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○各寺院 責任役員・総代・組門徒会員の選定について 
 

明年３月９日をもって、各寺院の責任役員・総代および組門徒会員の任期が満了します。 

つきましては、各寺院において、明年２月９日までに新役員を選定の上、組長に各届出

用紙をご提出くださるようお願いします。 

今回、「責任役員・総代選定届」「組門徒会員選定届」及び「選定上の注意事項」を各寺

院宛に同封しておりますのでご確認ください。 

なお、「責任役員・総代選定届」は、教務所で赤黒コピーをして、各寺院控え分をお渡し

します。書き間違えがないよう１枚のみ確実（押印は鮮明に）に作成ください。 

ご不明な点は長浜教務所までご連絡ください。 

 

○各寺院巡回について 
 

１２月に各寺院へ年末のご挨拶を兼ねて、掲示伝道ポスター１枚並びに教化冊子「真宗

の生活」（２０１２年版）並びに「御坊さんの百年を拓く」（第１４号 ２０１２年１月１日）

を届出門徒戸数の倍数分、教務所員及び別院職員がお届けいたしますので、新年に配布く

ださるようお願いします。巡回日程は下記のとおりです。何かご用命がございましたらお

申し付けください。 

ただし、日程は都合により変更することがあります。また、ご不在の場合は、ポスト、

玄関先等にビニール袋に入れて置かせていただきますのでご容赦ください。 
 

 

 

 

 

 

○新たな推進員が誕生！ ≪第３期教区指定推進員養成講座≫ 
本年３月から始まった第３期教区指定２０１０年度推進員養成講座では、実施全３カ組

が本山での後期教習を終えました。第１８組から２８名、第２０組から２１名、第２３組

から２７名が、また組独自で実施された第１２組婦人会推進員教習からの７名を加えた計

８３名の推進員が教区において新たに誕生されました。 

本山同朊会館での後期教習では、スタッフ、受講者が寝食を共にし、本音で語り合う中

で、一人ひとりが教えを聞いていくことの大切さが確認されました。今後は、同朊会運動

推進の担い手として、各寺、各組での活躍が期待されます。 

12/7（水） 第１４組・第１６組・第１９組 12/13（火） 第２１組・第２２組 

8（木） 第２０組・敦賀組 14（水） 第２３組・第２４組 

9（金） 第１３組・第１７組 15（木） 第１５組 

 12（月） 第１２組・第１７組・第１８組  
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○ 東北地方太平洋沖地震に係る長期支援のご協力について 

《被災者の方々に飲料水並びにお米をご提供ください！》 
 

震災発生から７ヵ月が経過した現在、被害が甚大であった仙台教区、特に高濃度の放射能汚

染が懸念されている福島県では、安心して飲食できるお米と飲料水を求める声が高まっている

ことが、現地災害救援本部並びに現地復興支援センター（仙台教務所内）から報告されていま

す。 

宗派においては、このたびの震災の長期的支援の取り組みとして、全国の寺院・門徒に「飲

料水」の提供を呼びかけるとともに、「宗祖親鸞聖人七百五十回御正当報恩講・讃仰音楽法要・

御本尊動座式」にバスにて参拝される団体にはお米の提供をお願いしていることであります。 

つきましては、下記のとおり長浜教区においても同様の対応をいたしたく、ご門徒をはじめ

有縁の方々に広くお声がけいただき救援物資をご提供くださるようお願いいたします。 

 

◇ ご提供にあたって ◇ 

１ 救援物資  

（１）飲 料 水 数量、１本あたりの内容量や規格については問いません 

（２） お 米 現地での配布に鑑み、５キロ程度に小分けください。（白米、玄米どちらも可） 

２ 提 供 先 長浜教務所 長浜市元浜町 32-4 電話（0749）62-0737 

３ 提供期限 特に設けません。（現地での物資調達状況によっては中断する場合があります。） 

４ 提供方法 持参又は送付ください。（持参、送付等困難な場合はご連絡ください。） 

５ そ の 他  

（１）お届けいただいた救援物資は長浜教務所において取りまとめ、宗務所もしくは現地復興支 

援センターにお届けいたします。 

（２）ご不明な点は長浜教務所までご連絡ください。 

※あわせて救援金も募っております。皆様の心温まるご協力をお願い申しあげます。 

<救援金現況報告>10/31現在 12,873,000円（内 送金額 1,240万円） 

 
○ ２０１１年 「御正当報恩講」について 

「宗祖親鸞聖人七百五十回御正当報恩講」を、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）にわたって厳修いたします。 

 また、１１月１９・２０日には「宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌讃仰音楽法要」を厳修し、

１１月２９日には、「御本尊動座式」を執り行います。 

  ぜひ、お誘いあわせの上、ご参詣くださるようご案内いたします。 

◇「御正当報恩講」団体参拝の引率者の方へ 

貸出用「長浜教区団体参拝用タスキ」が教務所にあります。ぜひご活用ください。 

 

○『長浜教報』第９２号の発行について 
このたび、２０１１年度、『長浜教報』（第９２号）を発行いたしました。各寺院の役員

分を含め、６部同封しております。 

なお、若干の残部がありますので、ご入用の場合は教務所までご連絡ください。 



 

