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○ 慶讃法要「三重教区お待ち受け大会」スタッフ全体会を開催 
去る６月７日、宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要三重教区お

待ち受け大会スタッフ全体会が桑名別院本堂を会場に

開催されました。 

このたびのお待ち受け大会の体制は、教区教化委員、

教区門徒会員、教区坊守会委員、教区差別と人間を考

える協議会常任委員、桑名別院列座、桑名別院婦人会

員、桑名別院世話方、桑名別院職員、有識者の計１０

３名で構成し、このスタッフ全体会を機縁に来る１０

月８日の大会に向け準備が進められます。 

当日は、全体で大会の概要を確認した後、５部会（大会本部、法要部会、記念事業部

会、参拝部会、広報部会）に分かれて協議しました。 

今後は、各部門ごとに話し合いがもたれ、本部・主任会議で調整を加えながら大会当

日を迎えます。 

 

帰敬式受式者募集開始！！ 

三重教区では、今年度より新たな帰敬式実践運動推進計画を策定し、教区、別院、組及び寺

院における帰敬式の執行奨励について歩みを始めています。 

このたび、その取り組みの一環として、既報のとおり、大会当日の午前中に、２回に分け、

合計１００名の帰敬式受式者を募集します。 

桑名別院へは、初めて大谷裕鍵役（新門）が来院し執行されます。 

教区内住職及び代務者の皆さま方におかれましては、この機会に、ぜひ帰敬式の受式をご門

徒方に奨励くださいますようお願い申し上げます。 

 

日 時 ２０２２年１０月８日（土）１回目  9：00～10：00 

                 ２回目 10：30～11：30 

執行者 大谷
おおたに

 裕
ゆう

 鍵役（新門） 

申 込 ２０２２年７月１日（金）から８月３１日（水）まで 

※ 詳細は、三重教区・桑名別院ホームページ : https://mie-betsuin.com/ を参照ください。 
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○ 教務所員人事のお知らせ 
このたび、下記のとおり発令されましたのでお知らせいたします。 

氏 名 前役職 発 令 発令日 

髙科  行 三重教区駐在教導 定年により役務を免ずる ２０２２年６月３０日 

藤井 晃世 首都圏教化推進本部

推進要員 

三重教区駐在教導に任命す

る 

２０２２年７月１日 

※ なお、高科行氏は、三重教区の非常勤嘱託として引き続きお世話になります。今後ともよろし

くお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三重教区で５年間駐在教導を務められた髙科行

さんが、６月３０日をもって定年退職されます。 

 

 

 

髙科さんといえば… 

―20 年過ごしたブラジルの地― 

 

 

 普段は駐在教導として日々教化に邁進さ

れ、真剣に議論させる姿はみなさんご承知の

とおり。丁寧なしゃべり口調で、仏事や教え

に疑問を持たれて来所するご門徒さんの相

談にも親身になってお答えされる姿が印象

深いです。 

しかし一方で、髙科さんをよく知る方なら

だれしも感じる南米の雰囲気…意外と知ら

ない方も多いですが、髙科さんは京都の大谷

大学を卒業後、開教使（国際伝道活動に携わ

る僧侶）として南米ブラジルへ渡られました。 

お酒の大好きな髙科さん。

にぎやかな音楽が流れる

と独特なダンスを踊り、知

らない歌もスキャットで

…これはブラジルの血な

のか、はたまた髙科さん自

身の素質なのか（？）。 

 

⇒次ページから、今まで三重教務所で 

髙科さんとお仕事をされた方から 

メッセージをいただきました。 

 

事務所にて 

マリンガ南米本願寺本堂にて 

サンパウロ別院食堂での宴会 

ちなみに 

↑若かりし頃 
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髙科 行 教区駐在教導ご退職にあたり 
２０２０年春、コロナ禍によりあらゆる事業を

中止した中、新たな教化の方法を求めて議論が重

ねられた。駐在教導としてその議論の中心となり、

右や左から押しつぶされそうになりながら踏ん

張っていた。机に向かって黙々と教化事業を憶念

していた姿の印象が強い。感染予防を「いのちの

問題としてとらえます」という所長の方針に、あ

る時「それでも教化は不要不急ではないです

ょ！」と応酬された。「いのちの問題」と済ませ

ていた私は頭が真っ白になった。様々な場面で地

道に「教化」することを教えていただいた。 

一方では、真面目さ、丁寧な言葉、Endless 

working、雑談の笑い声、Portuguese、酒と歌へ

の愛着そして机周りの雑然さ。特徴が多く、人間

味のあふれる駐在さんだった。 

教務所を退職されたからこそできる教化事業

に邁進してください。   （前所長 柘植 至） 

 

