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○宗務総長の指名並びに組局について 
 １０月１０日・１１日に開催された宗会（臨時会）において、宗務総長が指名され、組局 

が行われましたので、下記のとおりお知らせします。 

宗務総長   里雄 康意 （さとお こうい） 〈大垣教区  第１７組 緑林寺〉 

参  務  杉浦 義孝 （すぎうら よしたか） 〈岡崎教区  第２４組 浄覺寺〉 

参  務 木越  渉 （きごし わたる） 〈金沢教区  第１１組 光專寺〉 

参  務 富田 泰成 （とみた たいじょう） 〈名古屋教区 第２８組 妙用寺〉 

参  務 奥林  曉 （おくばやし さとる） 〈大阪教区  第 ７ 組 南桂寺〉 

参  務 藤戸 秀庸 （ふじと ひでのぶ） 〈高田教区  第 ５ 組 覺真寺〉 

 

 

○ 真宗本廟報恩講を厳修します。ぜひご参詣ください。 
  １１月２１日（木）の初逮夜から２８日（木）の結願日中まで七昼夜（８日間）にわたり 

真宗本廟（東本願寺）において報恩講が厳修されます。お誘いあわせてお参りください。 

詳細は『真宗』11月号21頁～33頁、同朋新聞11月号をご参照ください。 

 

○ 阿弥陀堂・御影堂門修復懇志のお願い 

  現在、宗派では宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌の記念事業として、御影堂の修復に続き、

阿弥陀堂･御影堂門の御修復を行っております。 

  この御修復に対する御懇志を1万円以上ご進納いただいた方を対象とした、阿弥陀堂新調瓦

への記名を受け付けております。 

  報恩講期間中に限り、真宗本廟にて10万円以上ご進納いただいた方を対象に、瓦に毛筆で

直接記名ができますので、ご上山の際にはご協力くださるようお願いします。 

詳細は『真宗』11月号33頁をご参照ください。 

 

○ 東本願寺結婚支援事業出遇いの場「縁JOY」を開催します。 

お寺の未来をともに語り合える、そんなパートナーとの出遇いを応援する≪東本願寺 結婚 

 支援事業 出遇いの場「縁 JOY」≫を開催します。興味のある方はお気軽にご参加ください。

詳細は本山ホームページ又は宗務所組織部（教務）総合相談室までお問い合わせください。

（TEL075-371-9184） 

◇ 日 時 ２０１３年１２月７日（土）午後２時～４時 ◇ 会 場 渉成園 

 

○ ２０１４年 教区・長浜五村両別院合同新年互礼会について 

新年互礼会を、２０１４年１月９日（木）午前１０時から五村別院にて開催します。詳細は

管内月報１月号にてお知らせします。日程を調整いただき、多数ご参加くださるよう予告いた

します。 

※「教務所長各組巡回連絡事項」でお知らせした期日を都合により上記期日に変更します。 

報恩講期間限定 瓦に直接記名できます 



○ 年末各寺院巡回を実施します。 

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枚及び教化冊子「真宗の生活」 

（２０１４年版）並びに「御坊さんの百年を拓く」（第１６号 ２０１４年１月１日）を第２回

門徒戸数調査（２０１２年１０月１日実施）にて報告いただいた数値の倍数分を教務所員及

び別院職員がお届けいたします。ついては新年に配布くださるようお願いします。 

なお、巡回日程は下記のとおりです。ご用命がございましたらお申し付けください。ご不 

在の場合は、ポスト、玄関先等に置かせていただきますのでご容赦ください。 

 

 

 

 

 

 

○「こどものうた」を募集しています －テーマ「誕生」－ 

  公益社団法人大谷保育協会では、１０年後の２０２３年に宗祖親鸞聖人がお生まれになって

から８５０年という年を迎えるというこの時期に、「こどものうた」募集事業を計画し、歌詞

の一般公募を開始しています。子どもたちとの日々、子どもたちから学んだこと、子どもたち

に伝えたいこと、あなた自身の子どもの頃の大切な思い出･･･。「こどものうた」の歌詞にして

ご応募ください。応募等の詳細については、宗派ホームページ、宗務所教育部内大谷保育協会

（075-371-9207）にてご確認ください。 

◇ 募集締切 2013年 11月28日（木） ◇ 出品料 無料 ◇ 発表2014年 3月25日（火） 

 

○ 東日本大震災 救援物資ご提供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は、１１月１２日から１４日（トラックは11日に出発）

に救援物資搬送チーム（坊守会代表、教区門徒会代表、教区婦人会代表、推進員連絡協議会

代表、花あかり代表ほか）、教区教化委員ほか、教務所員が東北の被災地に赴き、仮設住宅を

中心に直接お届けしてまいります。 

   

 

 

 提供予定のお米を一時保管されているご寺院等におかれましては、１１月８日（金）まで

に教務所にご連絡ください。教務所よりお伺いいたします。（土･日･祝日は教務所事務休暇で

すのでご容赦ください。） 

 

○五村別院前の道路整備工事について 

  

 

 

 

 

