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○  正副組長の改選について  

各組にて正副組長選挙が実施され、下記のとおり選定されましたのでお知らせします。 

    （敬称略／任期：２０１４年４月１日～２０１７年３月３１日） 

組  名 組長 副組長 

第１２組 梶浦   智 (善行寺) 華房  光壽 (法善寺) 

  

第１３組 堀   顕成 (大久寺) 福井   惠 (見瑞寺) 上橋  文彰 (長恩寺) 

第１４組 對月  慈照 (願浄寺) 神坂  惠正 (浄圓寺) 

  

第１５組 河﨑  顯了 (覺應寺) 宮尾   卓 (長源寺) 

  

第１６組 藤澤  孝典 (憶念寺) 澤面 宣了 (浄願寺) 

  

第１７組 藤井  哲朗 (宿願寺) 法雲  俊邑 (觀行寺) 明石  祐憲 (觀念寺) 

第１８組 長井  善教 (明法寺) 佐藤  義成 (満德寺) 

  

第１９組 貴山   明 (浄行寺) 虎頭  良裕 (專宗寺) 竹ヶ鼻  和友 (西雲寺) 

第２０組 光明  祐寛 (養本寺) 中濱  顯文 (白櫻寺) 

  

第２１組 門池   守 (樂入寺) 伊吹  惠鐘 (本覺寺) 

  

第２２組 仲西  裕昭 (真宗寺) 佐々木  尚隆(西慶寺) 

  

第２３組 藤森  了堅 (真西寺) 髙月  眞壽 (存法寺) 白髭  英春 (專心寺) 

第２４組 美濃部 俊裕 (來入寺) 川那部  恵龍(浄敎寺) 

  

敦賀組 村上  幸治 (善行寺) 武生  克幸 (西雲寺) 巖   隆夫 (浄賢寺) 

○  教区会議員選挙について  

３月２８日付にて発令されました教区会議員選挙は、以下の日程で４月２４日に選挙が実

施されます。 

立候補受付期間    ４月１０日（木）午前９時～４月１２日 (土) 午後４時 

立候補辞退受付期間  ４月１３日（日）午前９時～４月１５日（火）午後４時 

不在者投票期間    ４月２２日（火）午前７時～４月２３日（水）午後７時 

選挙の日       ４月２４日（木）午前７時～午後７時 

★不在者投票及び選挙日の投票の詳細については、当該選挙が投票によって行われること 

が確定した段階で、改めてご連絡いたします。 

 

 



○ 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。 

◇ 日 時 ２０１４年５月３日（土・祝）午前１０時～午後２時 

◇ 場 所 五村別院 ◇ 対 象 小学生以上 

◇ 参加費 １００円 ◇ 持参品 念珠、勤行集、お弁当、水筒 

◇ 内 容 午前：おつとめ、絵本朗読 午後：レクリエーション 

  ◇ 駐車場 五村別院前の消防署の敷地をお借りしております。当日はスタッフの誘導に

従って駐車していただくようご協力の程よろしくお願いいたします。 

○ 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。入場整理券（３枚）を同封いたしますので、

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、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、５

月９日（金）までに教務所にお申し出ください。 

◇ 日   時 ２０１４年５月１８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 朋（とも）と語ろう ―共生―  

～原発問題から問われる私の生き方～ 

◇ 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事務局） 

◇ 参加対象 各寺院住職、坊守、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） 

 

○ 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が１０万円以下の過料に処せられますのでご注意

ください。 

なお、提出書類の雛型は教務所にあります。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４－１－１ 滋賀県総務部総務課 私学･宗教法人・県立大学担当 

            電話 （077）528-3114 

（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 

 

○ ２０１４年度「真宗本廟子ども奉仕団」について 

下記のとおり、真宗本廟子ども奉仕団の参加者を募集しております。お誘いあわせいただ

き、ぜひご上山ください。詳細は『真宗』、同朋新聞をご参照ください。 

▽ 期  日  第１回 ２０１４年７月２６日 (土)～ ２７日（日）【１泊２日】 

 第２回 ２０１４年７月２９日（火）～３１日（木）【２泊３日】 

第３回 ２０１４年８月 ５日（火）～ ６日（水）【１泊２日】 

第４回 ２０１４年８月１９日（火）～２１日（木）【２泊３日】 

▽ 対  象  小学校４・５・６年生（お一人でも団体でもご参加いただけます） 



○ 第３４１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 

ので、ぜひ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（火）１４時３０分頃五村別院に、また、５月７日（水）

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。 

○  教務所員人事異動について  

長浜教務所主計 里雄  亮意  大阪教務所主計を命ずる （2014 年 3月 26日付） 

三条教務所主計 加田岡 克哉  長浜教務所主計を命ずる （2014 年 3月 26日付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住職任命】 

