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○ 第２回「門徒戸数調査」について 

（１） 実施期日 2012年 10月 1日（月） 

（２）提出期限  

2012年 10月 15日（月）までに、調査票に記入漏れがないかなど、再度確認いただ

き、薄緑色の提出用封筒に封入のうえ、組門徒戸数調査委員会（組長事務所宛）に

提出ください。 

※ 門徒戸数調査にて算定された数値の公開方法及び使用する数値については、2012年

9月 18日、全寺院宛に「募財・割当等に関する委員会」からの報告を付して通知い

たしております。 

○ 第７回「教勢調査」について 

（１） 実施期日 2012年 10月 1日（月） 

（２） 提出期限  

2012年 10月 15日（月）までに調査票に記入漏がないかなど、再度確認いただき、   

灰色の提出用封筒に封入のうえ、調査員（組長・但し 12 組は副組長）に提出くだ

さい。 

※ 門徒戸数調査、教勢調査については、調査票、提出用封筒とも色分けをしております

が、混在なきよう提出時に今一度ご確認くださるようお願いいたします。 

   

○ 東日本大震災 救援物資を被災地にお届けします。 

１０月１日～４日、皆様からご協力いただきました、救援物資を教区教化委員会有志が東北

の被災地（仮設住宅等）へトラックにてお届けします。 

 

 

 

 

 

  

※ 継続的に長期支援を行いたく、来年秋頃、今回同様救援物資をお届けする予定です。詳細

は次年度当初にお知らせいたしますので、引き続きご協力くださるようお願いいたします。 

 

▽ 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 

 

 

 

〔口座名義〕長浜教務所長  篠岡 誓法（しのおか せいほう） 

※《救援金現況報告》 9/26現在 13,290,844円 （内 送金額 13,110,000円）  

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 

お預かりしている救援物資 （2012.9.26現在） 

お米 約 3,585 kg（59俵） 

※ お米は低温倉庫（門徒委託）で保管いただいております。 
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○ 教区婦人会について 

教区婦人会の任期満了により、各組から新たな会員が選出されました。また、９月５日教 

区婦人会総会において下記のとおり、役員が選出されましたのでお知らせします。 

 

                    （任期 2012年 7月 1日～2014年 6月 30日） 

氏名 組 所属寺 役職  氏名 組 所属寺 役職 

丸岡 桂子 第１２組 敬永寺   山田 文子 第１９組 覺了寺  

山岡 登志子 第１２組 源海寺   富永 久美子 第１９組 覺法寺  

堀田 典子 第１３組 光専寺 常任  塚田 千代子 第２０組 明願寺  

宮部 玲子 第１３組 明秀寺   篠原 里子 第２０組 念善寺  

平井 美代子 第１４組 福泉寺 常任  佐藤 信子 第２１組 願正寺  

花澤 三千子 第１４組 慶雲寺   中谷 京子 第２１組 念慶寺  

村田 はるみ 第１５組 願養寺   浅見 朱美 第２２組 正賢寺 会長 

今井 久枝 第１５組 西福寺   植松 啓子 第２２組 真宗寺  

奥澤 美幸 第１６組 浄願寺   北野 澄子 第２３組 長應寺  

吉田 和子 第１６組 遍増寺   山口 ひろみ 第２３組 願超寺  

大橋 富美子 第１７組 願久寺 副会長  高山 敏子 第２４組 充滿寺 庶務 

高山 直子 第１７組 福順寺   林 孝子 第２４組 來入寺  

植谷 和子 第１８組 南流寺   河内 恵美子 敦賀組 願通寺  

西村 百合子 第１８組 成満寺   平山 真須美 敦賀組 西德寺  

                                         （敬称略） 

○ 滋賀同宗連結成２５周年記念研修会について 

長浜教区が、真宗教団連合として参画している「同和問題に取り組む滋賀県宗教教団連帯会 

議」（滋賀同宗連）は、１９８７年に同和問題を人権問題の重要な柱として捉え、人権教育及

び人権啓発を推進し、人権社会の確立を目指すことを目的に結成され、本年で２５年を迎える

ことになりました。このたび、結成２５年を記念して研修会が開催されます。 

つきましては、開催期日が迫ってからのご案内で恐縮に存じますが、何卒趣旨ご理解いただ 

き、お誘いあわせご参加ください。 

                 記 

１ 日 時 ２０１２年１０月１７日（水）午後１時～午後４時 

   ２ 場 所 野洲文化小劇場（JR野洲駅下車 徒歩約５分） 

   ３ 内 容 オープニング「唄・ありらん食堂」 

         記念式典 

         記念講演 「部落差別の現状と同宗連に今後求めること」 

         講師    小森 龍邦氏（部落解放同盟広島県連顧問） 

   ４ 参加費 無料 

 

 



