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○ 長浜教区花まつり子ども大会について 

有縁の方お誘いあわせの上、ご参加ください。 

１ 日 時 ２０１３年５月３日（金・祝）午前１０時～午後２時 

２ 場 所 長浜別院 

３ 対 象 小学生以上 

４ 参加費 １００円 

５ 持参品 念珠、勤行集、お弁当、水筒 

６ 内 容 午前：おつとめ、市中（大通寺）行進 午後：レクリエーション 

 

○ ２０１２年度 長浜教区同朋大会について 

教区同朋大会を下記のとおり開催いたします。入場整理券（３枚）を同封いたしましたので、

門徒さん（出来る限り推進員の方）をお誘いいただきご参加ください。また、入場整理券裏面

にあらかじめ必要事項をご記入の上、当日お忘れなくご持参ください。 

なお、今年の同朋大会会場は２，０００名収容可能です。さらに、参加希望される方がおら

れる寺院は、４月１７日（水）までに当該組長にお申し出ください。（各組長事務所に５０枚

あります。先着順。） 

◇ 日   時 ２０１３年５月１９日（日）１３時３０分～１６時３０分 

◇ 会   場  滋賀県立文化産業交流会館（米原駅西口より徒歩にて約5分） 

米原市下多良２丁目１３７ ℡（0749）52-5111 

◇ テ ー マ  教如上人が願われたこと ～東本願寺創立の本意～ 

◇ 講  師  上場 顯雄氏 

（大阪教区第５組圓德寺住職、教学研究所嘱託研究員） 

◇ 参加対象 各寺院寺族、門徒  

◇  持 参 品 念珠、勤行集、筆記用具、入場整理券、参加費 

◇  参 加 費  １人 ５００円（当日受付にて納入ください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 長浜別院 パネル展「教如上人と湖北」のお知らせ  

  ２０１３年３月１６日（土）～１２月１５日（日）の期間、長浜別院において、〔教如上

人と湖北〕と題し、「大本願寺と湖北」、「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」等のパネル展示を行っております。お誘いあわせのうえ、ご来院ください。 

※ 同朋大会の会場について 

  

２０１３年度から長浜・五村別院建造物修復整備事業の一環として、市指定大通寺山門修

復工事に着工いたします。山門修復工事にあたり、長浜別院白洲一体が資材置場等になりま

す。さらに山門修復後は本堂修復に着工予定であります。一方、五村別院は、本堂、大広間、

茶所あわせて最大５００名までの収容で、駐車場の確保が困難なことから、本年度以降の教

区同朋大会の会場については、長浜別院山門及び本堂の修復が完了するまでの間（２０１６

年度予定）、滋賀県立文化産業会館等での開催となりますので、ご了承ください。 



○ 宗教法人の会計年度終了後の提出書類について 

各宗教法人には、毎会計年度終了後４ヵ月以内に役員名簿及び財産目録等を作成し、所轄 

庁たる県知事あてに提出することが義務づけられております。この期限までに提出されない

場合には、代表役員、もしくは代表役員代務者に１０万円以下の過料が処せられますので十

分ご留意ください。 

なお、提出書類の雛型を紛失された法人（寺院）は、教務所にお申し出いただくか、滋賀 

県、福井県各県のホームページから入手ください。 

≪届出書類の提出先≫ 

（第１２組から第２４組）〒520-8577 大津市京町４丁目１番１号  

滋賀県総務部総務課 私学･宗教法人・県立大学担当 

            電話 （077）528-3115 

  （敦賀組）〒910-8580 福井市大手３－１７－１  福井県総務部情報公開・法制課  

 電話  （0776）20-0246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 「長浜教区東日本大震災 災害復興支援金」勧募のお願い 

東日本大震災から２年、今もなお多くの方々が苦難の生活を強いられています。この震災

を風化させないためにも、今後も長期的に継続した支援活動に向けて「長浜教区東日本大震

災 災害復興支援金」を勧募しております。皆様の心温まるご協力をお願い申し上げます。 

※ 本年秋、救援物資（お米）をお届けする予定です。詳細は７月頃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。    

【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） 

※ 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。 

※《災害復興支援金現況報告》 3/27現在 287,066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 

― 両別院離脱問題等資料整理委員会からのお願い － 

教団問題を逆縁として顕かとなった、宗門の実態に対する慚愧の念により ①組門徒会ならびに教区

門徒会の発足 ②各寺院役員の公選と、月例寺院役員会の実施 ③門徒の宗政参加と公議公論による教

団運営の３点が宗門本来化の柱として確認されました。 

教団問題が風化する中、欠くことができないのは、寺院の現状と建立の願いを点検し、課題の確認

を絶えず繰り返すことであります。それは気の遠くなるような作業ですが、歩み続けなければなりま

せん。ただそのことだけが教団問題に学び、応える意義であると考えます。このような視点に立って

「長浜別院宗派離脱の経過と対応」をできるかぎりまとめておきたいとの願いから、教区教化委員会

「両別院離脱問題等資料整理委員会」が 2012 年 12 月に発足したことであります。現在委員会にお

いては、資料収集から取り組みを始めておりますが、資料が不十分な状況にあります。 

つきましては、下記の資料をお持ちであれば、提供くださるようご協力の程よろしくお願いいたし

ます。なお、提供いただいた資料は複写の上、返却させていただきます。 

記 

● 両別院離脱問題に関する資料（どのようなものでも結構です。） 

●『長浜教報』１号（昭和３０年頃発行）～６４号（昭和５９年頃発行）、７７号（平成８年発行） 



○今月の公開講座のご案内 

 どなたでも参加できます。お誘いあわせてご参加ください。 

 

