
 

 
 

火宅無常 

変な題を出して一文を草します。一言で

言えば、今、ご坊別院はコロナの影響で火

の車に乗っている。 

主なる別院の収入は、ご懇志や納骨志、

又各寺門徒からの経常費ですが、駐車場経

営によるところが最も大きい。ところが３

月末からバス・自家用車の駐車はゼロ。よ

って収入ゼロの状態が続いている。来年は

どうだろうか。コロナの影響が依然として

続けば、別院運営は完全にお手上げとなる。

厳しい状況を先取りして、経営の見直しを

図るべく検討の会を立ち上げる予定。 
 

公益財団法人「全日本仏教会」の寺院ア

ンケートによれば、”今後の運営に不安を

感じる寺院は 73％で、行事の簡略化や不

安意識の広がり、お寺離れの加速が懸念材

料”という結果が出た。ところによっては、

寺院の別院離れも深刻だそうだ。今後、当

派で消滅する別院も出てくるであろう。そ

もそも人口減少が進んでいる状態では真

に憂慮すべきことだ。ここに至っては各寺

院寺族の叡智と協力に頼る他はない。 
 

運営面もさることながら、寺院の「いの

ち」である教化布教の形態も「新しい生活

様式」によって、寺院の在り方を研究工夫

しなければならない。リモート化によって

果たして教化に成果が出るのであろうか。

『仏教を楽しむ情報わげん』の発行人で編

集長の和栗由美子さんは、逆手に取って次

のように言っている。 

”リモート化によって、移動の手間がな

く気軽にお寺との付き合いができるとも

言える。リモート対応で仏事サービスを充

実できる寺院は、むしろ布教の場が増え、

収入維持の機会につなげられるかもしれ

ない”と。 

しかし、幾代に亘って個々の門徒と信頼

関係を築き、その歴史の流れにお念仏を相

続してきた最も基本である筋道だけは死

守すべきであるす。テレビ授業をしている

教授は、学生との身体感覚がないので本当

に伝わっているのか心配であると語って

いた。本堂に身を運び聴聞してこその手応

えである。仏法に関係なく、しかも墓参り

も代行で済まして、どれほどの感慨が生じ

るのだろうか。寺院の経営と教化はどうあ

るべきか、センターの教化活動を実践し、

その歩みの中で成果を得なければならな

い。しかし、今、先ずはご坊別院が、破産

のモデルにならないことを願っている。 
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            ★ご坊教化センターからのお知らせ★                 

真宗同朋会執行部・支部長会 報告 

 
真宗同朋会執行部・支部長合同会議が、８月１８日（火）、別

院会館で開催され、執行部・各支部長２０名が出席した。 

協議、確認事項は下記のとおり。 

① ２０２０年度真宗公開講座について、１１月２日の別院報恩

講時の初回をはじめ、従来の真宗同朋会主催と高山一組主催

と専修学院・同朋大学同窓会主催分の２回を加えて、計５回

開催していくことを確認した。 

② 高山別院報恩講への奉仕協力について、今年度の１１月２～

３日の日程での協力体制を次回決定する。 

③ 真宗同朋会の組織改革について。現在支部長空席の支部が全

２０支部中４つある。地区ごとの支部活動の停滞や組との連

携の課題もあり、今後執行部会・支部長合同会議等で検討し

ていく。 

 

２０２０年度真宗公開講座 

―各団体の主催を加え全５回に拡大― 
 

１０月６日（火）午後１時半～ 北條瀨宗氏（高田教区照行寺） 

   テーマ：人と生まれて    主催：一組真宗の会 
 
１１月２日（月）午後６時～ 近藤龍麿氏（岐阜地区教化センター長）

   テーマ：親鸞聖人御一代記   主催：真宗同朋会 
 
２月２２日（ 月）午後２時～ 朝戸臣統氏（本願寺派神通寺住職）

   テーマ：仏心は大慈悲これなり 主催：真宗同朋会 
 
３月１５日（月）午後２時～ 和田英昭氏（第 15 組照明寺）

   テーマ：耐え忍ぶ情熱    主催：真宗同朋会 
 
４月２１日（ 水）午後２時～ 尾畑文正氏（同朋大学名誉教授）

   テーマ：世の中安穏なれ、仏法ひろまれ 

   主催：同朋大学同窓会 

 

センター室設置（会館２階） 

教務支所・別院事務所の一体化 
  
ご坊教化センターがいよいよ稼働しました。これ

に併せて、ささやかではありますが、設備整備及び教

務支所事務所の移動を行っています。 

〈センター室の設置〉センター関係者が集い、議論

を交わす場として、会館２階旧洋室をセンター室と

して整備いたしました。（センター以外でも使用可） 

〈支所・別院事務所の一体化〉センターの事務は教

務支所と別院の職員が一体となって携わることとな

ります。これまでの、別院事務所を支所及び別院の合

同の事務所として模様替えし（作業中）、

旧教務所の事務所については、講師な

どの控室、ミーティングルーム、印刷

室など、多目的に使用できる空間に変

更いたしました。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
高山別院報恩講「子ども作品展」に 

ご出品ください。 
 

子どもたちの書道・絵画作品を募集

し、別院報恩講中本堂に展示いたし

ます。詳しくは別紙ご案内をご覧く

ださい。ご出品お

待ちしておりま

す。 

なお、本年は表彰
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式はありません。 

 

                ★高山別院からのお知らせ★                 
 

 

