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○ ２０１２年度経常費完納御礼  

２０１２年１０月１日から２０１２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 

 等倫寺 正福寺 善仁寺 善行寺 

 今江寺 一念寺 德善寺 

第１３組 

 智通寺 光了寺 勝專寺 立勝寺 

 福願寺 光專寺 慈圓寺 西元寺 

 入善寺 翠巖寺 松音寺 

第１４組 

 授法寺 利覺寺 極性寺 光覺寺  

第１５組 

 持專寺 圓法寺 吟松寺 心縁寺 

 勝福寺 安浄寺 

第１６組 

 圓乘寺 岩隆寺 遍増寺 了願寺 

 西空寺 憶念寺 誓傳寺 浄覺寺 

 金光寺 善照寺 教念寺 

第１７組 

 碧藏寺 存光寺 西養寺 法通寺 

 宿願寺 廣善寺 念相寺 

第１８組 

 了西寺 蓮臺寺 玄龍寺 養泉寺 

 慶德寺 詫明寺 即心寺 南流寺 

第１９組 

 念信寺 圓融寺 浄行寺 了見寺 

 休安寺 還来寺 正福寺 真證寺 

 常善寺 妙香寺 准願寺 

 

 

第２０組 

 廣行寺 唯敎寺 宗信寺 唯願寺 

 明願寺 

第２１組 

 等光寺 常德寺 樂入寺 正法寺 

 本覺寺 恩長寺 髙德寺 

第２２組 

 光乘寺 本誓寺 緑映寺 雲外寺 

 善林寺 通覺寺 相頓寺 廣福寺 

 浄明寺 正賢寺 西樂寺 佛心寺 

第２３組 

 願超寺 正観寺 祐善寺 法受寺 

 頓念寺 稱善寺 存法寺 浄照寺 

 德恩寺 長應寺 專心寺 安覺寺 

 長通寺 

第２４組 

 了覺寺 妙覺寺 教覺寺 本宗寺 

 證光寺 立圓寺 明樂寺 明德寺 

 西德寺 明源寺 

敦賀組 

 西雲寺 西誓寺 善行寺 了福寺 

 稱名寺 

別 院 

 五村別院
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○ 東日本大震災救援物資をお届けした方からお礼状が届きました！  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  ※ さらに御礼状が１通届いておりますが、紙面の都合上、次月掲載させていただきます。 

 

▽ 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。 

〔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》 1/28現在 13,383,240円 （内 送金額 13,110,000円）  

※ 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。 

 

○ 3.11 東日本大震災･心に刻む集いのお知らせ 

まもなく震災から２年が経とうとする２０１３年３月１３日(水)、仙台教区主催により、仙台

国際センター大ホールにおいて｢－3.11 東日本大震災・心に刻む集い－明日に向かって輝く響

き｣が開催されます。当日は、リレートークという形で、あらためて震災で犠牲になられた方を

深く心に刻み、被災地から、これまでご支援いただいた全国の方々への謝意を発信し、被災者と

支援者がそれぞれの立場から思いを語り合い、復興への課題と放射能被害の問題を共有し、未来

に繋げていけるような｢場｣や、宮城県七ヶ浜で被災したピアノを修復し活動を続けている歌手

「メティス」、仮設住宅で支援ライブ活動をする神戸のアカペラグループ「シュガースタイルス

ピリット」が出演されます。どなたでもご参加できます。詳細は東本願寺ホームページをご参照

いただくか、仙台教務所（℡ 022-297-2824）にお問い合わせください。 

◇ 日 時  ２０１３年３月１３日（水）午後１時 ～ 午後４時３０分 

◇ 会 場  仙台国際センター大ホール（1,000 名収容） 仙台市青葉区青葉山無番地 

○研修会予定 

教区部落問題研修会 

２月２２日（金）午後７時３０分から（会場：教務所２階）ﾃｷｽﾄ『仏の名のもとに』（東

本願寺出版・定価３００円）を使用し、輪読会形式で研修を行います。ご参加お待ちしてお

ります。 

前略、美味しいお米をいただきまして本当にありがとうございます。私どもがお世話になっている西光

寺様のおみがきに参加させていただきました。仏具をみがくこと、これは自分自身をみがくことに繋がっ

ているということをこの歳になって初めて実感しました。力を入れて心をこめてしっかりとみがく。やが

て仏具は輝きを取り戻して自から光を放つ、それまでは、私はあの人にこう言われたとか、体をこわして

いるからとか、今回の津波のせいと思ったし、そのように言ってきました。しかし、今回の大震災で、友

人に言われた一言「何で私ばかり次々と不幸かと思うでしょ。これは全て自分が正しくないことをした報

いだよ」「通りに叶った満足して生きることが大事」と言われ今までの人生のみっともない姿を洗い流して

くれたのが津波と思えるようになりました。このように言ってくれた人も、この津波のため、別の土地に

移られます。しかし何よりも津波で皆が家を失ったのに、私の家は２階まで津波に流されましたが、３階

建てでしたので、幸い日常には支障とならない程度の物を残してくれました。今はこの家財のおかげで新

しい平家の住まいにはテーブルとベッドを買っただけで生活ができありがたく思っております。今回初め

て他人様からお米をいただきました。お顔も名前も知らない方から温かい、そして惜しみないお心をくだ

さったこと、本当にありがとうございました。 

 お内仏の仏具みがきのように一心に、心をみがき、家族に感謝すること、この歳でやっと気がつきまし

た。この国のどこかで親鸞様の御同行である皆様、私たちを思ってくださる方、お米を作ってくださった

方々、そしてそれを届けてくださった方々に心より御礼申し上げます。 

                             岩手県 大船渡市 石川 勝雄〔敬称略〕 



○ 教如上人四百回忌法要に関する取り組みについて  

既報のとおり、２０１３年４月１日～６日、真宗本廟において、「春の法要・教如上人四

百回忌法要」を厳修します。有縁の方お誘いあわせの上、ぜひご参拝ください。 

また、教区では、下記のとおり教如上人四百回忌に関した取り組みを予定しております。

ぜひご参加ください。 

 

