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～東北地方太平洋沖地震被災地救援金のご協力に感謝申しあげます～ 

 

このたびの震災に対し、4/27までにお届けいただきました救援金額をご報告いたしますととも

に、ご協力いただきました全てのご寺院・団体の皆さまに、厚く御礼申しあげます。 

当救援金は、4/28をもって第 1次締切とし、宗派災害救援本部に送金させていただきます。 

・救援金集計額（4/27現在） 1122万 2653円（寺院 313ヵ寺・一般 3団体・個人 35名） 

さて、今般の御遠忌におきまして、宗門は「被災地支援は継続した取り組みとしなければなら

ない」との決意表明をいたしております。今なお余震が続く中、復興への歩みが始められている

被災地に対し、教区においても継続して支援してまいるため、当救援金窓口を引き続き設置する

ことといたしました。各位には何卒ご理解とご協力のほど、重ねてお願い申しあげます。 

１ 対  象   寺院（寺族・門徒）・個人・団体 

２ 第 2次期限  2011年6月30日（木） 

３ 受付方法   直接教務所にお届けいただくか、指定口座にお振込みください。 

４ 指定口座 

金融機関 支店名 口座番号 

レーク伊吹農業協同組合 長浜北 普通 ００００９９３ 

北びわこ農業協同組合 速 水 普通 ００１２３２４ 

【口座名義】長浜教務所長  篠岡 誓法（しのおか せいほう） 

※ 披露状を発行いたしますので、お振込みの際は長浜教務所（℡0749-62-0737）までご連絡ください。 

※ 寺院の場合は、必ず振込み用紙に寺院名を明記してください。 

※ 恐れ入りますが、送金手数料をご負担いただきますようお願いいたします。 

 

第 3期御遠忌法要のご案内 
 

御遠忌教区団体参拝につきましては、教区・組にご協力いただき、誠にありがとうございます。 

お陰様で、「被災者支援のつどい」・「第 2期御遠忌法要」は、大過なく厳粛にお勤めさせていただ

くことができ、いよいよ、最終期である第 3期法要（5/19～28）を控えるところとなりました。 

団体参拝としての申込受付は終了しておりますが、一般参拝席での参拝は可能となっており、特

に 22日・25日の御伝鈔拝読については、御影堂内で自由に参拝することができます。 

また、阿弥陀堂の素屋根見学・パネル展、京都市美術館の親鸞展、みやこめっせのごえんき村な

ども大盛況で、高倉会館における讃仰法話・讃仰講演会にも連日大勢の方がご聴聞に来られてい

ます。 50年に 1度の宗祖御遠忌に是非お参りください。 
 

※詳しい御遠忌法要の日程は「真宗」や「同朊新聞」に掲載しておりますのでご参照ください。 

※駐車場は確保できません。公共交通機関をご利用願います。 

mailto:nagahama@tomo-net.or.jp


○２０１１年度経常費完納御礼  

２０１１年１月１日から２０１１年３月３１日までに、本年度の宗派経常費をご完納いただき 

ましたご寺院をご披露し、心より御礼申し上げます。次回は８月号にてご寺院をご披露させてい 

ただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます。 
 
 

