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教務所開所時間 平日 8：30～17：00 発行人／長浜教務所長 幽 溪  浩 

○査察委員選挙について 

各組で行われた査察委員の選挙について、下記のとおり決定しましたのでご報告します。 

（任期 2014年 10月1日～2017年9月30日・敬称略）             

○ 教区婦人会について 

教区婦人会の任期満了により、各組から新たな会員が選出されました。また、９月１１日教 

区婦人会総会において下記のとおり、役員が選出されましたのでお知らせします。 

（任期 2014年 7月1日～2016年6月30日・敬称略）               

組 所属寺 氏 名 役 職  組 所属寺 氏 名 役 職 

第１２組 善仁寺 児玉 千寿子 常任委員  第１９組 本德寺 山内 幹枝  

第１２組 善行寺 久木 幸子   第１９組 西敎寺 安藤 智子 庶務 

第１３組 立勝寺 児玉 和子   第２０組 西照寺 林  富子  

第１３組 入善寺 松田 一子   第２０組 理念寺 堀内 優利子 常任委員 

第１４組 慶雲寺 西尾 洋子   第２１組 清休寺 天野 玲子  

第１４組 極安寺 番野 美智代 会長  第２１組 等光寺 赤井 千代子  

第１５組 雲西寺 松本 晴子   第２２組 要誓寺 杉田 和子  

第１５組 田勝寺 小林 純子   第２２組 西源寺 松井 美智子  

第１６組 西光寺 大谷 照美   第２３組 浄法寺 野村 晴代  

第１６組 專福寺 松村 正子   第２３組 願超寺 鐘居 勢津子  

第１７組 圓德寺 萩原 尚子   第２４組 誓海寺 平林 ちづる  

第１７組 宗元寺 伊吹 栄香   第２４組 梅龍寺 上松 洋美 副会長 

第１８組 満德寺 宮本 綾子   敦 賀 組 眞願寺 松居 照子  

第１８組 明法寺 伊藤 幸子   敦 賀 組 西願寺 山口 敬子  

組 名 寺院名 氏 名 組 名 寺院名 氏 名 

第１２組 即徃寺 京極  眞了 第１９組 圓融寺 宮下  憲爾 

第１３組 念願寺 堀澤  俊行 第２０組 宗念寺 三浦  了祥 

第１４組 念力寺 菅原  碩信 第２１組 專光寺 藤脇  義乗 

第１５組 真行寺 藤田  義嗣 第２２組 佛心寺 新田  專信 

第１６組 歸命寺    正人 第２３組 向源寺 松室  慈慧 

第１７組 願善寺 小倉  雅文 第２４組 明樂寺 藤谷  愛嗣 

第１８組 景流寺 福田   濟 敦賀組 善行寺 村上  幸治 

宗祖親鸞聖人750回御遠忌長浜教区スローガン 

いただこう、あわせる 掌のぬくもりを 



○ 子ども報恩講をお勤めします。 

１０月１３日（月・祝日）午前１０時から五村別院にて「長浜教区子ども報恩講」をお勤

めします。また、お斎には、この地方に伝わる『お講汁』をご用意します。お誘いあわせてお

参りください。 

○ ２０１５年春期教師試験検定について 

◇ 期  間 ２０１５年３月２日（月）から３日（火）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 

◇ 受付期間 ２０１５年１月２６日（月）から２月４日（水）まで 

※詳細は教務所にお問い合わせください。 

 

○ ２０１５年長浜教区同朋大会について 

同朋大会を下記のとおり開催します。会場の都合により例年と変更となります。 

あらかじめご予定くださるようお願いいたします。 

◇ 期 日 ２０１５年５月１０日（日）１２時３０分 受付～１６時３０分 閉会 

◇ 場 所 滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 

 

○ ２０１４年 御正忌報恩講参拝のご案内 
真宗本廟において、１１月２１日（金）～２８日（金）まで 

御正忌報恩講を厳修します。 

    なお、阿弥陀堂御修復現場視察は１１月３０日までとなります。 

御影堂･阿弥陀堂の屋根面を間近で見られる最後の機会となります 

ので、ぜひ、有縁の方お誘いあわせいただきご参詣ください。 

◇「報恩講」団体参拝の引率者の方へ 

貸出用「長浜教区団体参拝用タスキ」が教務所にあります。ぜひご活用ください。    

 
○ ２０１４年 御正忌報恩講讃仰法要（音楽法要）のご案内 

本年１１月２１日の御正忌報恩講初逮夜に先立ち、御正忌報恩講讃仰法要（音楽法要）

をお勤めいたします。御正忌報恩講とともにお誘いあわせてお参りください。詳細は『真

宗』１０月号をご参照ください。 

   ◇ 日 時  ２０１４年１１月２１日（金）午前１０時 讃仰法要（音楽法要） 

 

○ ２０１４年御正忌報恩講「子ども報恩講のつどい」のご案内 
はじめての報恩講－東本願寺で子ども会－ 

 

１１月２３日（日･祝）、本山報恩講の期間中、子ども報恩講を開催します。御影堂で子

どもたちの調声のもとお勤めをし、その後は同朋会館でおはなし、レクリエーションなど

を行います。ぜひ、ご家族そろって報恩講にお参りください。詳細は『真宗』１０月号を

ご参照ください。 

 

