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長 浜 教 区 管 内 月 報 

Mail nagahama@higashihonganji.or.jp 発行日／２０１１年９月１日 

Web http://www.daitsuji.or.jp/ 発行人／長浜教務所長 篠岡  誓法 

２０１１年８月１９日開催の教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議にて、

下記の議案件について、原案どおり議決されたのでご報告します。 （告示第３号） 

 

第 1号 ２０１０年度長浜教区教化事業報告 

第 2号 ２０１０年度長浜教区事業費会計歳入歳出決算書 

第 3号 ２０１０年度宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌長浜教区お待ち受け事業 

特別会計歳入歳出決算書 

第 4号 ２０１０年度長浜教区共済特別会計収支計算書 

第 5号 ２０１０年度長浜教区非常事態対策費会計収支計算書 

第 6号 ２０１０年度長浜教務所員役宅整備特別会計収支計算書 

第 7号 ２０１０年度長浜教区伝道車買換会計収支計算書 

第 8号 ２０１０年度長浜教区運営積立金会計収支計算書 

第 9号 ２０１０年度長浜教区長期総合整備計画積立金会計収支計算書 

第 10号 ２０１０年度長浜教区図書購入積立金会計収支計算書 

第 11号 ２０１０年度長浜教区出版物会計収支計算書 

第 12号 ２０１１年度経常費の御依頼割当に関する件 

第 13号 ２０１１年度教区費の御依頼割当に関する件 

第 14号 長浜教区災害救援特別会計規程（案） 

第 15号 ２０１１年度長浜教区教化事業計画 

第 16号 ２０１１年度長浜教区事業費会計歳入歳出予算 

第 17号 ２０１１年度宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌長浜教区お待ち受け事業 

特別会計歳入歳出予算 

第 18号 長浜教区・長浜別院・五村別院ホームページの管理運営に関する規程（案） 

第 19号 教区及び組の改編に係る機関設置に関する条例第１３条第１項第３号 

に定める委員の辞職に伴う補充委員の委嘱について同意を求める件 

第 20号 長浜・五村別院建造物修復整備事業会計に関する件 

①２０１０年度長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計歳入歳出決算書 

②長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計収入支出総計画変更案 

③２０１１年度長浜・五村別院建造物修復整備事業特別会計歳入歳出予算 

２０１１年度 教区会（通常会）・教区会門徒会（通常会）合同会議開催 

mailto:nagahama@higashihonganji.or.jp
http://www.daitsuji.or.jp/


１ 団体参拝について 

既に実施計画書及び機関誌『真宗』にてご案内のとおり、宗祖親鸞聖人七百五十回御正当

報恩講・宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌讃仰音楽法要・御本尊動座式への団体参拝を募集し

ております。当教区におきましては、参拝をお申し込みいただいた団体に対し、組を通じて

一人 1,000円の助成をさせていただきます。 

具体的な助成対象及び助成方法等につきましては、9月 1日に開催されます正副組長・正

副組門徒会長会の折に役職者の方々へ説明させていただきます。 

また、法要日程や内容、参拝申込要項等につきましては、実施計画書及び『真宗』9 月号

（40～41ページ）をご参照ください。 

２ お斎について 

詳細は『真宗』９月号（41ページ）をご参照ください。 

なお、 11月 24日（木）、27日（日）、28日（月）はすでに満席となりました。 

３ 出仕について 

出仕を希望される方は、『真宗』9月号綴じ込みの出仕願を、教務所へ提出ください。 

４ 稚児について 

役稚児、稚児ともすでに募集定員に達し、受付を終了させていただきました。 

 

 

 

◎救援金集計額（8/29現在） 1,277万 1,000円（内、送金額 1,240万円） 

ご協力いただきました皆さまに、厚く御礼申しあげます。 

継続した支援をしてまいるため、引き続きご理解とご協力のほど、重ねてお願い申しあげ

ます。救援金は、直接教務所にお届けいただくか、下記指定口座にお振込みください。 

◎指定口座 

 

 
 

【口座名義】長浜教務所長  篠岡 誓法（しのおか せいほう） 

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。 

◎教区災害救援特別会計規程及び特別会計の設置について 

今般の教区会・教区門徒会において「長浜教区災害救援特別会計規程」が設置され、現在

はこれに基づき、災害救援に資する金員として、一般会計からの回付金等を特別会計内で管

理しております。継続した支援をしていけるよう、被災地の状況に応じて適正に扱ってまい

ります。なお、教区として、「※子どもたちを放射能から守ろう！」事務局の活動にも協力

しておりますことを合わせてご報告します。 
 

※「子どもたちを放射能から守ろう！」は、福島第一原発事故から発足した会です。仙台教務所内に事務

局を置き、福島の子どもたちを守るための取り組みが行なわれています。 

・レーク伊吹農業協同組合 長浜北支店 （普） ００００９９３ 

・北びわこ農業協同組合 速水支店 （普） ００１２３２４ 

東北地方太平洋沖地震被災地救援金のご報告とお願い 

宗祖親鸞聖人七百五十回御正当報恩講・宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌讃仰音楽法要・御本尊動座式 

