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長 浜 教 区 管 内 月 報 
Mail nagahama@higashihonganji.or.jp 発行日／２０１１年３月１日  

W e b （現在リニューアル工事中です） 発行人／長浜教務所長 篠岡 誓法 

 御 遠 忌 法 要 ま で あ と わ ず か ！ ！  
教区の皆様には、讃仰事業等において、何卒ご協力賜りますようお願い申し 

あげます。 

○教区讃仰事業「東本願寺で花まつり」ならびに「子ども御遠忌」団体参拝参加 
募集の締切りについて 

「東本願寺で花まつり」ならびに「子ども御遠忌」団体参拝参加募集は、２月１４日に締め 

切らせていただきました。おかげをもって、花まつりについては１２００名を超える申込みを、 

子ども御遠忌については２９０名を超える申込みをいただきました。殊に「東本願寺で花まつ 

り」については予定を上回る参加者の安全確保のため、急遽「教区スタッフ」を各組で編成い 

ただいたき誠にありがとうございました。ご理解とお力添えに対し衷心より御礼申しあげます。 

今後とも各組内における準備、連絡、協議等、当日の引率も含め、引き続きご協力賜ります 

ようお願い申しあげます。 

※予定を大幅に上回るご参加をいただきましたので、現在、パレードや食事等をスムーズ行えるよう調整 

しております。このため、日程をやむを得ず変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください 

ますようお願いいたします。 

○特別展「湖北真宗の至宝と文化」について  

御遠忌讃仰事業である長浜城歴史博物館等における真宗三派（大谷派・本願寺派・佛光寺派）・ 

長浜市合同による特別展「湖北真宗の至宝と文化」のポスター等を同封させていただきますの 

で、ご掲示いただき、有縁の方にご案内くださるようお願いいたします。 

同封物 １.ポスター１部  ２.チラシ３部  ３.特別御招待券２部 

※図録について【予告】 

特別展の図録が開催初日（3/12）から会場にて2,000円（定価）で頒布されます。図録は、後日（3月 

中旬）教務所から各寺院に1冊ずつ進呈させていただきます。また、教務所におきましても図録の頒 

布を行います。ご寺院を通してのご購入の場合、教区より一部を助成させていただき、1,500円にて頒 

布いたしますので、是非お買い求めいただきたくご案内します。 

○宗祖親鸞聖人七百五十回御正当報恩講奉仕団の募集について 

期  間 ①２０１１年１１月２１日（月）～２３日（水） 

     ②２０１１年１１月２４日（木）～２６日（土）  各期間定員【２００名】 

     ③２０１１年１１月２７日（日）～２９日（火） 

申込日時 ２０１１年３月７日（月）午前９時から２０１１年１０月１１日（火） 

     ※各期間、定員になり次第締切。 

申込方法 研修部へお電話にてお申込ください。 ℡075-371-9185 

冥 加 金 １５,０００円 他に米２ｋｇ（米１升４合）または米代１,３００円 



○研修部補導の募集について 

勤 務 先 真宗大谷派宗務所 研修部 

勤  務 ①基本的に土・日・月・火・水・木曜日に出勤し、金曜日を休日とする 

     ②年末年始休暇、盂蘭盆休暇、夏期休暇及び特別休暇あり 

任  期 ２０１１年７月１日から４年間 

     ※ただし、任命前に業務を嘱託する場合あり 

応募資格 真宗大谷派教師 

提出期間 ２０１１年３月１日（火）～３月２８日（月） 

提 出 先 〒600-8308 京都市下京区烏丸通七条上る  

真宗大谷派宗務所 研修部 補導募集係  ℡075-371-9185 

※書類は郵送（簡易書留）にて３月２８日（月）までに必着のこと 

※募集必要書類の内、履歴書は教務所にあります。 

試験日時 ２０１１年４月７日（木）午前９時から 

試験内容 記述試験及び面接試験 

試験場所 真宗大谷派宗務所または同朊会館 

※詳細につきましては、『真宗』３月号５７頁をご参照ください。 

○真宗のつどい講演記録について 

２月１３日に開催されました真宗教団連合滋賀県支部「真宗のつどい」の参加記念品（昨年 

の講演記録）について、各寺院へ１部同封します。 

○長浜・五村別院 春季彼岸会法話について 

下記のとおり両別院において春季彼岸会法話が行われますので、ぜひともお参りください。 

長浜別院 ３月 １８日（金）１９日（土）２０日（日） 午前１０時・午後１時 
五村別院 ３月 ２１日（月）２２日（火）２３日（水） 午前１０時・午後１時 

法話 

長浜別院 五村別院 

１８日（金） 玉樹   惇 師 ２１日（月） 早嵜  得雄 師 

１９日（土） 堀澤  俊行 師 ２２日（火） 井口  光俊 師 

２０日（日） 護  雅顕 師 ２３日（水） 藤   知行 師 

○各研修会のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教区部落問題研修会  ３月１１日（金）午後７時３０分から（会場：教務所２階） 

ﾃｷｽﾄ『仏の名のもとに』（東本願寺出版・定価３００円）を使用し、研修を行います。 

広く有縁の方々の参加をお待ちしております。 

親鸞サークル ＳＯＳ（真宗・おたすけ・サンガ） 

３月１１日（金）午後７時３０分から（会場：教務所２階） 

「通夜・中陰の法話について」  アドバイザー 寺族研修小委員会  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住職代務者任命】 