御坊さん人生講座            教区部落問題研修会 

  日 時/４月２日（火）午後７時から      日 時/４月２５日（木）午後７時から 

   会 場/長浜別院大通寺            会 場/教務所２階  

 講 師/神野郁夫氏（京都大学大学院教授）   講 師/藤場俊基氏（金沢教区常讃寺） 

 

○書籍のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 第３４０回吉崎別院御忌法要のご案内 

同封チラシのとおり、本年も蓮如上人御影道中並びに吉崎別院にて御忌法要が勤まります。 

ご出仕及びご参詣ください。 

なお、蓮如上人御影道中は５月６日（月）１４時３０分頃五村別院に、また、５月７日（火）

８時３０分頃に長浜別院に立ち寄りになられます。お誘いあわせてご参詣ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住職代務者任命】 

第２２組 通覺寺 松江 洲         （２０１２年１１月２８日任命） 

第２１組 正信寺 中澤 章浩        （２０１２年１２月 ９日任命） 

第２１組 願正寺 箱田 秀正        （２０１２年１０月２９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１２組 緑苔寺 前坊守 冨田  咊子   （２０１３年３月１４日命終） 

第２２組 雲外寺 前坊守 木村  奈美枝  （２０１３年３月２３日命終） 

第２４組 覺念寺 住職 松尾  賢靜    （２０１３年３月 ８日命終） 

以上 敬称略 
 

人事のお知らせ 

 

 長浜教区雇員蓮元恵美子は、２０１３年３月３１日付にて、３年の任期満了となります。 

今後は、臨時職員として勤務することになりましたのでご承知おきください。 

第１２世教如上人は、戦国時期に織田信長・豊臣秀

吉・徳川家康などの武将と渡り合い、東本願寺を創立

した人として知られていますが、上人はどこまでも「聖

人一流」の教えを相続する信念を貫かれました。 

教如上人の生涯から東本願寺のルーツをたずねてみ

ませんか。 

是非この本書を読んで、 

教如上人四百回忌法要にご参拝ください。 



長浜教区・両別院４月行事予定表 

 

 

 

期日 時刻 行   事   内   容 会場 

4/2（火）  19:00 御坊さん人生講座 長浜別院 

5（金）  14:00 五日会 五村別院 

8（月） 

 10:30 

 14:00 

御坊さんおつとめ講習会 

しんらん講座 

長浜別院 

9（火） 

  9:30 

 10:00 

 19:00 

“花あかり”練習 

教区調査委員会懇談会（募財割当等に関する委員会） 

花まつりスタッフ会 

長浜別院 

教務所 

教務所 

10（水） 

  9:30 

 19:00 

両別院離脱問題資料整理委員会（実務班） 

教区声明儀式研修会 

教務所 

11（木）  14:00 教区教化委員会「社会教化研修小委員会」 教務所 

16（火） 

  9:30 

 11:00 

 14:00 

“花あかり”練習 

永代経祥月法要 

教区･別院御遠忌準備委員会 

五村別院 

長浜別院 

教務所 

17（水） 

 11:00 

 19:00 

永代経祥月法要 

親鸞サークルＳＯＳ 

五村別院 

教務所 

18（木）  14:00 教区同朋大会実行委員会 長浜別院 

19（金）  19:00 
花まつりスタッフ会 教務所 

22（月）  19:00 
聖教学習会 教務所 

24（水） 
 19:00 

教区教化委員会「寺族研修小委員会」 
教務所 

25（木） 
 19:00 

部落問題研修会 
教務所 

26（金）   9:30 
“花あかり”練習 長浜別院 

27（土） 
 13:00 

花まつりスタッフ会 教務所 

5/2（木） 
  9:00 

花まつり準備 教務所 

3（金） 
 10:00 

教区花まつり子ども大会 長浜別院 

6（月） 

 14:00 

14:30頃 

五日会 

御影道中お立ち寄り 

五村別院 

7（火） 8:30頃 御影道中お立ち寄り 長浜別院 

8（水） 

  9:30 

  9:30 

“花あかり”練習 

両別院離脱問題資料整理委員会（実務班） 

五村別院 

教務所 

10（金）  10:30 御坊さんおつとめ講習会 長浜別院 

13（月）  14:00 しんらん講座 長浜別院 

17（金）   9:30 “花あかり”練習 長浜別院 

19（日）  13:30 教区同朋大会 滋賀県立文化産業交流会館 