ご案内 



○ ２０１２年真宗大谷派宗務役員募集について 

勤 務 先 宗務所の各部門、東京宗務出張所又は教務所、海外開教監督部その他 

応募資格 ①年齢１８才以上２７才まで（2012年 4月 1日現在）の高等学校卒業又はこれと

同等以上の学力を有すると認められる者 

      ②真宗大谷派の僧侶又は門徒（帰敬式を受式し、所属寺が明確であること） 

提出期限 ２０１１年８月１日～９月２０日に宗務所総務部に持参もしくは郵送（書留郵便） 

にて必着のこと。 

試験期日 一次試験（筆記）          ２０１１年１０月１１日（火） 

      二次試験（一次試験合格者のみ・面接）２０１１年１０月２４日（月） 

※詳細につきましては、『真宗』９月号 93ページをご参照ください。 

○ 年間書（法語カレンダー等）の注文について 

管内月報７月号に同封しておりました年間書とりまとめ注文については、受付を終了

しました。なお、お申し込み忘れ等ご入用の場合は、教務所までご連絡ください。(着日

指定はできません。) 

○ 長浜・五村両別院行事について 

各寺院宛に、秋季彼岸会のポスターを同封します。ご掲示いただき、有縁の方にご案内く 

ださるようお願いします。 

 

【住職任命】  

第２２組 正賢寺 嶂南  芳雄 （２０１１年８月２８日任命） 

【住職代務者任命】 

第１７組 浄邦寺 按察   （２０１１年７月１１日任命） 

第１７組 万傳寺 筒井  淳心 （２０１１年７月２９日任命） 

第１７組 宗元寺 徳永 格誠 （２０１１年８月１１日任命） 

【得度】 

第１２組 真廣寺 竹中  萌     （２０１１年８月４日受式） 

第１２組 真廣寺 竹中  雪   （２０１１年８月４日受式） 

第１３組 大久寺 堀  和樹  （２０１１年８月４日受式） 

第１５組 宗樂寺 山口 敦子 （２０１１年８月７日受式） 

第１６組 蓮澤寺 藤元  潤法 （２０１１年８月４日受式） 

第１６組 金光寺 新庄  直美 （２０１１年８月４日受式） 

第１６組 金光寺 新庄  了稀 （２０１１年８月４日受式） 

第１８組 忍法寺 藤  祐眞  （２０１１年８月４日受式） 

第１８組 飯田寺 按察  紫苑 （２０１１年８月４日受式） 

第２３組 立法寺 麓  真結  （２０１１年８月７日受式） 

第２３組 立法寺 麓  龍誠  （２０１１年８月７日受式） 

第２３組 宿善寺 井口  幸恵 （２０１１年８月４日受式） 

第２３組 宿善寺 井口  朊彰 （２０１１年８月４日受式） 

第２３組 宿善寺 井口  貴幸 （２０１１年８月４日受式） 

第２３組 空観寺 筧  隼弥  （２０１１年８月４日受式） 

敦 賀 組 西雲寺 武生  朊佳 （２０１１年８月４日受式） 

                                  以上 敬称略 



長浜教区・両別院９月行事予定表 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

9／1(木) 13:00 正副組長・組門徒会長会 長浜教務所 

 15:00 宗会報告会 長浜教務所 

2(金) 19:00 教務所長巡回（第１４組） 浄圓寺 

3(土) 9:30 教務所長巡回（第２４組） 來入寺 

4(日) 

 

10:30 

15:15 

教務所長巡回（第２０組） 

教務所長巡回（第１２組） 

廣行寺 

浄念寺 

5(月) 14:00 五日会 五村別院 

6(火) 9:30 花あかり練習日 五村別院 

 19:00 青少年委員会 長浜教務所 

8(木) 14:00 しんらん講座（古田和弘氏） 五村別院 

10(土) 

 
14:00 

14:00 

教務所長巡回（敦賀組） 

青少幼年事業 語り場～被災地とわたし～ 

高德寺 

虎御前山キャンプ場 

11(日) 11:00 教務所長巡回（第１６組） 歸命寺 

12(月) 

 

10:30 

11:30 

御坊さんお勤め講習会 

教務所長巡回（第１７組） 

長浜別院 

金蓮寺 

14(水) 

 

11:00 

19:00 

永代経祥月法要 

「儀式と教え」 

五村別院 

長浜教務所 

16(金) 9:30 花あかり練習日 五村別院 

19(月) 

 

10:30 

15:00 

教務所長巡回（第１３組） 

教務所長巡回（第２１組） 

念願寺 

本覺寺 

20(火) 

 

11:00 

14:20 

永代経祥月法要 

教務所長巡回（第２３組） 

長浜別院 

勝徳寺 

 19:00 教務所長巡回（第１５組） 覺應寺 

21(水) 10:00 

19:00 

五村別院秋季彼岸会～２３日 

ゼロからはじめる原発学習会 

五村別院 

長浜別院 

23(金) 10:00 教務所長巡回（第１８組） 蓮受寺 

24(土) 

 

 

10:00 

15:00 

18:30 

長浜別院秋季彼岸会～２６日 

教務所長巡回（第２２組） 

教務所長巡回（第１９組） 

長浜別院 

佛心寺 

五村別院 

26(月) 9:30 花あかり練習日 五村別院 

27(火) 19:00 御坊さん人生講座（太田 清史氏） 長浜別院 
 

○教務所員人事異動について  

組織部主事 三輪 清文  長浜教務所主事に任命する  （２０１１年８月１１日付） 

 

謹啓 残暑の候 教区の皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

このたび、8月 11日付にて長浜教務所主事を拝命いたしました。もとより浅学非才の身では

ございますが、貴教区発展の為、微力ながら尽力させていただく所存でございます。何かとご

迷惑をおかけすることとあろうかと思いますが、ご指導の程何卒よろしくお願いいたします。 

                                     敬 具 

（前任地：組織部 自坊：大垣教区） 

 

 

 

 


