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○ 長浜・五村別院 春季彼岸会について 

下記のとおり両別院において春季彼岸会を厳修いたします。お誘いあわせてお参りくださ 

い。 

長浜別院 ３月１８日（火）～２０日（木） 午前１０時・午後１時 

五村別院 ３月２１日（金）～２３日（日） 午前１０時・午後１時 

 

○ ２０１４年 春の法要について 

２０１４年４月１日（火）～４日（金）、真宗本廟において、「春の法要」を厳修します。

有縁の方お誘いあわせの上、ご参拝ください。詳細は『真宗』３月号３３頁～４５頁、同朋

新聞３月号をご参照ください。 

また、４月２日（水）には全戦没者追弔法会に長浜教区団体参拝を実施します。今年度は

奇数組（敦賀組は奇数組扱い）に参拝をいただきたく存じます。団体参拝の申込等詳細は各

組長までお問い合わせくださるようお願いします。 

 

○ 長浜教区花まつり子ども大会について ※会場が五村別院になります。 

現在、長浜別院山門修復工事に着工しております。山門修復工事にあたり、長浜別院白洲

一帯が資材置場等になっていることから、今年の花まつり子ども大会の会場は五村別院とし、

５月３日（土）に開催いたします。なお、詳細は同封の寺院宛案内をご覧ください。 
 

○ ２０１３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。 

◇ 日 時  ２０１４年５月１８日（日）午後１時３０分から４時まで 

◇ 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１０分） 

米原市下多良２丁目１３７ ℡（０７４９）５２－５１１１ 

◇ 講 師  長田 浩昭氏（京都教区法傳寺住職・原子力行政を問い直す宗教者の会理事長） 

 ※ テーマ等詳細未定。詳細は４月の月報にてお知らせします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

※ 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

修復工事に着工しております。山門修復工事にあたり、長浜別院白洲一帯が資材置場等に

なっており、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、茶所あわせて収容人数最大５００名であり、駐車場

の確保が困難なことから、教区同朋大会の会場を、当分の間、滋賀県立文化産業会館等で

の開催としますのでご了承ください。 



○ 東日本大震災 救援物資ご提供ありがとうございました。 

昨年、お米をお届けした方からたくさんのお礼状が届いております。下記以外のお礼状は、

紙面の都合上次月号以降に順次掲載します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 継続的に長期支援を行いたく、本年秋今回同様『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。 

 

○ 第８回原子力問題に関する公開研修会 

  真宗本廟（東本願寺）において標記研修会が下記のとおり開催されます。お誘いあわせて 

ご参加ください。詳細は『真宗』３月号８４頁をご参照ください。 

◇ 日 時  ２０１４年３月１１日(火) １３時開場 １３時３０分開会 

◇ 会 場  真宗本廟視聴覚ホール 

◇ 内 容  講演「忘れない戦争・震災・原発事故」志葉 玲氏（ジャーナリスト） 

講演「浄土と国家」玉光 順正氏（山陽教区 光明寺住職） 

対談 志葉 玲氏・玉光 順正氏 

※ 聴講無料 どなたでも聴講できます。 

 

○ 真宗のつどい参加記念冊子の送付について 

２月１６日に開催されました真宗教団連合滋賀県支部「真宗のつどい」の参加記念冊子『信

仰に人生を奪われないために』を、各寺院へ１部同封しますのでご一読ください。 

このたびは貴重なお米をお届けいただきありがとうございました。全国の皆様方が今だ

にお気にかけてくださることに感激しております。私のところは警戒区域に指定されてお

り、来年度も米づくりは自粛することになりそうです。雑草にまみれ荒れ果てた田畑を見

るにつけ、自由に好きなものを植えつけられることがどんなに幸せなことだったか事故後

はじめて気がつきました。                 福島県 相馬市 泉田 トモ子 

先日は、おいしいお米をありがとうございました。震災では大変な経験をしましたが、

それ以上に多くの方の温かいご支援や励ましのお言葉で元気づけられ助けていただいてお

ります。                        福島県 南相馬市 重野 陽子 

先日は、貴重なお米をありがとうございました。とても美味しいごはんで元気をもらい

ました。震災前は米づくりをしていましたが、今は何も作ることが出来ず田んぼの草刈と

瓦礫拾いにと毎日あけくれており残念なことです。しかし前向きにいつか元の生活に戻れ

るよう頑張ります。                   福島県南相馬市 原田 タカ子 

西光寺様より貴方様からの丹精込めたお米を受け取りました。本当にありがとうござい

ました。 ～みほとけの心とおして贈られる 米ありがたきかな 滋賀のみやこの～  

琵琶湖就航の歌大好きです。               岩手県 大船渡市 増田 邦夫 

先日、長浜教区よりお米を届けられ、早速おいしくいただきました。もうすぐ 3 年にな

りますが、被災地のことをいつまでも心配いただきありがとうございます。復興は少しず

つ進んでいるようなので前向きにがんばっていきます。   岩手県 大船渡市 平山 正人 

皆様のお力添えのおかげで、このたびおいしいごはんを食べさせていただきました。感

謝しております。ありがとうございました。       岩手県 大船渡市 永澤 トヨ子 

お米ありがとうございます。我が家はようやく高台に土地を見つけ店舗再開に向け第１

歩を踏み出したところです。また、合同ですがお寺でお取り越しも勤めました。 

                     岩手県大船渡市 大浦征子（以上 敬称略） 

 