12/9 （月） 第１４組・第１６組・第１９組 12/13（金） 第２１組・第２２組 

10（火） 第２０組・敦賀組 16（月） 第２３組・第２４組 

11（水） 第１３組・第１７組 17（火） 第１５組 

 12 (木) 第１２組・第１７組・第１８組  ※ 日程は都合により変更することがあります。 

 １０月３１日より、２０１４年１月３１日まで五村

別院東側道路の拡張工事が行われます。期間中は片

側通行等の交通規制となります。五村別院出入には

十分気を付けてください。 

▼ ご提供数量  お米 （１０月３０日現在） 

        ５，７６５㌔（約96俵）（5㌔入1,153袋） 



○２０１３年度経常費完納御礼  

２０１３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。 

別院     第２０組     

長浜別院大通寺    明照寺 良善寺 宗念寺 善良寺 長善寺 

第１２組     西善寺 西入寺 專明寺 養本寺 圓光寺 

等倫寺 源海寺 聞信寺 德法寺 浄信寺 西照寺 唯行寺 白櫻寺 念善寺 光輪寺 

法雲寺 稱揚寺 今江寺 一念寺 崇德寺 淨信寺 明願寺 覺圓寺   

正業寺 啓福寺 光常寺 永福寺 證光寺 第２１組     

聞法寺 本光寺    林栖寺 來真寺 正信寺 淨流寺 慶善寺 

第１３組     真願寺 運德寺 浄福寺 入願寺 清休寺 

智通寺 唯佛寺 善證寺 見瑞寺 德願寺 專通寺 本覺寺 專光寺 泉龍寺 成真寺 

專了寺 浄蓮寺 栁岸寺 善通寺 長圓寺 願敎寺     

念願寺 浄休寺 真入寺 了敬寺 通來寺 第２２組     

福願寺 長恩寺 長樂寺 福念寺 真勝寺 本誓寺 來現寺 慈榮寺 西源寺 來通寺 

明秀寺 光西寺 即法寺 青蓮寺 聽信寺 通覺寺 智源寺 最藏寺 浄明寺 正賢寺 

講善寺 大久寺    安立寺 空德寺 西慶寺 浄願寺 金光寺 

第１４組     西樂寺 專照寺    

慶雲寺 皆念寺 通念寺 念力寺 極性寺 第２３組     

長願寺 極安寺 満立寺 浄休寺 西蓮寺 願超寺 本光寺 芳澤寺 祐善寺 法受寺 

光覺寺     立法寺 保念寺 善福寺 宿善寺 圓長寺 

第１５組     西信寺 應因寺 向源寺 真西寺 誓順寺 

養善寺 正等寺 田勝寺 了源寺 薫德寺 行信寺 圓照寺 速満寺 龍泉寺 空観寺 

雲西寺 西福寺 善覺寺 勝福寺 安浄寺 報土寺 元龍寺 龍山寺   

覺應寺 了念寺    第２４組     

第１６組     浄敎寺 圓行寺 隨願寺 教覺寺 充滿寺 

圓教寺 願隨寺 西光寺 源光寺 專福寺 覺念寺 梅龍寺 猶存寺 圓常寺 來入寺 

第１７組     報春寺 誓海寺 樹德寺 景好寺  

願善寺 願久寺 永勝寺 宿願寺 浄邦寺 敦賀組     

万傳寺 觀行寺 圓樂寺 行德寺  量泉寺 西德寺 隆法寺 永壽寺 願通寺 

第１８組     眞願寺 高德寺 唯願寺 無量寺 長賢寺 

忍法寺 運行寺 極樂寺 安勝寺 法音寺 善行寺 了雲寺 高福寺 皆圓寺  

詫明寺 蓮受寺 飯田寺 來生寺 珀清寺      

明法寺          

第１９組          

念信寺 西雲寺 法信寺 願應寺 頓證寺      

專宗寺 了福寺 本德寺 覺法寺 西敎寺      

篠原寺 覺了寺 浄國寺        

 

 

 

 

【住職代務者任命】 

敦賀組  隆法寺 興法 慶実          （２０１３年１０月２１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２４組 雙林寺 住職 川那部  誠       （２０１３年１０月２９日命終） 

以上 敬称略 

 



長浜教区・両別院１１・１２月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

11/1(金) 19:00 坊守会常任委員会 教務所 

5(火) 

14:00 

19:00 

教区教化委員会「企画室」 

声明儀式研修会 

教務所 

6(水) 

9:30 

19:00 

“花あかり”練習 

人生講座事前協議会 

五村別院 

教務所 

12(火)  

“花あかり”練習                          

東日本大震災救援物資搬送（～14 日）（教務所事務休暇） 

五村別院 

 

18(月) 14:00 しんらん講座 五村別院 

19(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

20(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

21(木) 19:00 ご坊さん人生講座 長浜別院 

22(金) 19:30 教区部落問題研修会 教務所 

25(月)  “花あかり”練習 五村別院 

 12/3（火） 10:00 報恩講反省会 五村別院 

   6(金) 19:00 教区部落問題研修会 教務所 

7(土) 16:00 青少年「語り場2013」 教務所 

9(月) 

19:00 

 

聖教学習会 

年末各寺院巡回（第１４組・第１６組・第１９組） 

教務所 

 

10(火) 
 年末各寺院巡回（第２０組・敦賀組）  

11(水) 
 年末各寺院巡回（第１３組・第１７組）  

12(木) 
 年末各寺院巡回（第１２組・第１７組・第１８組）  

13(金) 
 年末各寺院巡回（第２１組・第２２組）  

16(月) 
 年末各寺院巡回（第２３組・第２４組）  

17(火) 
 

11:00 

年末各寺院巡回（第１５組） 

永代経祥月法要 

 

長浜別院 

18(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

教務所 事務休暇のお知らせ 

１１月１２日（火）～１４日（木） 東日本大震災救援物資搬送のため事務休暇と 

させていただきます。  

緊急連絡先 長浜別院（０７４９）６２－００５４ 

 

各種研修会に参加しましょう！  

同封チラシのとおり開催いたします。お誘いあわせてご参加ください。 


