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長 浜 教 区 管 内 月 報 

Mail nagahama@higashihonganji.or.jp 発行日／２０１１年１０月１日  

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

○査察委員選挙について 

各組で行われた査察委員の選挙について、下記のとおり決定しましたのでご報告します。

なお任期については、２０１１年１０月１日から２０１４年９月３０日までです。 

 

組名 寺院名 氏名 

第１２組 德法寺 福田  隆丸 

第１３組 通來寺 禿子  觀成 

第１４組 念力寺 菅原  碩信 

第１５組 真行寺 藤田  義嗣 

第１６組 德満寺 蜂屋  良彦 

第１７組 願善寺 小倉  雅文 

第１８組 景流寺 福田  濟 

第１９組 圓融寺 宮下  憲爾 

第２０組 宗念寺 三浦 了祥 

第２１組 念慶寺 速水  賢昭 

第２２組 雲外寺 木村  智道 

第２３組 向源寺 松室  慈慧 

第２４組 明樂寺 藤谷  愛嗣 

敦賀組 量泉寺 関地  幸夫 

 

○教務所長巡回について御礼 

９月２４日（土）をもって、全１４ヵ組の各組巡回が終了しました。皆様には、ご多用の 

ところご出席いただきましたこと厚く御礼申し上げます。教区役職者ともども、皆様からの

御意見を真摯に受け止め、今後教区の円滑なる運営に尽してまいりますので、何卒お力添 

え賜りますようお願いします。 

 

○子ども報恩講について 

１０月１０日（月・祝日）、五村別院にて長浜教区子ども報恩講をお勤めします。 

お誘い合わせてお参りください。お斎として、この地方に伝わるお講汁をご用意します。 

詳細は先月同封のチラシをご参照ください。 

 

mailto:nagahama@higashihonganji.or.jp
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○本堂掲示用ポスター「真宗宗歌」及び「恩徳讃」について 

本堂掲示用の「真宗宗歌」及び「恩徳讃」ポスターを作製しました。 

以前より、各寺院には真宗教団連合作製による同ポスターをご愛用いただいておりましたが、

相当の年月も経っており、破れや汚れなどが目立つようになった寺院もあるようにお聞きしま

したので、このたび新たに教区にて調整させていただいたものです。 

ご入用の寺院には、無償にてお渡ししますので、この機会にぜひお求めください。 

なお、ご要望に応じて郵送もいたしますが、封入の都合上ポスターに折り目ができてしまい

ますので、できれば直接教務所にお越しいただきたく存じます。 

 

・大きさ：たて７２．５ｃｍ×よこ１０２．５ｃｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○法蔵館発行の勤行本の取り扱いについて 

２０１１年１０月３日（月）より、以下のとおり取り扱う種類を追加して「TOMO ぶっく」

及び各教務所等での頒布を開始します（一部定価の変更もございます）。 

なお、定価販売の義務付け（「独占禁止法」及び「再販売価格維持制度」の取り決め）によ

り、法蔵館では同日よりこれらの勤行本を割引対象外（定価頒布）とすることになりました。 

これを受け、教務所でも今後は割引でのお取り扱いができなくなりますことを、何卒ご承

知おきくださるようお願い申しあげます。 

 

   （１）真宗大谷派声明集（上）      7,140 円 

   （２）真宗大谷派声明集（下）      3,990 円 

   （３）御傳鈔 ひらがな版        1,720 円 ＜定価変更 旧定価 1,680 円＞ 

   （４）夏の御文・御俗姓御文・五帖御文  1,260 円  

   （５）真宗大谷派声明集（上）寸珍版上製 7,140 円 ＜新規取扱＞ 

   （６）真宗大谷派声明集（上）寸珍版並製 5,040 円 ＜新規取扱＞ 

   （７）昭和新刻 御文中本（ひらかな）  3,990 円 ＜新規取扱＞ 

   （８）大正新刻 御文中本（カタカナ）  3,675 円 ＜新規取扱＞ 

   （９）登高座作法（洋本）        2,625 円 ＜新規取扱＞ 

 