 

寡黙で実直。宗務に対するその姿に感服してお

りました。また気遣いの人であり、公私にわたり

様々なお気遣いをいただいたことに深く感謝して

います。しかし！それは髙科駐在の昼の姿であり、

夜になるとその姿は一変し、陽気で溌剌。「コーヒ

ールンバ」のメロディとともに、新たな姿を拝見

し、再び感服した次第であります。長い間のお勤

め、本当にお疲れさまでした。色々と伝えたいこ

とがありますが、まず高速道路のゲートはゆっく

り通過してください。次に健康にお気をつけくだ

さい。そして最後にコーヒールンバは次からは私

が歌わせていただきます。ありがとうございました！（前主計 大島朋昭） 

 

 

駐在教導としてのお勤めお疲れ様でした。坊守会

などで大変お世話になりました。髙科駐在との出張

の道中では、開教使としてブラジルに赴任されてい

た頃のお話を伺うこともありました。中でも食文化

の話が印象に残っています。具だくさんなブラジル

のピザは話を聞くだけでおいしそうでした。耳の端

まで具が乗っていないとピザとは言えないと聞き、

カルチャーショックを受けました。 

 これからも健康に気をつけてお過ごしください。 

（前書記 木下香苗） 

 

 

 

お食事会の様子 

すき焼きをつつく髙科さんと木下さん 

所員旅行での記念写真 in 東京          
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 長きに渡りお勤めおつかれさまでした。髙科さんとは、前任地長浜で４年、三重で１年間

ご一緒させていただきました。 

 髙科さんと言えば、南米での開教使としての生活が長く、レイバンのサングラス、ハンチ

ング帽を肌身離さず、酒席では、陽気に楽しく異郷の地の人を演じる姿が一番に思い出され

ます。 

 その反面、何事にもひたむきに誠実に宗務にあたられている姿に、おおいに学ばさせてい

ただいたことであります。本当に髙科さんとのであいに感謝申し上げます。 

 これからは、自坊を中心に新たな活躍を念じております。     （前主事 三輪清文） 

 

 

髙科駐在退職にあたって 

この度は、髙科駐在が退職されるとのこと、本当

にお疲れさまでした。わたしが髙科駐在との出会い

は、三重教務所勤務で２年間のお付き合いでした。 

この度の定年退職にあたって勤務した時のエピ

ソードが有れば書いてくださいと言われて、５年前

の記憶を思い出していたら色々なことがあって何

を書いたらいいのか迷いました。髙科駐在は、お酒

とカラオケが好きで、月に１回みんなで飲みに行っ

たとき、いろんな話題を披露して楽しい雰囲気で食

事をしました。２次会では、スナックへ行ってみん

なで順番でカラオケを歌うのですが、髙科駐在以外の人が歌っていると、被せて歌ってくる

のですが、声が大きいので歌っている人よりも髙科さんの声が大きく、歌怪獣でした。また

ブラジルから帰ってきたせいか、「コーヒールンバ」が得意で、楽しい雰囲気を味わえました。 

また、所員旅行に行ったときですが、最初に髙科さんが運転をしたとき ETC のゲートをく

ぐるとき、スピードを出してくぐったのには驚きでした。みんながびっくりすると彼はいつ

も試しているのでだいじょうぶですと言って毎回スピードを出して恐怖の旅行になった思い

出があります。そんなエピソードがありますが、教化には真面目で教区の皆さんの信頼を得

て頑張っていました。奥さんとブラジルから日本に来て教化の現場に身を置き、大変ご苦労

されたと思いますが、これからは家庭を大事にして益々のご活躍を願っています。定年まで

お勤めされ本当にありがとうございます。             （元所長 大町慶華） 

 

 

髙科 行（たかしな こう） 
 三重教区長島組仁了寺住職 

すきな食べ物：うなぎ、中華料理 

すきな飲み物：アルコール全般（主にストロングゼロ） 

すきな音楽：黒人音楽 

趣味：犬の散歩、草むしり 

 