第２１組  來真寺  中澤  章浩      （２０１１年１月１８日任命） 
第２４組  證光寺  益田  弦       （２０１１年１月２６日任命） 
第１５組  正等寺  吉田 公        （２０１１年２月１９日任命） 
敦 賀 組  稱名寺  村上 幸治       （２０１１年２月２０日任命） 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第１３組  大久寺  前住職 堀 諦憲     （２０１１年２月２１日命終） 
第１７組  念相寺  前住職 千田 靈照    （２０１１年２月２３日命終） 

以上  敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

長浜教区・両別院３月行事予定表 

 

御坊さん人生講座   『待たれている私』   【受付午後６時３０分から】 

午後７時から（会場：長浜別院） 

３月１４日（月）「帰去来（いざいなん）、魔郷には停まるべからず」 

講師 木越 康 氏（大谷大学准教授） 

４月１５日（金）「是人名芬陀利華（是
こ

の人
ひと

を芬陀
プ ン ダ

利
リー

華
カ

と名
な

づく）」 

  講師 朋部 宏昭 氏（浄土真宗本願寺派 正光寺住職） 

しんらん講座     『正信偈に学ぶ』    【受付午後６時３０分から】 

午後７時から（会場：長浜別院） 

３月２５日（金）  「一心帰命」 ―― 天親菩薩の教え 

４月２２日（金）  「正定の因」 ―― 曇鸞大師の教え 

御坊さんお勤め講習会  ３月１２日（土）午前１０時３０分～１２時 

会場：長浜別院桜の間・講師：長浜別院列座・内容「正信偈 草四句目下」 

＊今後の予定：４月１２日（火） 

                            嘱託 村井 香那
か な

 
 

２月１日より嘱託職員として勤めさせていただいている村井香那です。 

現在２３歳で、この春で社会人２年目になります。兵庫県の大学で社会福祉を４年間

学んでいました。卒業後は实家のある高月町に戻り、虎姫にある身体障害者施設で１月

末まで介護の仕事をしていました。 

所属寺である２３組の勝徳寺には小さい頃から日曜学校に毎週行っていて、小学生の

時には大通寺での花まつりに毎年参加していました。また高校生の時には『ともスタッ

フ』として花まつりのお手伝いをさせていただいていました。小学生の時には花まつり

に参加し象を引いてパレードをしていた私が、大人になってこのように長浜教務所で嘱

託職員として勤めさせていただけていることにご縁を感じています。 

嘱託職員としても社会人としてもまだまだ未熟でこれからではありますが、明るく元

気に頑張りますので宜しくお願い致します。 

着任挨拶 

教務所 事務休暇のお知らせ 

4月4日（月）御遠忌讃仰事業「東本願寺で花まつり」のため、事務休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 長浜別院    ０７４９－６２－００５４ 



長浜教区・両別院３月行事予定表 

 
 
 

 
【法要期間】                  【讃仰期間】 

 

 

 

※詳細につきましては、『真宗』３月号６５頁から６９頁をご参照ください。

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

3/2(水) 13:00 教区婦人会研修 長浜別院 

3(木) 

9:30 

13:30 

15:00 

19:30 

花あかり練習日 

特別展「湖北真宗の至宝と文化」实行委員会 

門徒研修小委員会 

花あかり練習日 

五村別院 

教務所 

教務所 

五村別院 

4(金) 
9:30 

19:00 

花あかり練習日 

「東本願寺で花まつり」实行委員会 

五村別院 

教務所 

5(土) 
13:30 

14:00 

推進員養成講座合同オリエンテーション 

五村別院五日会 

長浜別院 

五村別院 

7(月) 
13:30 

19:30 

社会教化小委員会 

ＨＰ委員会 

教務所 

教務所 

8(火) 15:30 教区御遠忌讃仰事業パネル展担当者説明会 五村別院 

9(水) 19:00 親鸞サークルＳＯＳ【通夜・中陰の法話について】 教務所 

10(木) 19:00 寺族研修小委員会 教務所 

11(金) 19:30 教区部落問題研修会 教務所 

12(土) 
10:30 御坊さんお勤め講習会 

特別展「湖北真宗の至宝と文化」第１会場（～６月１９日） 

長浜別院 
長浜城歴史博物館 

14(月) 19:00 御坊さん人生講座（木越康氏） 長浜別院 

15(火) 

9:30 

11:00 

13:30 

16:30 

花あかり練習日 

永代経祥月法要 

教区会参事会・教区会常任委員会合同会 

企画室 

五村別院 

長浜別院 

教務所 

教務所 

16(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

18(金)  長浜別院 春季彼岸会（～２０日） 長浜別院 

19(土)  
宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌第１期法要（～２８日） 

特別展「湖北真宗の至宝と文化」第２会場（～４月２８日） 

本山 
浅井歴史民族資料館 

21(月)  五村別院 春季彼岸会（～２３日） 五村別院 

25(金) 19:00 しんらん講座（古田和弘氏） 長浜別院 

29(火) 9:30 花あかり練習日 五村別院 

4/3(日)  「東本願寺で花まつり」前日準備 教務所 

4(月)  「東本願寺で花まつり」 本山 

12(火) 10:30 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

真宗本廟での収骨・帰敬式・読経等のお取扱いについて 

収 骨 参拝接待所でご遺骨をお預かりし、法要 
後（3月29日・4月29日・5月30日）
に収めさせていただきます。 

帰敬式 毎逮夜後に執行。 

収 骨 通常どおりのお取扱いとなります。 
 

帰敬式 午前（10時10分までに受付）と午後 
（14時10分までに受付）の2回執行。 