○ 長浜教務所事務分担について 

長浜教務所員の事務分担を一部変更いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。 



○研修会等のお知らせ 
  お誘いあわせのうえ、ご参加ください。 

・公開講座「ゼロからはじめる原発学習」  午後７時から（会場：長浜別院 桜の間） 

第２回 １０月１１日（火） 第３回  １２月２０日（火） 

講師 山崎 隆敏 氏（原発若狭ネット福井） 参加費  500円 

・聖教学習会  「浄土論註に学ぶ」 午後７時から  （会場：教務所２階） 

１０月１７日（月）・１２月６日（火） 講師 延塚 知道 氏（大谷大学教授） 

・御坊さん人生講座 午後 7 時から  受講料 1回 ５００円（会場：長浜別院） 

１０月２５日（火）講題「親鸞伝に学ぶ」 安藤 弥  氏（同朋大学准教授） 

１１月１５日（火）講題「仏の教えとカウンセリング」友久 久雄 氏（龍谷大学教授） 

・しんらん講座 「正信偈に学ぶ」 午後 2 時から（会場：五村別院） 

 講師：古田 和弘 氏 １０月２０日（木）、１１月１０日（木）  

※ 受講料 1 回 ５００円 
 
 

○ ２０１１年 「御正当報恩講」について 
御正当年にあたる本年は、毎年１１月の御正忌報恩講を「宗祖親鸞聖人七百五十回御正当

報恩講と称し、１１月２１日の初逮夜から２８日の結願日中まで七昼夜（８日間）にわたっ

て厳修します。 

 また、１１月１９日・２０日の２日間にわたって宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌讃仰音楽

法要を厳修します。１１月２９日には、翌年１月から阿弥陀堂修復を着工するにあたり、工

事完了までの間、御影堂九字之間を仮阿弥陀堂と位置づけ、御本尊・阿弥陀如来をご安置す

るため、「御本尊動座式」を執り行います。 

なお、団体参拝には、組を通じて、１人につき、1,000 円を教区から助成します。（助成

対象は、団体参拝申込書を提出された団体に限る。）団体参拝の申込締切は１０月２０日（木）

です。 

詳細は、「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・御本尊動座式実施計画書」及び機関誌『真宗』９月号、１０月号をご参照ください。 

 
 

 

【住職任命】 

第２４組  圓行寺   禿 信敬        （２０１１年９月２８日任命） 

 

【住職代務者任命】 

第１５組  了源寺  芳井 悦雄       （２０１１年９月１４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１６組  西光寺 前住職 大谷  祐馨   （２０１１年９月２６日命終） 

以上 敬称略 



 

長浜教区・両別院１０月行事予定表 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

10／3(月) 13:30 音楽法要リハーサル 長浜別院 

5(水) 9:30 五日講（教如上人祥月法要） 五村別院 

10(月)  子ども報恩講 五村別院 

11(火)  

19:00 

長浜別院報恩講前清掃奉仕（12.13.14.敦賀組） 

原発学習会 

長浜別院 

長浜別院 

12(水) 10:30 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

13(木) 9:30 花あかり練習 五村別院 

14(金)  五村別院報恩講前清掃奉仕（16.17.18組） 五村別院 

17(月) 19:00 聖教学習会（延塚知道氏） 教務所 

18(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

19(水) 

11:00 

13:30 

19:00 

永代経祥月法要 

音楽法要リハーサル 

寺族研修小委員会 

五村別院 

長浜別院 

教務所 

20(木) 14:00 しんらん講座（古田和弘氏） 五村別院 

21(金) 14:00 組門徒会研修会講師会 教務所 

23（日）  長浜別院報恩講（全戦没者追弔法会） 長浜別院 

24(月)  長浜別院報恩講（御伝鈔拝読） 長浜別院 

25(火) 

 

 

19:00 

長浜別院報恩講（讃仰の夕べ） 

人生講座（安藤弥氏） 

長浜別院 

長浜別院 

  26(水)  長浜別院報恩講（御満座勤行） 長浜別院 

  28(金)  五村別院報恩講（讃仰の夕べ） 五村別院 

29(土)  五村別院報恩講（御伝鈔拝読） 五村別院 

30(日)  五村別院報恩講 五村別院 

31(月)  五村別院報恩講（御満座勤行） 五村別院 

《 同封書類 》 

（１）「聖教学習会」案内チラシ                     １部 

（２）「儀式と教え」案内チラシ                     １部 

（３）公開講座「ゼロから始める原発学習会」案内チラシ          １部 

（４）「御坊さん人生講座」案内チラシ                  １部 

（５）「宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌讃仰音楽法要参拝」案内チラシ    １部 

（６）長浜・五村両別院報恩講参勤について                １部 

（７）長浜・五村両別院報恩講団体参拝について              １部 

（８）長浜・五村別院報恩講ポスター掲示について             １部 

（９）「長浜別院報恩講」ポスター                    ２部 

（10）「五村別院報恩講」ポスター                    ２部 

（11）「五村別院聞法会」ポスター（送付状１部）             ２部 

（12）「大通寺お茶席」案内チラシ                    １部 

（13）「五村別院報恩講お斎・日程表」案内チラシ             １部 

（14）長浜教務所事務分担一覧表                     １部  

                                  以 上 