○ 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

庁たる県知事宛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１０万円以下の過料に処せられますのでご注意

ください。 

提出書類の雛型は教務所にあります。また、滋賀県、福井県各県のホームページからもダ

ウンロードができます。なお、記入方法等でご不明な点がございましたら教務所にご連絡く

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 

 

 

 

 

 
 

 

 

『お彼岸』 

お彼岸は、全国のお寺やお墓に多くの人が

お参りする大切な仏事です。 

2 割引 

1 冊 48 円円円円 
 

●家山 勉 

 介護の現場から彼岸を考える 

●天野美津子 

 声なき声に生かされて生きる 

●お彼岸－お内仏のお荘厳－ 

●浄土真宗のご本尊 

 ・阿弥陀如来ってどんな仏さま？ 

 ・お釈迦様と阿弥陀如来ってどんな関係？    

○ 研修会のお知らせ    お誘いあわせてご参加ください。 

しんらんしんらんしんらんしんらん講座講座講座講座    「「「「歎異抄歎異抄歎異抄歎異抄にににに聞聞聞聞くくくく」」」」     ◇ 会 場  五村別院 ◇ 講師 一楽 真氏 

◇ 日時 ３月１７日（月）午後２時から ◇ 受講料 １回 ５００円 

    
御坊御坊御坊御坊さんさんさんさん人生講座人生講座人生講座人生講座           

◇ 日時 ３月２６日（水）午後７時から   ◇ 会 場 長浜別院     
◇ 講師 槌田 劭氏（元京都精華大学教員） ◇ 受講料 １回 ５００円  
 
部落問題研修会部落問題研修会部落問題研修会部落問題研修会            ◇ 会場 長浜教務所２階  

◇ 日時 ３月２７日（木） 午後７時３０分から ◇ 参加費 無料 

⇒４月１８日（金）は講師に山本義彦先生（浅香地区まちづくり協議会会長）をお招き

します！午後７時から、ご参加お待ちしております。 

『『『『真宗真宗真宗真宗のののの仏事仏事仏事仏事』』』』    

再入庫しました！ 

真宗大谷派の仏事を学

ぶ基本書として。 

2割引 400400400400円 

『『『『あかほんくんあかほんくんあかほんくんあかほんくん勤行集勤行集勤行集勤行集』』』』    

子ども会・日曜学校などに 

どうぞ。 

200200200200円 

本のコーナー 

○ 得度事前学習会について 

本年度は３月２６日（水）～２８日（金）に開催いたします。 

昨年１２月に開催した得度事前学習会説明会に出席されていない方で、受講を希望され

る方は、教務所（担当・藤井）までお知らせください。 



 

 

 

 

    

    

    

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

3/1(土) 13:30 推進員養成講座合同オリエンテーション 五村別院 

3(月) 14:00 教区・両別院御遠忌準備委員会「広報部会」 教務所 

5(水) 14:00 五日会 五村別院 

6(木) 

13:30 

14:30 

長浜･五村別院建造物修復整備委員会「小委員会」 

長浜･五村別院建造物修復整備委員会「総会」 

五村別院 

五村別院 

7(金) 

9:30 

10:30 

19:00 

“花あかり”練習 

御坊さんお勤め講習会 

坊守会常任委員会 

五村別院 

長浜別院 

教務所 

10(月) 19:00 花まつりスタッフ会 五村別院 

11(火) 

9:30 

11:00 

19:00 

“花あかり”練習 

永代経祥月法要 

御坊さん人生講座事前学習会 

五村別院 

長浜別院 

教務所 

12(水) 

11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

教区教化委員会「門徒研修小委員会」 

五村別院 

教務所 

13(木) 15:00 同朋大会事前学習会 教務所 

14(金) 14:00 教区・両別院御遠忌準備委員会「教学教化部会」 教務所 

15(土) 13:00 坊守学習会 五村別院 

17(月) 

14:00 

19:00 

しんらん講座 

花まつりスタッフ会 

五村別院 

教務所 

18(火)  長浜別院 春季彼岸会（～20日） 長浜別院 

19(水) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

20(木) 19:00 教区教化委員会「寺族研修小委員会」 教務所 

21(金)  五村別院 春季彼岸会（～23日) 五村別院 

24(月) 

9:30 

19:00 

“花あかり”練習 

花まつりスタッフ会 

五村別院 

教務所 

25(火) 14:00 教区・両別院御遠忌準備委員会「幹事会」 教務所 

26(水) 

 

19:00 

得度事前学習会（～28日） 

御坊さん人生講座 

教務所 

長浜別院 

27(木) 19:30 部落問題研修会 教務所 

4/5（土） 

10:00 

14:00 

坊守学習会 

五日会 

五村別院 

五村別院 

7(月) 

10:30 

14:00 

19:00 

御坊さんお勤め講習会 

しんらん講座 

聖教学習会 

長浜別院 

五村別院 

教務所 

長浜教区・両別院３・4 月行事予定 

【住職任命】 
敦 賀 組  長賢寺 唐川 篤子（２０１４年２月２８日 任命） 

【住職代務者任命】 

   第２１組 來真寺 中澤 章浩 (２０１４年 １月１８日 任命) 

第２１組 入願寺 藤居 専昭（２０１４年 ２月  ４日 任命） 以上 敬称略 

 


