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○ 東北地方太平洋沖地震 救援物資（お米、飲料水）ご提供のお願い 

引き続き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（お米・飲料水）

をご提供くださるようお願いいたします。 

なお、救援物資をご提供いだいた方から被災者への方々へメッセージを届けるためのシー

ルを用意しております。シールご希望の方は教務所までご連絡ください。 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 救援金窓口を引き続き設置しております。皆様の心温まるご協力をお願い申し上げます。 

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。 

※《救援金現況報告》 1/30現在 13,015,371円（内 送金額 1,240万円）  

未送金分は 3 月末に本山へ全額送金します。

 

ご協力ありがとうございます。 

      教務所にお届けいただいた救援物資（1月 30日現在）  

 

         お米  約 1,030kg（約 17俵） 

         飲料水    436ℓ （2ℓペットボトル×218本） 

 

お届けいただいた救援物資は 3月 20日から 23日に、教区教化委員会 

企画室委員（有志）並びに教務所員が被災地へお届けします。  
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○２０１１年度 長浜教区同朊大会のお知らせ 

教区同朊大会を下記のとおり開催いたします。詳細は４月の月報にてお知らせします。 

１ 日 時  ２０１２年５月２０日（日）午後１時３０分から４時まで 

２ 場 所  長浜別院本堂 

３ テーマ 「朊と語ろう― 共生 ―」 

４ 内 容  開会・勤行 

       感話（体験発表） 

       記念講演 

        講師  丸田 善明氏 （真宗本廟教化教導・仙台教区宗通寺住職） 

       質疑応答・閉会 

 

○ 滋賀県支部主催「真宗のつどい」について 

真宗教団連合滋賀県支部主催の「真宗のつどい」の講演について、下記のとおり開催いた

します。お誘いあわせの上、ご参加ください。 

１ 日 時  ２０１２年２月１２日（日）午後１時から４時まで 

２ 場 所  滋賀県野洲市 野洲文化ホール（ＪＲ野洲駅南出口徒歩 2分） 

３ 講 演  講師 近田昭夫氏（東京教区 顕真寺前住職） 

講題 『念仏して元気になろう』 

４ アトラクション 「雅楽のしらべ」 長浜別院樂僧会 

５ 対 象 住職・寺族・門徒 

６ 参加費 無料 

 

○ 本堂掲示用ポスター「真宗宗歌」及び「恩徳讃」増刷について 

このたび、本堂掲示用の「真宗宗歌」及び「恩徳讃」ポスターを増刷いたしました。ご入用

の寺院には、無償にてお渡しします。 

※大きさ：たて 72.5ｃｍ×よこ 102.5ｃｍ  

パネル（額縁）を使用される場合は、B１サイズをお求めください。（文房具店等に市

販品が有ります。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 研修会のお知らせ    誘いあわせの上、ご参加ください。 

▽聖教学習会 ▽ 親鸞サークル SOS ……  別紙チラシ参照ください。 

   

御坊さん人生講座   ３月１４日（水）午後 7時から ◇ 受講料 １回 500 円  

 ◇ 講師 松村 薫子氏 （呉市海事歴史科学館学芸員） ◇ 講題「心でつなぐ糞掃衣
ふんぞうえ

」 

 

しんらん講座 「正信偈に学ぶ」  ３月８日（木）午後２時から  

 ◇ 会場  長浜別院 ◇ 講師 古田 和弘 氏 ◇ 受講料 １回 500 円 



 

○ ２０１１年度経常費完納御礼  

２０１１年１０月１日から２０１１年１２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５月の月報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 