第１２組 嚴因寺 緑苔寺 法善寺 

 善仁寺 正恩寺 正覺寺 

 即徃寺 光圓寺 了信寺 

第１３組 長恩寺 慈圓寺 講善寺 

第１４組 浄圓寺 

第１５組 願養寺 真行寺 

第１６組 專福寺 

第１７組 碧藏寺 金蓮寺 念相寺 

 福順寺 行德寺 

第１８組 成満寺 勝傳寺 飯田寺 

 南流寺 行念寺 

第１９組 圓融寺 常善寺 

第２０組 專明寺 

第２１組 正信寺 念慶寺 清休寺 

 專通寺 源照寺 恩長寺 

 了因寺 

第２２組 西樂寺 

第２３組 正観寺 勝德寺 

第２４組 覺勝寺 雙林寺 明德寺 

 明源寺 明正寺 

敦賀組 西德寺 願浄寺 

○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） 

申込締切 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 

○法人登記事務について 

同封のチラシのとおり、２０１１年５月２３日（月）から代表役員の変更等、宗教法人変更登 

記申請については、大津地方法務局に移管されます。なお、郵送で受付可能ですので、詳しく

は長浜支局（0749-62-0503）又は大津地方法務局登記部門（077-522-4671/4738）までお問合

せください。 

なお、登記事項証明書等の発行は、従来通り長浜支局にて取り扱われます。 

○２０１０年度「真宗本廟子ども奉仕団」について 

期  日 第１回 ２０１１年７月２９日（金）～３１日（日）【２泊３日】定員１５０名 

第２回 ２０１１年８月 ５日（金）～ ６日（土）【１泊２日】定員１５０名 
第３回 ２０１１年８月１９日（金）～２１日（日）【２泊３日】定員１５０名 

対  象 小学校４・５・６年生（お一人でも団体でもご参加いただけます） 

申込方法 同朊会館（研修部）075-371-9185に電話予約のうえ、申込用紙（教務所にありま 
す）に必要事項を記入し、教務所へご提出ください。 

申込期間 各期間２０日前まで  
     ※締切前に定員になった場合は、その時点で締め切らせていただきます。 



 

                                               村井 香那 
 

２月から長浜教務所にお世話になり、３ヶ月が経ちました。ようやく教務所での仕事にも慣れてきま

したが、知らないことや分からないことがまだまだ沢山です。 
以前就いていた介護の職場では“自分の身体が資本。毎日が体力勝負！”で、マイペースな私は時間

に追われて常に走り周っていました。しかし教務所では事務の仕事が大半で、何時間もパソコンと睨め
っこすることもたまにあります。そんな時に「こんにちは～」とガラスの引き戸が開き「教務所はもう
慣れたか？」、「どうや、頑張ってるか？」など教務所に来られる皆さんがよく声をかけてくださいます。
その度に「私のこと覚えてもらえてるんやな～」と実感しています。苗字ではなく“かなちゃん”と呼
んでくださる方もおられるので、とても嬉しいです。 

○研修会予定！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 例年５月に開催しております教区同朊大会は、御遠忌法要のため休止します。 

  ２０１１年度（２０１１年７月以降）に開催予定です。 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第２０組  淨信寺  住職  中川 馨順   （２０１１年３月３０日命終） 

第１５組  大雲寺  前住職 浅井  鎭男   （２０１１年４月１０日命終） 

以上  敬称略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教区部落問題研修会  ５月１３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。 

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） 

５月１０日（火）「課題を抱えた子ども達の暮らしと育ちを支援する」 

講師 辻 亨 氏（社会福祉法人 さざなみ学園校長） 

６月１７日（金）「認知症、正しい知識と理解で介護の軽減」 

－つらいのは本人それとも介護者？－ 

講師 石井 了恵 氏（金沢教区 法圓寺副住職） 

 

 
しんらん講座     『正信偈に学ぶ』    【受付午後６時３０分から】 

講師 古田 和弘 氏       午後７時から（会場：長浜別院） 

５月２７日（金）  「円満の徳号」―― 道綽禅師の教え 

６月２４日（金）  「仏の正意」 ―― 善導大師の教え 



長浜教区・両別院５月行事予定表 

 
【法要期間】                   【讃仰期間】 

 

【法要期間】 

 

※詳細につきましては、『真宗』４月号６４頁から６７頁をご参照ください。 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

5/1(日) 14:00 特別展記念講演会「真宗の展開と湖北」 長浜別院（本堂） 

2(月) 19:00 寺族研修小委員会 教務所 

4(水) 10:30 子ども御遠忌（受付 9:00～） 本山 

6(金) 
13:30 

14:00 

坊守大会 

五村別院五日会（河村俊明氏） 

本山 

五村別院 

10(火) 
9:30 

19:00 

花あかり練習日 

御坊さん人生講座（辻亨氏） 

五村別院 

長浜別院 

13(金) 19:30 教区部落問題研修会 教務所 

14(土) 
13:00 

14:30 

定例法話（玉樹惇氏） 

蓮如上人御影道中御上洛 五村別院お立ち寄り 

五村別院 

五村別院 

15(日) 9:30 蓮如上人御影道中御上洛 長浜別院お立ち寄り 長浜別院 

17(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

18(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

19(木)  宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌第３期法要（～２８日） 本山 

20(金) 9:30 花あかり練習日 五村別院 

27(金) 19:00 しんらん講座（古田和弘氏） 長浜別院 

30(月) 
9:30 

 

花あかり練習日 

【事務休暇 ～６月２日】 

五村別院 

 

6/8(水) 19:00 親鸞サークルＳＯＳ【教師検定試験について】 教務所 

9(木)  暁天講座出講講師事前打合せ会① 教務所 

収 骨 参拝接待所でご遺骨をお預かりし、法要
後（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。 

教務所 事務休暇のお知らせ 

５月３０日（月）～６月２日（木）は御遠忌法要の教務所一斉振替休日・近畿連区

所員研修会のため事務休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 長浜別院大通寺 ０７４９－６２－００５４ 