「ご坊報恩講」規模を縮小しての執行にあたり 
寺院御懇志のお願い 

 
真宗門徒にとって最大の御仏事であります「報恩講」については、２

０２０年本山における御正忌報恩講執行についての指針を基に、ご坊

報恩講を執行させて頂きます。法要・参拝に関することについては、式

支配所より発信している内容（本紙８月号にも掲載）のとおりです。 

つきましては、毎年各ご住職様を通して各地域の皆々様からの尊い

ご懇志を頂き、ご坊報恩講を勤めて参りましたが、今回の感染症拡大、

豪雨等により営業自粛等、大きな影響を受けている門信徒の皆様へ

のご懇志のご依頼は控えさせて頂きます。 

高山別院本体も駐車場開設以来、未曽有の危機を迎えております。

職員一丸となって鋭意努力はしておりますが未だ先が見えないところで

もあります。このような状況下をお汲み取り頂き、各ご住職様には大変ご

負担をおかけ致しますが、一ケ寺壱萬円以上のご懇志を賜りますよう

宜しくお願い致します。 
 

 

 

 

 

 

御堂番開始のお知らせ 

新型コロナウイルス感染拡大防止、又、豪雨被害等の為４月３日から９月７

日まで、御堂番奉仕を休んでおりましたが、９月８日より再開させて頂きます。  
  

納骨・永代経のお知らせ 

 ６月１４日（月）より９月１３日（日）の間に別院に納骨、永代経をされた方、９

月２０日（日）午前１１時より納骨経法要が本堂・本堂一階御坊会館にて勤まり

ます。 
  

秋季彼岸永代経法座のお知らせ 

９月１９日（土）～２５日（金）午後１時より、秋季彼岸永代経法座が本堂にて

勤まります。又、期間中法話もございます。 
  

◆９月 秋季彼岸永代経法座 講師及び講題◆ 

19日(土)  小原正憲氏（専念寺住職） 「助かる」とは 

20日(日)  春國文春氏（玄興寺住職） 信じるということ 

21日(月)  江馬燿準氏（光雲寺住職） 人間として生きる 

22日(火)  三島多聞氏（別院輪番） 意味ある人生 

23日(水)  内記 淨氏（徃還寺住職） 生と性と死―南無阿弥陀仏 

24日(木)  中飯田正夫氏（寶蓮寺前住職） 亡き人を憶う  

25日(金)  照元興圓氏（浄念寺住職）  池仏山浄念寺に伝わる池仏様 

  

 

お参りの際はマスクの着用、消毒液（本堂に用意してあります）にて手指の消

毒をお願いします。 

また、本堂、本堂一階御坊会館での着席の際は間隔を空けてお座り下さい。  

 
 
 

飛騨御坊真宗教化センター・高山別院 2020 年 9 月行事予定 

日 曜 時間 ご坊センター 会場 時間 別院 会場 

1 火       

2 水 16:00 朝日高根組 所長巡回 長圓寺    

3 木 13:30 青少幼年部会会議 別院 研修室 13:00 三日のご坊 内勤め 本堂 

4 金        

5 土    7:00 半日華  

6 日       

7 月 
14:00 
15:00 

伝道部会 
育成部会 法名に関する懇談会 

別院 研修室 
別院 センター室 

   

8 火        

9 水 13:30 益田組 所長巡回 桂林教会    

10 木 13:30 教区坊守会役員会 郡上 安養寺    

11 金    13:00 大谷婦人会 定例 法話：三島多聞氏（別院輪番） 御坊会館 

12 土       

13 日    7:00 前住上人ご命日 本堂 

14 月       

15 火 14:00 吉城組 所長巡回 誓願寺    

16 水 14:00 高山一組・二組合同 所長巡回 別院 本堂    

17 木       

18 金     7:00 一日華  

19 土     13:00 彼岸会 法話：小原正憲氏（専念寺住職） 本堂 

20 日     
11:00 
13:00 

納骨経 
彼岸会 法話：春國文春氏（玄興寺住職） 

本堂 
本堂 

21 月     13:00 彼岸会 法話：江馬燿準氏（光雲寺住職） 本堂 

22 火     13:00 彼岸会 法話：三島多聞氏（別院輪番） 本堂 

23 水     13:00 彼岸会 法話：内記 淨氏（徃還寺住職） 本堂 

24 木    13:00 彼岸会 法話：中飯田正夫氏（寶蓮寺前住職） 本堂 

25 金 15:00 企画会議  別院 センター室 13:00 彼岸会 法話：照元興圓氏（浄念寺住職） 本堂 

26 土        

27 日 14:00 清見組 所長巡回  了徳寺 13:00 親鸞聖人お逮夜 本堂 

28 月 19:00 教化研修所 別院 研修室 13:00 親鸞聖人ご命日 法話:森 恒河氏（秋声寺住職） 本堂 

29 火 13:30 真宗同朋会支部長会議 別院 研修室    

30 水        

10 月 

日 曜 時間 ご坊センター 会場 日 曜 時間 別院 会場 

6 火 13:30 真宗公開講座（一組真宗の会慶讃お待ち受け講演会）  3 土 13:00 三日のご坊 定例 本堂 

16 金  東海連区野球大会 当番 三重 11 日 13:00 大谷婦人会 定例 御坊会館 

21 水 19:00 教化研究所 別院 研修室 13 火 7:00 前住上人ご命日 本堂 

     27 火 13:00 親鸞聖人お逮夜 本堂 

ご坊の毎月定例 9月 
 

三日のご坊さま  ３日（木）  内勤め    

大谷婦人会定例 １１日（金）  三島輪番 

宗祖御命日 ２８日（月）  森 恒河氏（秋声寺住職）  いのちの声  
 



 

     28 水 13:00 親鸞聖人御命日 定例 本堂  


