_001985.html 

 Pick Up 教区  

【寺婦研修会】 
日時:2月17日(金)13:30～15:30 

会場:本願寺福井別院 大ﾎｰﾙ 

講師:武田正文 師 

（お坊さんyoutuber／山陰教区高善寺） 

講題:「心の悩みに寄り添うことば」 

【寺婦機関紙『無憂華』】 
寺族婦人会より発刊予定の機関誌『無憂華』第55号

にてご紹介する若坊守さんを募集しています。 

記事として未掲載の方ならば、県外在住等を問わず

受け付けておりますので、2月末までに貴組代表委員

までご連絡ください。 

【仏婦年次大会】 
日時：3月10日(金)<午前の部> 9:30～12:00 

          <午後の部>13:00～15:30 

会場:本願寺福井別院 本堂 

講師:赤井智顕 師 

（京都女子大学非常勤講師／兵庫教区善教寺） 

※今年は教区内15組午前午後と7組･8組に分けて開

催いたします。 

 Pick Up 別院  

【春季彼岸会／永代経法要】 
期日:3月19日(日)逮夜法要 ～ 20日(月)日中法要 

講師:巣山一哉 師(富山教区富山南組圓福寺) 

日 時間 内容 備考 場所 

19日(日) 
10:00 【永代経法要】 仏説阿弥陀経 

本堂 13:00 逮夜法要 讃 仏 偈 作 法 

20日(月) 10:00 日中法要 観無量寿経作法 
 

※COVID-19感染症の状況を踏まえて法要を厳修いたしま 

す。変更がある場合は教区ﾎｰﾑぺｰｼﾞに掲載いたします。 

福井教区だより 
発行所：福井教区教務所 
発行者：福井教区教務所長 

中 村 祐 順 



 本願寺公式動画ｻｲﾄのご案内  

本願寺派 HP 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<URL>もしくは<QR ｺｰﾄﾞ>参照 

<URL> https://broadcast.hongwanji. 

or.jp/html/radio.html 

 「過去帳」等の取扱基準について  

10年前の2013年、安芸教区「過去帳又はこれ

に類する帳簿の開示問題」が惹起したことを受

け、当教区でも各組僧侶研修会において、この

問題についての学びを進めてまいりました。 

しかし、2年前の2021年には、「富山教区過

去帳開示問題」がおこり、本派住職が新聞社の

取材を受け「一番の宝は過去帳」と語り、過去

帳が写真で掲載されました。 

また、昨年には福井県内の真宗寺院が福井県

内の大学からの取材に応じ、過去帳の写真撮影

を許可することがありました。 

現在は、教区内外の寺院に「過去帳をデータ

化する」という業者から電話が複数寄せられて

います。 

私たちの教団では、過去帳が身元調査等に利

用され、私たちが差別に加担してきた事実を重

く受けとめ、その歴史に学ぶとともに、過去帳

の開示が個人情報の漏洩にあたることも学んで

まいりました。 

過去帳の取扱い責任者は住職（代表者）であ

り、「閲覧禁止」とは取扱い責任者以外に、過

去帳等を閲覧することを一切禁止しています。

宗教儀式等の必要上の問い合わせについては、

必要事項のみを抜き書きして対応ください。 

なお、『宗報』（2022年11・12月合併号）に

関連記事がありますので、「過去帳又はこれに

類する帳簿の取扱基準」と併せてご清覧くださ

い。 

 教区ﾎｰﾑぺｰｼﾞのご案内  

教区 HP に、お知らせや行事予定･刊行物･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<URL>もしくは<QR ｺｰﾄﾞ>参照 

<URL> http://fukui-hongwanji.jp/ 

 「子どもたちの笑顔のために募金」ｷｬｯｼｭﾚｽ募金  

 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 ｶﾄﾏﾝｽﾞ本願寺と連携した ﾈﾊﾟｰﾙ 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、右の QR 
ｺｰﾄﾞより本願寺派 HP にｱｸｾｽいただき、詳細をご覧ください。

この QR ｺｰﾄﾞから、本願寺派 HP「ｷ
ｬｯｼｭﾚｽ募金」にｱｸｾｽし、募金額･ｸﾚ
ｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ情報･募金方法 
(1 回限り or ﾏﾝｽﾘｰｻﾎﾟｰﾄ) 
等を入力するだけで募金 
することができます。 <QR ｺｰﾄﾞ>  

<QRｺｰﾄﾞ> 

<QRｺｰﾄﾞ> 

 「ｳｸﾗｲﾅ緊急支援募金」募集  

浄土真宗本願寺派では、ﾛｼｱ の軍事侵攻によ

り避難生活を余儀なくされている ｳｸﾗｲﾅ の

人々を支援することを目的に、「たすけあい運

動募金」において標記募金の募集を行っており

ます。 

 つきましては、右の QR ｺｰﾄﾞから本願 

寺派 HP にｱｸｾｽいただき、募金にご協力 

くださいますようお願い申しあげます。 <QRｺｰﾄﾞ> 

 敬  弔  
 

生前のご功労を偲び、謹んでお悔やみ申しあげます。 
〇11月 1日 福井組 正徳寺 衆 徒 北 見 昌 弘 様(63歳) 

〇12月23日 福井組 光明寺 前住職 髙 屋 了 洋 様(90歳) 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇12月12日 吉田組 勝縁寺 衆 徒 酒 井  肇 様(94歳) 

〇 1月 7日 邦中組 永林寺 前住職 佐々木 英成 様(99歳) 

 

 

 

 
 
 

 