○ 子ども報恩講をお勤めします。 

五村別院にて長浜教区子ども報恩講をお勤めします。 

お斎には、この地方に伝わるお講汁をご用意します。お誘いあわせてお参りください。 

記 

 １ 開催日時 ２０１２年１０月８日（月･祝） 

 ２ 場  所 五村別院 

 ３ 日  程  ９時３０分  受付  

        １０時     おつとめ 

        １０時３０分  おたのしみ 

        １２時     お斎 

        １３時３０分  解散 

 ４ 参加費  無料 

 ５ 持ち物  念珠・勤行集（赤本） 

 

○ 真宗本廟「子ども報恩講のつどい」参拝について 

１１月２３日（金･祝）、本山報恩講の期間中、子ども報恩講を開催します。お誘いあわせの 

上、ご参拝ください。詳細は同封のチラシをご参照ください。 

 

○ 教如上人四百回忌－東日本大震災復興支援－「子どものつどい」参拝について 

２０１３年４月５日（金）子どものつどいを開催します。お誘いあわせの上、ご参拝くださ

い。詳細は『真宗』１０月号８０頁をご参照ください。 

 

○ 第５回原子力問題に関する公開研修会について 

１０月２３日（火）１３時３０分から真宗本廟（東本願寺）において標記研修会が開催さ

れます。お誘いあわせの上、ご参加ください。詳細は『真宗』１０月号８２頁をご参照くだ

さい。 

※ 講師：中嶌哲演氏は、本年度長浜教区主催「ゼロから始める原発学習会」にも出講いた

だいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【得度】 

第２４組 充滿寺 西野 徑子      （２０１２年９月７日 受式） 

第２４組 充滿寺 西野 貴子      （２０１２年９月７日 受式） 

【住職代務者任命】 

第１７組 行德寺 法雲  俊邑      （２０１２年５月２４日 任命） 

第１３組 光了寺 有賀  欣哉      （２０１２年７月３１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１９組 西敎寺 前住職 北辺 智雄  （２０１２年９月２日 命終） 

〔お詫びと訂正〕 

9月管内月報において、誤植がありましたので、お詫びいたし訂正いたします。 

【得度】 第２１組 明善寺 ○誤中澤  章浩 → ○正中澤  寿浩 （２０１２年８月３日 受式） 

第１２組 聞信寺 ○誤几   恵憲 → ○正几   恵誓 （２０１２年８月７日 受式） 

【住職代務者任命】 

第２４組 ○誤明德寺 → ○正景好寺   秦   信映 （２０１２年６月２０日 任命） 

 以上 敬称略 

 



長浜教区・両別院１０月行事予定 

 

○ 新刊紹介     

別院探訪  著者：木場 明志   価格 ２，８００円              

              

             ２０００年７月号から２００４年１２月号まで真宗大谷派機関誌 

『真宗』で連載された表紙企画を再編集し、単行本化しました。 

             全国に存在する別院の「これまで」を文字として、「いま」を写真 

として伝える一冊です。 

地域の教化の中心道場たる別院の設立と変遷の歴史、地域の御同朋

の信仰の歩みを記録するとともに、別院参拝時に活用できるようア

クセスマップや年中行事等も掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

10/1～4  東日本大震災救援物資搬送  

5(金) 

9:30 

9:30 

19:00 

“花あかり”練習 

五日講（教如上人祥月命日） 

坊守会常任委員会 

長浜別院 

五村別院 

教務所 

8(月) 10:00 教区「子ども報恩講」 五村別院 

9(火) 19:00 教区声明儀式研修会 教務所 

10(水) 14:00 教化委員会「企画室」 教務所 

12(金) 

10:30 

14:00 

19:00 

御坊さんお勤め講習会 
長浜教区･長浜別院･五村別院宗祖親鸞聖人 750回御遠忌準備委員会 

聖教学習会 

長浜別院 

教務所 

教務所 

15(月) 14:00 しんらん講座 五村別院 

16(火) 
11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

音楽法要リハーサル 
長浜別院 

 17(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

19(金) 
14:00 

19:00 

教化委員会「門徒研修小委員会」  

ゼロから始める原発学習会 
教務所 

22～25 

22(月) 

 

19:00 

長浜別院報恩講 

御坊さん「人生講座」 
長浜別院 

26(金) 19:00 部落問題研修会 教務所 

29～11/1  五村別院報恩講 五村別院 

11/7(水) 14:00 教区門徒戸数調査委員会 教務所 

10(土) 13:30 公開研修会「原子力発電の本当のこと」 五村別院 

【 同封書類 】 

（１）御坊さん「人生講座」チラシ       1部  （２）研修会チラシ           1部        

（３）教区坊守会主催原発学習会チラシ     1部  （４）長浜・五村別院報恩講ポスター等  

（５）五村別院聞法行事ポスター        2部  （６）子ども報恩講案内         1部 

（７）滋賀同宗連結成 25周年記念研修会チラシ 1部                      以 上 