 

団参用タスキ 

貸出あります。 

報報報報    恩恩恩恩    講講講講ブックブックブックブックフェアフェアフェアフェア    １０月中､教務所出版コーナーにて



○ 研修会等のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  東日本大震災復興支援物資（お米）ご提供のお願い 

 今年も被災地の方々に好評であったお米をお届けします。引き続き教区内のご寺院・ご門 

 徒の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

▽ 提供期間 ２０１４年１０月１日（水）から１０月２８日（火）まで  

提供いただいた救援物資は１１月１１日から１３日に、復興支援物資搬送チーム、有志の

方が東北の被災地へお届けします。 

▽ 提供場所  各組、各団体搬入指定場所にお届けください。 

▽ 物資    

・白   米 （今年収穫されたお米を白米に精米の上、ご提供ください。） 

※５kg入米袋は各搬入指定場所あるいは教務所にあります。 

・復興支援金 （飲料水購入代金、運搬にかかる経費として使用いたします。） 

▽ 指定口座 (復興支援金専用) 

郵便振替口座 口座記号・番号 00920-4-225780 

加入者名    大谷派長浜教務所 

※ このたび、送金口座を農協から郵便振替口座に変更いたしました。お近くの「ゆうち

ょ銀行」より送金願います。 

※ 金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。 

※ 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。青色の払

込依頼書をご使用ください。 

 

  

   ２０１４年７月１日に大田  政幸（第１６組 岩隆寺）が長浜別院書記に、８月１日には

蟻溪  亮太（第１７組 福順寺）が長浜別院列座（五村別院勤務）に、９月１日には竹中 明

大（京都教区近江第１１組 法縁寺）が長浜別院列座として、それぞれ入所いたしました。 

   また、９月２２日より臨時教区雇員として藤井 育子（２３組勝德寺門徒）が長浜教務所

にて勤務しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

長浜 
東北 

11110000    ３１３１３１３１    金金金金    

親鸞親鸞親鸞親鸞サークルサークルサークルサークルＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳ    ――――和讃和讃和讃和讃にににに学学学学ぶーぶーぶーぶー    

１０１０１０１０月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月））））１９１９１９１９：：：：００から００から００から００から    

講師：井上 尚実（いのうえ・たかみ）先生（大谷大学准教授） 

場所：長浜教務所２階 参加費：５００円 

教務所･別院新職員のお知らせ 



長浜教区・両別院１０月行事予定 

10/1(水) 

14:00 

19:00 

施設法話講師会・教区教化委員会「社会研修小委員会」 

ホームページ委員会 

教務所 

教務所 

2(木) 

9:30 

13:00 

14:00 

教区坊守学習会 

報恩講リハーサル 

指定同朋の会推進事業講師協議会 

五村別院 

長浜別院 

教務所 

4(土) 19:30 第１７組教区指定推進員養成講座 法通寺 

7(火) 

10:30 

14:00 

御坊さんお勤め講習会 

しんらん講座 

長浜別院 

五村別院 

9(木) 

9:30 

14:00 

秋季清掃奉仕(第17組･18組･19組) 

組門徒会研修会講師会 

長浜別院 

教務所 

10(金) 19:00 聖教学習会 教務所 

13(月) 10:00 子ども報恩講 五村別院 

14(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 

15(水) 

11:00 

14:00 

16:30 

永代経祥月法要 

正副組長･正副門徒会長懇談会 

東日本大震災復興支援物資搬送チーム作業班会議 

五村別院 

教務所 

教務所 

16(木) 9:30 秋季清掃奉仕(第24組･12組･13組) 五村別院 

20(月) 19:00 親鸞サークルＳＯＳ 教務所 

21(火) 14:00 教区教化委員会「企画室」 教務所 

22(水)  長浜別院報恩講（～25日） 長浜別院 

28(火) 14:00 教区･両別院御遠忌委員会正副幹事会 教務所 

29(水) 

10:00 

13:00 

 

復興支援物資 低温倉庫搬入（13組･14組･19組） 

復興支援物資 低温倉庫搬入（15組･16組･17組） 

五村別院報恩講（～11/1） 

 

 

五村別院 

30(木) 

10:00 

13:00 

復興支援物資 低温倉庫搬入（12組･18組） 

復興支援物資 低温倉庫搬入（20組･21組） 

 

31(金) 

10:00 

13:00 

19:30 

復興支援物資 低温倉庫搬入（22組・23組） 

復興支援物資 低温倉庫搬入（24組･敦賀組・“花あかり”） 

部落問題研修会 

 

 

教務所 

11/11～13  東日本大震災復興支援物資搬送(東北)  

 

【 同封書類 】 （１）「復興支援物資提供」依頼  １部 （２）長浜・五村別院報恩講ポスター等  

 （３）播磨と本願寺展チラシ １部                     以 上 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 
第１８組 行念寺 住職 佐竹 節子（２０１４年９月１３日 命終） 

【住職任命】 

第１７組 圓德寺  三條 秀行  （２０１４年９月２８日 任命） 

第２２組 來現寺  三原 了導  （２０１４年９月２８日 任命） 以上 敬称略 

 