第１７組 福順寺 蟻谷 亮太  （２０１４年３月２５日 任命） 

第２４組 慶福寺 澤  成希  （２０１４年３月２５日 任命） 

【住職代務者任命】 

第１５組 正等寺 七岡 朋子  （２０１４年２月１９日任命） 

敦賀組  稱名寺 村上 幸治  （２０１４年２月２０日任命） 以上 敬称略 
 

このたび、３月２６日付にて長浜教務所主計を拝命いたしました。 

もとより浅学非才の身でありますが、自教区の御遠忌が歩み出したこのときにあたり、皆様の 

ご教示を賜り、ともに精進してまいりたく存じます。地元を知らぬまま、各地でご縁をいただ

き、ようやく戻ってまいりました。 

何卒ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

加田岡 克哉（かたおか かつや） 

 

所属寺院  長浜教区 第２３組 圓長寺 

宗 務 歴  研修部２年、熊本教務所９年、出版部３年、三条教務所５年 

 

このたび、3 月 26 日付で大阪教務所主計を拝命いたしました。 

一昨年の 8 月に長浜教務所主計の任に就かせていただき、1 年 7 ヵ月という短い期間でし

たが、その間に割当基準の見直しや御遠忌準備委員会、災害救援事業、教区坊守会の担当など、

数々の重要な業務に携わらせていただいたことは何事にも代えがたい経験でした。 

また、夏の教務所長各組巡回や、別院職員と一ヵ寺一ヵ寺へご挨拶に回らせていただく年末

巡回など、私たち職員が、教区の皆様と顔を合わせて言葉を交わすことができるのは、長浜教

区の特筆すべき点であり、宗務の原点であると思います。 

膝を突き合せ、真剣に意見を交わされる教区の皆様の姿は、まさに宗憲前文に謳われている

「同朋の公議公論」そのものでした。そして、教務所にお越しいただいたご門徒の方々の息遣

いからは、不安な情勢にあっても、何とかお寺を護持してゆこうとされる姿が切々と伝わって

きました。 

皆様の願いにお応えできるよう、朗らかな事務所と迅速かつ的確な業務を目指してまいりま

したが、いつも教区の皆様をお待たせしたり、堪えていただくことばかりであったことを深く

お詫び申し上げます。 

このまま長浜を離れることは心残りですが、長浜教区で学ばせていただいた「対話」を大切

に、宗務に尽瘁してまいりたいと思います。お育ていただきありがとうございました。 

２０１４年４月１日 里雄亮意 



長浜教区・両別院４月行事予定表 

 

期日 時刻 行   事   内   容 会場 

  4/5（土） 

10:00 

14:00 

坊守学習会 

五日会 

五村別院 

五村別院 

7（月） 

9:30 

10:30 

14:00 

19:00 

“花あかり”練習 

御坊さんお勤め講習会 

しんらん講座 

聖教学習会 

五村別院 

長浜別院 

五村別院 

教務所 

9（水） 16:00 保護司会(常任委員会） 教務所 

10（木） 19:00 花まつりスタッフ会議 教務所 

14（月） 

14:00 

19:00 

定例法話 

花まつりスタッフ会議 

五村別院 

五村別院 

15（火） 

9:30 

11:00 

“花あかり”練習 

永代経祥月法要 

五村別院 

長浜別院 

16（水） 

11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

門徒研修小委員会 

五村別院 

教務所 

18（金） 19:00 教区部落問題研修会 教務所 

19（土） 19:00 第17組 推進員養成講座 觀行寺 

20（日） 18:00 第16組 推進員養成講座 蓮澤寺 

21（月） 19:00 花まつりスタッフ会議 教務所 

24（木） 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

25（金） 14:00 教区同朋大会実行委員会 五村別院 

29（火） 13:00 花まつりスタッフ会議 五村別院 

30（水） 19:00 人生講座 長浜別院 

5/2（金） 10:00 花まつり前日準備 五村別院 

3（土） 10：00 花まつり子ども大会  五村別院 

6（火） 

13:00 

14:30頃 

五日会 

御影道中お立ち寄り 

 五村別院 

五村別院 

7（水） 

8:30頃 

9:30 

御影道中お立ち寄り 

“花あかり”練習 

長浜別院 

五村別院 

8（木） 16:00 教区会懇談会 教務所 

9（金） 

10:30 

19:00 

御坊さんお勤め講習会 

ホームページ委員会 

長浜別院 

教務所 

12（月） 19:00 親鸞サークルSOS 教務所 

14（水） 

14:00 

14:00 

教区会（臨時会） 

定例法話 

教務所 

五村別院 

15（木） 19:00 ゼロから始める原発学習会 教務所 

16（金） 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

18（日） 13:30 教区同朋大会 滋賀文化産業交流会館 


