
 
 

 

●７月の教区・組・別院・その他団体の行事 

日 曜 時間 内   容 会  場 

1 月 10:00～ 教区同朋の会 総会 東別院会館 

10:00～ 若坊守学習会 東別院会館 
4 木 

14:00～ 児童研修大会スタッフ会 東別院会館 

13:30～ 割当審議委員会 東別院会館 
 9 火 

15:00～ 教区教化委員会 総会 東別院会館 

10 水 15:00～ 御遠忌委員会 青少幼年実行委員会 東別院会館 

13:30～ あいあう会 東別院会館 
11 木 

14:00～ 教区監査 東別院会館 

12 金 14:00～ 御遠忌委員会 本部会 東別院会館 

15 月 10:00～ 定例法座 富山別院 

16 火 14:00～ 御遠忌委員会 総会 東別院会館 

16 火 14:00～ 五音会 東別院会館 

14:00～ 社会教化小委員会 東別院会館 
17 水 

14:00～ 雅楽全体会（興徳楽会） 東別院会館 

18 木 14:00～ 参事会・常任委員会 東別院会館 

19 金 13:30～ 児童研修大会 事前視察 黒部市 

14:00～ 坊守会役員会 東別院会館 
23 火 

14:00～ 准堂衆会 修練会・総会 東別院会館 

24 水 14:00～ 教区会 東別院会館 

25 木 13:30～ 第 2 回 人生講座 富山別院 

26 金 14:00～ 教区門徒会 東別院会館 

27 日(土)～8/3 (土) ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ in とやま 2013（富山教区災害復興支援ネットワーク） 別院他県内各地 

28 日(日)～30 日(火) 青少年児童研修大会 黒部市 

29 日(月)～31 日(水) 暁天講座 別院本堂 

31 水 14:00～ 御遠忌委員会 教化推進部会 東別院会館 

●８月の教区・組・別院・その他団体の行事 

日・曜日 内   容 会  場 

8 月 1 日（木） 八一法要 富山別院 

8 月 2 日（金） 正副組長会 東別院会館 

8 月 5日（月） 正副門徒会長会 東別院会館 

8 月 6 日（火） 大谷大同窓会富山支部「公開講座」 東別院会館 

8 月 19 日（月）～20 日（火） 『お寺に泊まろう』富山市真宗大谷派協会 東別院会館 

8 月 23 日（金） 五音会 東別院会館 

8 月 26 日（月） 坊守聞法講座 東別院会館 

8 月 27 日（火）～30 日（金） 大学生巡回 東別院会館 

●教区・別院御遠忌法要 周知ポスター作成！！ 

教区･別院御遠忌法要を周知するポスターを作製しましたので、各ご寺院に 2枚づつ同封いたしております。適所

にお貼りいただきご活用ください。（青色のポスターです。） 

＜同封物＞ 
○1教区・別院御遠忌法要周知用ポスター2枚 ②富山雅楽会「興徳楽会」チラシ 
③大谷大学同窓会公開講座チラシ      ④井波別院からの配布物一式（ポスター2、チラシ 1） 

富山教務所だより 
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宗務所・教務所・別院から 

●肩衣不足について 

引き続き、相続講賞典の肩衣が不足しております。院号、真宗本廟収骨申請の際には、肩衣を
お渡しできない場合がございます。入庫次第、送付させていただきます。大変ご迷惑をおかけ
いたしますが、何卒ご理解とご協力くださるようお願いいたします。 

●教務所員出版頒布の御礼 

先月、各組で行われた「組同朋大会」の際には、東本願寺出版物販売の場をご提供いただき、
普段なかなかお会いできないご門徒の方にもたくさんご購入いただきました。これからも出版
物のご紹介等よろしくお願いいたします。 

●『解読 教行信証上巻』ご購入の方々へ 

2012 年 12 月 20 日に発行した『解読教行信証上巻』に誤りがありましたので、教区内でご購入
された皆様は、正誤表が『真宗』7月号P21 に記載されております。ご確認ください。 

●富山別院 人生講座 ご案内    

《第 2回》テーマ 宗祖親鸞聖人に遇う―大悲に生きる― 《第 3回》テーマ 宗祖親鸞聖人に遇う―仏道に捧ぐ―

【期日】7月 25 日（木）午後１時半      【期日】8月 22 日（木）午後１時半 
【講師】笹山 浄範 氏（射水市）       【講師】今泉 温資 氏（新潟市） 
※真宗大谷派出版部発行『宗祖親鸞聖人』を基礎として講座を開いております。お持ちの方は持参ください。 

●富山別院 暁天講座  ※東日本大震災復興支援 チャリティー朝顔市 同時開催！ 

【期日】7月 29 日（月）～31 日（水） 3 日間 

【講師･講題】 
29 日:相馬 豊 氏（白山市 道因寺） 「人界の生をうけて」 

 30 日:加賀田晴美氏（南砺市 慧聲寺） 「世のいのりに心をいれて」 
 31 日:早嵜和典 氏（長浜市 要誓寺） 「仏（ほとけ）の子」 

【時間】午前 5時 30 分～午前 7時 ※軽食(パン･牛乳を準備しております) 

●2013 年度真宗本廟子ども奉仕団参加者募集！ 同朋会館・研修部からご案内 

京都東本願寺にて、夏休みに毎年開かれている子ども奉仕団は、全国各地から子どもたちが真
宗本廟に集い、みんなでお話を聞き、正信偈をお勤めし、清掃奉仕をします。富山教区内で子
ども会活動をしている方やお子様とそのお友達で参加させてみようかな！と思われた方、夏休
みの思い出となり、親鸞聖人のみ教えを聞いて、ともに同朋（ともだち）となる貴重な体験を
してみませんか。詳細は、『真宗』7 月号 P156 をお読みください。 

●年間書（カレンダー・今日のことば等）のお申し込み 

カレンダー・今日のことば等の申込について、注文のお知らせを同封いたしております。お申
し込みされる方は、同封のハガキに必要事項をご記入のうえ、７月１６日(火)までにお申し込
みくださいますようお願いいたします。 
なお、お返事をいただかない場合、前年度と同数で注文受付といたします。 
案内書を今一度、ご確認くださいますようお願いいたします。 

 

富山教区・富山別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要 
【法 要 期 間】 ２０１４（平成２６）年５月２３日（金）～２５日（日） 

【御 遠 忌 テ ー マ】   私は何を願って生きるのか？ ―親鸞からのメッセージ― 