（１）教如上人の事跡に学ぶ学習会  

 ① 期日及びテーマ 

第１回 ３月２８日（木）教如上人と湖北の寺院・門徒 

第２回 ５月２２日（水）教如上人書状を読む 

第３回 ７月２４日（水）五村別院の建立と教如上人 

第４回 ９月２５日（水）教如上人像と廻り仏 

※時間 各回とも １４：００ ～ １６：００ 

② 会 場 五村別院 

③ 講 師 太田浩司氏（長浜城歴史博物館参事） 

 ④ 参加費 ５００円（１回） 

    ※ どなたでも参加いただけます。有縁の方々お誘いあわせの上ご参加ください。 

 

（２）パネル展「教如上人と湖北」  

   ① 期  間 ２０１３年３月１６（土）～１２月１５日（日）  

   ② 展示内容 「大阪本願寺と湖北」、「教如上人と湖北門徒」、「教如逃避行をめぐる伝承」 

          「湯次方と教如」等、写真をキャプションしたパネル展示。 

 

（３）教如上人四百回忌法要上山奉仕  

  ① 期 間 ２０１３年４月１日（月）～３日(水)（２泊３日） 

  ② 場 所 真宗本廟（東本願寺）同朋会館   

    ③ 対 象 教区門徒会員、推進員連絡協議会、教区婦人会、五村別院直参門徒、 

五村別院の文化を守る会 他 

 

○教如上人四百回忌法要懇志金のお願いについて 

 このたびの教如上人四百回忌法要に際し、寺院特別懇志を同封チラシのとおり取り扱ってお

りますので、引き続きご協力いただきますようお願い申し上げます。 

  

― 退任挨拶 ― 

                    長浜教区 第２１組 了因寺住職 松枝 剛 

 

 この度、２０１３年１月３１日付けをもちまして、五村別院副輪番の職を任期満了につき

退任いたしました。 

その間たくさんの方とご縁を結んだこと、また、ご指導ご協力で沢山の勉強をさせて頂い

たことは、私にとり大切な財産となりました。在任中は、皆様に多々ご迷惑をおかけいたし

ましたこと、深くお詫び申しあげます。 

退任後は、長浜教区の一住職として、教区･両別院のますますのご発展に協力いたす所存

です。これからもどうぞ宜しくお願い申しあげます。４年間お世話になり、誠に有難うござ

いました。 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

2/4（月） 19:30 ホームページ委員会 教務所 

7（木） 14:00 組門徒会研修講師会 教務所 

8（金） 
14:00 

19:00 

教区会参事会・教区門徒会常任委員会 

聖教学習会 
教務所 

10（日）  馬酔木展 （～4/18まで） 長浜別院 

13（水） 14:00 長浜・五村別院常議員会 長浜別院 

14（木） 14:00 教区教化委員会「企画室」 教務所 

15（金） 19:00 教区教化委員会「寺族研修小委員会」 教務所 

19（火） 
11:00 

17:00 

永代経祥月法要 

保護司会常任委員会 

長浜別院 

教務所 

20（水） 
11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

両別院離脱問題資料整理委員会（実務班） 

五村別院 

教務所 

21（木） 14:00 内局巡回 教務所 

22（金） 19:30 部落問題研修会 教務所 

23（土） 13:30 得度自主学習会 教務所 

25（月） 19:00 花まつりスタッフ会 教務所 

3/2（土） 
13:00 

13:30 

坊守会学習会 

推進員養成講座合同オリエンテーション（12組・敦賀組） 
五村別院 

4（月） 
14:00 

19:00 

しんらん講座 

花まつりスタッフ会 

長浜別院 

教務所 

5（火） 13:30 教区婦人会研修会 教務所 

6（水） 14:00 教区同朋大会事前学習会 教務所 

【 同封書類 】（１）教如上人講座案内チラシ １部 （２）聖教学習会チラシ(Ａ５サイズ)  1部  （３）教区坊守会案内封筒[黄色] １部  

（４）教如上人四百回忌法要懇志記念品紹介チラシ 1部 （５）別院列座募集チラシ １部 （6）御坊さんおつとめ講習会案内チラシ 1部 以 上 

 

長浜教区・両別院２月・３月行事予定 

 

【住職任命】 

第１５組 養善寺 常 盤 孝 信           （２０１３年 １月２８日任命） 

【住職代務者任命】 

第１２組 正恩寺 大 野 龍 天           （２０１２年１１月２０日任命） 

第１７組 存光寺 禿 子 觀 成           （２０１２年１１月２８日任命） 

第２２組 緑映寺 北 川 万紀子           （２０１２年１１月２５日任命） 

第２２組 廣福寺 中 濱 顯 文           （２０１２年１２月１７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１３組 大久寺 前坊守 堀  たつ子        （２０１２年１２月２８日命終） 

第１７組 觀行寺 前坊守 法 雲 和 子        （２０１３年 １月１３日命終） 

以上 敬称略 
 

 

教務所 事務休暇のお知らせ 

３月７日（木）～８日（金）を教務所員研修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 

 