宗務歴 

1985 年 9 月～2005 年 10 月  南米開教区駐在開教使 

2006 年 1 月～2008 年 10 月 大聖寺教区駐在教導 

2008 年 10 月～2010 年 4 月  能登教区駐在教導 

2010 年 4 月～2017 年 8 月   長浜教区駐在教導 

2017 年 8 月～2022 年 6 月   三重教区駐在教導 
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○ 法語ポスターについて（慶讃事業） 
このたび、三重教区宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・

立教開宗八百年慶讃事業「真宗の仏事の回復に資する

事業」の取り組みとして、昨年に引き続き教区教化委

員会（寺族・門徒研修小委員会）にて法語ポスターを

作成しました。 

ポスターは５種類作成し、各寺院へ今月より１種類

ずつ当通信に同封しますので、掲示伝道の一環として

是非ご活用ください。 

なお、昨年の法語（５種類）は檉歩氏（中勢１組安養寺住職）に筆耕いただきました

が、今年は５名の教区内僧侶及びご門徒へ筆耕をお願いしました。 

今月送付の法語は、酒井誠氏（南勢１組道淨寺住職）筆耕です。 

 

○ テレホン法話冊子『心をひらく 43』発刊について 
２０２１年１月から１２月までのテレホン法話を収録した法話冊子『心をひらく４３』

（社会教化小委員会担当）を発刊しました。 

つきましては、当通信へ同封しますので、ぜひお目通しください。 

なお、教務所において１冊２００円にて頒布していますので、寺院や組の行事などで

ご活用ください。 

 

 

子ども会開設サポート通信 

子ども会の疑問・質問 Q＆A 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      教務所では、絵本や紙芝居、児連のゲームグッズなど、夏休みの子ども会や 

お勤め練習会などに貸出しすることができますので、どうぞご利用ください！     

Q. 子どもや親が興味

を持つような子ども

会のチラシのつくり

方がわからない。 

A. 子ども会のチラシのイメージができないということもある

と思いますので、本山(東本願寺)青少幼年センターホームペー

ジのチラシのサンプル 

(https://jodo-shinshu.info/oyc/child/pamphlet/) 

チラシの素材集 

（https://jodo-shinshu.info/oyc/publication/）を参考にし

てみてください。本山のキャラクターも無料でダウンロードで

きます。またパソコンは無理という方も、イラストや写真を切

り貼りして手作りすると、味があるチラシができると思います。 

今後、他の子ども会のチラシを収集していきますので、チラ

シ作りについて質問などありましたら、教務所を通じて、子ど

も会開設サポートスタッフにご相談ください。 

 

 

https://jodo-shinshu.info/oyc/child/pamphlet/
https://jodo-shinshu.info/oyc/publication/
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○ 研修会（公開）のおしらせ 
同和問題に取り組む三重県宗教教団連帯会議（三重同宗連）前期研修会  

◎日 時 ７月７日（木）１４：３０～１６：００ 

◎場 所 三重同朋会館３階講堂（桑名市北寺町 47） 

◎講 師 黒川みどり 氏（静岡大学教育学部教授） 

◎講 題 「水平社宣言より１００年、水平社宣言の意義」 

◎参加費 無料 

◎申 込 三重教務所まで電話・メールにて申し込みください。 

 
 

 

７月のテレホン法話  

７月 １日～１５日 ･･･内田   誓 氏 （四日市組 林正寺衆徒） 

７月１６日～３１日 ･･･山田 有維 氏 （三重組  西覺寺住職） 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D i a l o g u e （ダイアローグ・対話）   ― 教区教化委員会報告― 

○ 教化委員会（総会） 

・６月２３日（木）に教区教化委員会（総会）を開催した。協議内容は、（１）２０２１年

度教区教化委員会事業報告、（２）２０２２年度教区教化委員会事業計画について。 

  ２０２１年度はコロナ下のため、残念ながら中止の事業もあったが、オンライン研修

や広い会場に変更するなど、それぞれの部門が開催形態を工夫して事業を行った。 

２４時間 いつでも どこでも テレホン法話 

          ☎（0594）23-6191 

 

 

 

心をひらく  

教務所の事務休暇についてのお知らせ  

２０２２年８月１２日（金）～１６日（火）を夏季休暇とさせていただきます。 

 

緊急連絡先 桑名別院  ℡（0594）22‐0652 
 

 

 

【 住 職 任 命 】 

四日市組  淨光坊  五辻󠄀  元 （2022年 5月 28日 就任） 

中勢１組  本福寺  岡本 広之 （2022年 5月 28日 就任） 

【  得 度  】 

南勢２組  光蓮寺  藤井 心児 （2022年 6月 23日 受式） 