正福寺 敬永寺 善行寺 今江寺 

一念寺 皆圓寺 證光寺 德善寺 

第１３組 

光了寺 勝專寺 浄蓮寺 立勝寺 

光專寺 慈圓寺 西元寺 聽信寺 

入善寺 講善寺 松音寺 

第１４組 

授法寺 皆念寺 通念寺 利覺寺 

福泉寺 極性寺 長願寺 満立寺 

浄休寺 

第１５組 

持專寺 圓法寺 吟松寺 心縁寺 

西福寺 

第１６組 

圓乘寺 岩隆寺 西空寺 憶念寺 

浄覺寺 善照寺 專福寺 教念寺 

第１７組 

存光寺 願久寺 西養寺 廣善寺 

念相寺  

第１８組 

了西寺 蓮臺寺 玄龍寺 養泉寺 

慶德寺 蓮光寺 勝傳寺 即心寺 

明法寺 

第１９組 

念信寺 西雲寺 浄行寺 了見寺 

休安寺 還来寺 專宗寺 正福寺 

真證寺 篠原寺 常善寺 妙香寺 

西通寺 

第２０組 

理念寺 善良寺 長善寺 廣行寺 

唯敎寺 宗信寺 西入寺 唯願寺 

念善寺 光輪寺 

第２１組 

等光寺 常德寺 樂入寺 正法寺 

專通寺 本覺寺 專光寺 願正寺 

願敎寺 髙德寺 

第２２組 

光乘寺 本誓寺 緑映寺 要誓寺 

專得寺 正安寺 善林寺 西源寺 

正傳寺 廣福寺 西樂寺 專照寺 

佛心寺 

第２３組 

願超寺 正観寺 祐善寺 頓念寺 

稱善寺 浄法寺 誓順寺 存法寺 

龍泉寺 長應寺 安覺寺 

第２４組 

了覺寺 妙覺寺 證光寺 立圓寺 

長照寺 報春寺 明樂寺 明德寺 

西德寺 明源寺 

敦賀組 

西誓寺 眞願寺 唯願寺 善行寺 

了福寺 願立寺 高雲寺 蓮敎寺 

浄賢寺 皆圓寺 

別 院 

五村別院 

 

 

 



長浜教区・両別院２月行事予定表 
期日 時刻 行   事   内   容 会 場 

2／3(金) 19:30 坊守会常任委員会 教務所 

6(月) 14:00 組門徒会研修会講師会 教務所 

7(火) 
16:00 

19:00 

同朊大会事前学習会 

花まつりスタッフ会 
教務所 

8(水) 
14:00 

18:30 

募財割当等に関する委員会 

教区と青少幼年センターとの協議会 
教務所 

10(金)  馬酔木展開催（～4/18まで） 長浜別院 

12(日) 14:00 真宗教団連合滋賀県支部主催「真宗のつどい」 野洲文化ホール 

13(月) 19:00 聖教学習会 教務所 

15(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

20(月) 19:00 親鸞サークル SOS 教務所 

21(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

24(金) 19:30 坊守会常任委員会 教務所 

27(月) 19:00 得度事前学習会受講者説明会 教務所 

28(火) 19:00 花まつりスタッフ会 教務所 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

《同封書類》 

（１）得度事前学習会案内並びに申込書     ２部 

（２）滋賀県支部主催「真宗のつどい」について（案内）   １部 

（３）聖教学習会（案内）       １部 

（４）親鸞サークル SOS（案内）      １部 

（５）人生講座案内ポスター       １部 

（６）「救援物資提供」依頼       １部 

（７）坊守学習会案内                          １部 

（８）御坊さんお勤め講習会案内並びに日程表     ３部 

                                    以 上 

教務所 事務休暇のお知らせ 

３月 ６日（火）～ ７日（水） 

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    ０７４９－６２－００５４ 

       

〔慶弔〕 

 生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第１２組  證光寺前住職  平野  顯照 (２０１２年１月 ５日命終) 

第１５組    勝福寺住職     月見  秀峰 (２０１２年１月 ８日命終) 

第１２組  法雲寺住職   四木  義尊（２０１２年１月２６日命終）                                                                                                            

以上 敬称略 


