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○  ２０１３年度経常費完納御礼  

２０１４年１月１日から２０１４年３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８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。 

第１２組 緑苔寺 即徃寺 光圓寺 第１８組 成満寺 行念寺  

 了信寺 德善寺  第１９組 圓融寺   

第１３組 入善寺   第２１組 等光寺 念慶寺 源照寺 

第１４組 浄圓寺 福泉寺   恩長寺   

第１５組 大雲寺 願養寺 真行寺 第２３組 寳林寺 勝德寺 長應寺 

 第１７組 金蓮寺 法通寺 念相寺 第２４組 恩覺寺 雙林寺 明正寺 

 福順寺 善力寺      

 

○ 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。会場は２，０００名収容可能です。有縁の

方、お誘いあわせてご参加ください。入場整理券は教務所にあります。 

◇ 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） 

 

○ 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。お誘いあわせてご上

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】 

▽ 場  所  真宗本廟（東本願寺）同朋会館 

▽ 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） 

▽ 冥 加 金 ２泊３日 ８,５００円  米   ２ｋｇ又は米代金１,３００円 

       １泊２日 ６,０００円  米１.２ｋｇ又は米代金 ８００円 
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○  組教導の改選について  
各組にて、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）    

 

○  教区会議員選挙について  

２０１４年４月２４日施行の教区会議員選挙の当選人が下記のとおり決定したので、 

 お知らせします。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ２０１４年夏期教師試験検定施行について 

  ◇ 期 間  ２０１４年８月５日（火）から６日（水）まで 

  ◇ 場 所  真宗大谷派宗務所 

  ◇ 科 目  真宗学・仏教学・教化・声明作法・法規・口述試問 

    ※詳細については『真宗』５月号６７頁をご参照ください。 

組 氏名 寺院名 組 氏名 寺院名 

第１２組 川口  徹 永福寺 第１９組 笹原  弘正 正福寺 

第１３組 有賀  尚子 光了寺 第２０組 足利 弘樹 光輪寺 

第１４組 榎   曉 光覺寺 第２１組 藤本   有 浄福寺 

第１５組 藤濱  真人 安浄寺 第２２組 藤居  専昭 專得寺 

第１６組 新庄  了澄 金光寺 第２３組 森  清隆 本光寺 

第１７組 寺本  智教 願久寺 第２４組 熊野 俊史 了覺寺 

第１８組 櫟    敏 來生寺 敦 賀 組 髙岡   淳 唯願寺 

長浜選管告示第１７号 

２０１４年４月２４日 

 

長浜選挙区選挙管理会 

 

２０１４年４月２４日施行の教区会議員選挙の当選人が下記のとおり決定したの

で、教区会議員選挙条例第３１条第１項により告示する。 

記 

１ 当選人の氏名  

川那部  恵龍 第２４組 浄敎寺 

橘    慶昌 第１５組 了念寺 

佐藤   義成 第１８組 満德寺 

伊吹   惠鐘 第２１組 本覺寺 

華房   光壽 第１２組 法善寺 

神坂   惠正 第１４組 浄圓寺 

法雲   俊邑 第１７組 觀行寺 

福井    惠 第１３組 見瑞寺 

佐々木  尚隆 第２２組 西慶寺 

武生   克幸 敦 賀 組 西雲寺 

中濱   顯文 第２０組 白櫻寺 

髙月   眞壽 第２３組 存法寺 

虎頭   良裕 第１９組 專宗寺 

澤面   宣了 第１６組 浄願寺 

                                 以 上 



○ 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 14組・第 24組合同事業『親鸞聖人誕生会』ねんぶつ忍者参上! 

 ４月２０日午前１０時から午後３時まで「第１４組・第２４組合同事業『親鸞聖人誕生会』」

が木之本町明樂寺を会場に開催されました。 

２才～１２才の子どもたち７１名、保護者２４名、教区内外の 

青少幼年スタッフ有志２５名に加え、東京からＮＰＯ法人「あそ 

び環境 Museumアフタフ・バーバン」（子どもたち遊ばせ隊）５名 

を招聘して「ねんぶつ忍者～まちをあそぶ」のテーマで、子ども 

とおとなの遊び合いが繰り広げられました。変身修行、からくり 

屋敷作製や旗取りチャンバラ合戦などを通じてお寺再発見、仲間 

づくりを楽しみました。 

 通常の各日曜学校では１０人未満での活動が多い昨今ですが、 

２ヵ組の合同事業で大勢が集まることにより、参加者の多くが「元気とやる気」をいただきまし

た。このような組事業実施の取り組みが、将来に向けたひとつの様式として各組に定着すれば新

しい人の動きが生まれることでしょう。お問合せは教務所まで。 

 