○２０１１年度経常費完納御礼  

２０１１年７月１日から９月３０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２月号にて１０～１２月末の完納寺院をご

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。 

 

教区 
長浜別院大通寺 

第１２組 

等倫寺 源海寺 聞信寺 善仁寺  

德法寺  浄信寺 稱揚寺 崇德寺 

正業寺 啓福寺 光常寺 永福寺 

聞法寺 本光寺  

第１３組 

唯佛寺 善證寺 見瑞寺 德願寺 

專了寺 栁岸寺 善通寺 長圓寺 

念願寺 浄休寺 真入寺 了敬寺 

通來寺 長樂寺 福念寺 真勝寺 

明秀寺 光西寺 即法寺 光運寺 

青蓮寺 翠巖寺 大久寺 

第１４組 

念力寺 極安寺 西蓮寺 光覺寺  

第１５組 

長源寺 養善寺 正等寺 田勝寺 

雲西寺 善覺寺 勝福寺 安浄寺 

一心寺 覺應寺 了念寺  

第１６組 

圓教寺 願隨寺 西光寺 願海寺 

了願寺 金光寺   

第１７組 

願善寺 永勝寺 宿願寺 浄邦寺  

善力寺 觀行寺 行德寺 

第１８組 

忍法寺 運行寺 極樂寺 法音寺 

詫明寺 蓮受寺 來生寺 珀清寺  

第１９組 

法信寺 願應寺 頓證寺 了福寺 

覺法寺 西敎寺 覺了寺 浄國寺 

准願寺  

 

 

第２０組 

明照寺 宗念寺 西善寺 養本寺 

圓光寺 西照寺 唯行寺 白櫻寺 

淨信寺 明願寺 空念寺 覺圓寺  

南浜講堂 

第２１組 

林栖寺 來真寺 明善寺 淨流寺  

慶善寺 真願寺 運德寺 浄福寺 

入願寺 清休寺 泉龍寺  

第２２組 

來現寺 雲外寺 慈榮寺 真宗寺 

來通寺 通覺寺 智源寺 最藏寺 

正泉寺 相頓寺 浄明寺 正賢寺 

安立寺 空德寺 西慶寺 浄願寺 

金光寺  

第２３組 

本光寺 芳澤寺 立法寺 保念寺 

善福寺   宿善寺 圓長寺 西信寺 

應因寺 向源寺 真西寺 行信寺 

圓照寺 浄照寺   德恩寺 空観寺 

報土寺 專心寺 元龍寺   龍山寺 

長通寺 

第２４組 

浄敎寺 圓行寺 隨願寺 教覺寺 

充滿寺 覺念寺 本宗寺 梅龍寺 

猶存寺 圓常寺 來入寺 誓海寺 

樹德寺 景好寺 

敦賀組 

量泉寺 西雲寺 隆法寺 永壽寺 

願通寺 高德寺 無量寺 長賢寺 

稱名寺 西願寺 了雲寺 高福寺 

 



長浜教区・両別院１１月行事予定表 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

2(水) 

 

15:00 

19:00 

教区教化委員会「企画室」会議 

儀式と教え 
教務所 

8(火) 10:00 両別院報恩講反省会 長浜別院 

9(水) 
9:30 

13:30 

花あかり練習 

婦人会研修会 

五村別院 

長浜別院 

10(木) 14:00 しんらん講座 五村別院 

12(土) 10:30 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

15(火) 
11:00 

19:00 

永代経祥月法要 

御坊さん人生講座 
長浜別院 

16(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

18(金) 14:00 組門徒会研修会講師会 教務所 

27(日)  御正当逮夜 （長浜別院 13:00、五村別院 14:30）  

28(月)  御正当日中 （長浜別院 9:00、五村別院 10:30）  

29(火) 9:30 花あかり練習 五村別院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 同封書類 》 

（１）「責任役員・総代選定届」「組門徒会員選定届」及び「選定上の注意事項」 １部 

（２）長浜教報第９２号                          ６部 

（３）同朊大学仏教文化研究所からの展示会案内               １部 

                                   以 上 

教務所 年末・年始事務休暇のお知らせ 

１２月２９日（木）～１月５日（木）を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 

      三輪清文主事 ０５８４－４３－５４０６（大垣教区 三倫寺） 

      長崎 直 主計 ０５９４－４２－０４４６（三重教区 善明寺） 

【住職代務者任命】 

第１９組  篠原寺   多賀  靜哲     （２０１１年 ９月２３日任命） 

第２２組  真立寺   藤本 永照     （２０１１年 ９月２３日任命） 

第２３組  稱善寺   中西 佳澄     （２０１１年１０月 ３日任命） 

  以上 敬称略 

 

○ 研修会のお知らせ     お誘いあわせのうえ、ご参加ください。 

 しんらん講座 「正信偈に学ぶ」  １１月１０日（木）午後２時から  
  ◇ 会場  五村別院 ◇ 講師 古田 和弘 氏 ◇ 受講料 １回 500 円 

 御坊さん人生講座  １１月１５日（火）午後 7 時から   

  ◇ 会場  長浜別院 ◇ 講師 友久 久雄 氏 ◇ 受講料 １回 500 円  

 