 

 

 

このたびはお米の支援をいただきありがとうございました。私たちも震災前はお米づく

りをしていたので、なつかしくおいしくいただきました。皆、仮設住宅あるいは借り上げ

アパートで生活していると気持ちが落ち込みがちです。しかし外で仕事をしていると、せ

いせいするし、暑くても寒くてもまわりの人たちとお話ができるので瓦礫の仕分け作業に

出ています。                      福島県 南相馬市 髙野 幸子 

 

過日は貴重なお米をいただきありがとうございました。私の家は津波から免れましたの

で住むことは可能です。しかし、避難指示準備区域に指定され、日中は出入り自由ですが、

宿泊は禁止となっております。震災前は６人家族でしたが、私たち夫婦は国の指定で新潟

県の佐渡へ、息子夫婦と孫は福島県いわき市へと離れ離れの生活となってしまいました。

私はふるさと復興組合の紹介により瓦礫処理の仕事の為、南相馬市に単身赴任しておりま

す。（中略）このたび長浜教区の皆様からいただいたお米を復興の礎として、絆を大切に生

きていきます。                     福島県 南相馬市 杉田  郎 

 

先日、メッセージ付き支援米をいただき誠にありがとうございました。私たちは一日も

早い復旧･復興を願い頑張っています。           福島県 南相馬市 鎌田利美 

 

過日、西光寺様よりお米をいただきました。まだ厳しい生活が続いておりますが、皆様

方のお気持ちを糧に頑張ってまいりたいと思います。    岩手県 大船渡市 浦嶋 紘子 

                                 （以上 敬称略） 

【住職任命】 

第２４組 雙林寺 川那部 好香    （２０１４年４月２８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 梅龍寺 前住職 石野 禮二 （２０１４年３月２７日 命終） 

以上 敬称略 

                                
              



長浜教区・両別院５月行事予定表 

 
 

 

 

同封書類 （１）研修会チラシ  ２部                      以 上 

期日 時刻 行   事   内   容 会場 

 5/1（木） 14:00 御遠忌準備委員会 儀式参拝・財務合同部会 教務所 

 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 

14:40 頃 

五日会 

御影道中お立ち寄り 

五村別院 

五村別院 

 7（水） 
 9:10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） 
9:30 
19:00 

別院問題資料整理委員会実務班 

ゼロから始める原発学習会 

教務所 

教務所 

 16（金） 
9:30 

19:00 

“花あかり”練習 

坊守会常任委員会 

五村別院 

教務所 

 18（日） 
13:30 

18:00 

教区同朋大会 

第 16組教区指定推進員養成講座 
滋賀文化産業交流会館 

恭敬寺 

 19（月） 14:00 しんらん講座 五村別院 

 20（火） 
11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

御遠忌準備委員会 教学教化・財務合同部会 

長浜別院 

教務所 

 21（水） 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

 22（木） 14:00 両別院院議会（臨時会） 長浜別院 

 23（金） 19:30 部落問題研修会 教務所 

 26（月） 
13:00 

16:00 

教区教化委員会「企画室」 

教区声明儀式研修会 

教務所 

教務所 

 28（水）  “花あかり”東日本大震災被災地視察＆合唱（～29日）  

29（木） 10:00 修復整備委員会（総会） 長浜別院 

 30（金） 
14:00 

19:00 

御遠忌準備委員会幹事会 

御坊さん人生講座 

教務所 

長浜別院 

 31（土） 19:30 第 17組 教区指定推進員養成講座 觀念寺 

 6/2（月） 19:00 ゼロから始める原発学習会 教務所 

 3（火）  教区門徒会役職者真宗本廟上山奉仕（～5日） 同朋会館 

 5（木） 14:00 五日会 五村別院 

6（金） 9:30 清掃奉仕（14組・15組・16組・敦賀組） 長浜別院 

教務所 事務休暇のお知らせ 

６月１０日（火） 花まつり子ども大会、同朋大会の振替休日とさせていただきます。   

 緊急連絡先 長浜別院（０７４９）６２－００５４ 

 


