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○ 各寺院 責任役員・総代及び組門徒会員の選定について 

２０１５年３月９日をもって、各寺院の責任役員・総代及び組門徒会員の任期が満了と

なります。 

つきましては、各寺院において、２０１５年２月９日までに新役員を選定の上、同封の

各届出用紙を当該組 組長にご提出くださるようお願いします。 

なお、「責任役員・総代選定届」は、受理後、教務所にて複写し、各寺院控え分を管内月

報（3月予定）に同封し送付します。書き間違えがないよう１枚のみ確実（押印は鮮明に）

に作成ください。 ご不明な点は長浜教務所までご連絡ください。 

 

○ 真宗本廟報恩講を厳修します。ぜひご参詣ください。 
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。 

ぜひ、有縁の方をお誘いあわせてご参詣ください。 

◇「報恩講」団体参拝引率者の方へ 

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。    

 

○ 年末各寺院巡回を実施します。 

下記のとおり、各寺院へ年末のご挨拶を兼ねて、教化冊子「真宗の生活」（2015 年版）

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。

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。 

  また、例年配布しております法語ポスターは、今年度より作成を中止いたしました。あ

しからずご容赦ください。東本願寺発行の『掲示伝道法語セット 12 枚綴 1,000 円』を教

務所にて頒布しておりますのでご利用ください。 

その他、巡回の際、ご用命がございましたらお申し付けください。 

 

 

 

 

○ ２０１５年 教区・長浜・五村両別院合同新年互礼会について 

標記新年互礼会を、２０１５年１月１５日（木）午前１０時から長浜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。 

12/8（月） 第１４組・第１６組・第１９組 12/12（金） 第２１組・第２２組 

9（火） 第２０組・敦賀組 15（月） 第２３組・第２４組 

10（水） 第１３組・第１７組 16（火） 第１５組 

 11 (木) 第１２組・第１７組・第１８組  

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 

団参用タスキ 

貸出あります。 

※ 日程は都合により変更することがあります。 



○ 新たな推進員が誕生！ ≪第４期教区指定推進員養成講座≫ 

本年３月から始まった第４期教区指定２０１４年度推進員養成講座では、実施全３ヵ組 

において本山での後期教習を終えました。第１４組から１２名、第１６組から１１名、第

１７組から１４名、計３７名の推進員が新たに誕生されました。 

本山同朋会館での後期教習では、スタッフ、受講者が寝食を共にし、本音で語り合う中

で、一人ひとりが教えを聞いていくことの大切さを確認されました。今後は、同朋会運動

推進の担い手として、各組、各寺院での活躍が期待されます。 

 

○ 長浜教区･五村別院･長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌委員会発足 

このたび、第１回標記委員会を開催し、委員長に伊吹委員、副委員長に中村委員が互選

されましたのでお知らせします。 

（以上 38 名 敬称略 規則第３条第２項の順に掲載。） 

○ ２０１５年春期教師試験検定について 

下記のとおり実施します。詳細につきましては、『真宗』１１月号８１頁を参照ください。 

◇ 期   間  ２０１５年３月２日（月）～３日（火） 

◇ 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）～２月４日（水）に教務所へ提出くだ

さい。 

   ◇ 検定冥加金  ６０，０００円（科目受験の場合は、１科目につき１２，０００円） 

 

○ 一般声明講習会「儀式･声明の心得」について 

一般声明講習会は、普通寺院･教会における基礎的な儀式・声明作法の習得を目的に開催

しております。※詳細は『真宗』１１月号８６頁を参照ください。 

氏名 組 所属寺院 氏名 組 所属寺院 

伊吹 惠鐘 第21組 本覺寺 春近   寛 第14組 皆念寺 

神坂  惠正 第14組 浄圓寺 美濃部 真弓 第24組 來入寺 

中村 正勝 第15組 淨琳寺 大野  龍天 第13組 栁岸寺 

籠   正義 敦賀組 量泉寺 富永  八郎 第19組 妙香寺 

梶浦    智 第12組 善行寺 堀澤  俊行 第13組 念願寺 

藤澤  孝典 第16組 憶念寺 玉樹 たまき 第20組 西照寺 

藤井  哲朗 第17組 宿願寺 番野 美智代 第14組 極安寺 

長井  善教 第18組 明法寺 長  美幸 第15組 願養寺 

仲西  裕昭 第22組 真宗寺 大谷 升美 第16組 西光寺 

藤森  了堅 第23組 真西寺 千田 みのり 第16組 願隨寺 

美濃部 俊裕 第24組 來入寺 秦  悦子 第24組 明徳寺 

上田 善和 第12組 緑苔寺 馬渕 ときゑ 第20組 唯願寺 

澤田 藤男 第16組 教念寺 東野  文惠 第14組 德明寺 

三上 悦示 第18組 即心寺 澤面 宣了 第16組 浄願寺 

米田 喜幸 第19組 西雲寺 佐藤 義成 第18組 満徳寺 

佐野   稔 第21組 專光寺 門池   守 第21組 樂入寺 

山内 弘高 第22組 光乗寺 伊部 尋海 第21組 願敎寺 

雨森 市之進 第23組 真西寺 井口  光俊 第23組 宿善寺 

京極 眞了 第12組 即徃寺 武生 克幸 敦賀組 西雲寺 



○２０１４年度経常費完納御礼  

２０１４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    理念寺 明照寺 良善寺 宗念寺 善良寺 

第１２組     長善寺 廣行寺 西善寺 西入寺 養本寺 

法善寺 源海寺 正福寺 聞信寺 德法寺 圓光寺 西照寺 唯行寺 白櫻寺 念善寺 

法雲寺 稱揚寺 今江寺 崇德寺 正業寺 光輪寺 淨信寺 明願寺 空念寺  

啓福寺 光常寺 永福寺 證光寺 聞法寺 第２１組     

本光寺 德善寺    林栖寺 來真寺 明善寺 正信寺 淨流寺 

第１３組     慶善寺 樂入寺 真願寺 運德寺 浄福寺 

唯佛寺 善證寺 見瑞寺 德願寺 專了寺 入願寺 清休寺 專通寺 本覺寺 泉龍寺 

浄蓮寺 栁岸寺 善通寺 長圓寺 念願寺 願正寺 成真寺 願敎寺 髙德寺  

浄休寺 真入寺 了敬寺 通來寺 福願寺 第２２組     

長恩寺 長樂寺 福念寺 真勝寺 明秀寺 光乘寺 本誓寺 來現寺 緑映寺 慈榮寺 

光西寺 即法寺 光運寺 青蓮寺 聽信寺 真宗寺 真立寺 正安寺 西源寺 通覺寺 

講善寺 大久寺    正傳寺 智源寺 最藏寺 正泉寺 相頓寺 

第１４組     廣福寺 正賢寺 安立寺 空德寺 西慶寺 

慶雲寺 授法寺 皆念寺 通念寺 念力寺 浄願寺 金光寺 西樂寺 專照寺  

利覺寺 長願寺 極安寺 満立寺 浄休寺 第２３組     

西蓮寺 光覺寺    願超寺 本光寺 芳澤寺 祐善寺 法受寺 

第１５組     立法寺 保念寺 頓念寺 善福寺 宿善寺 

養善寺 正等寺 田勝寺 宗樂寺 了源寺 圓長寺 浄法寺 西信寺 應因寺 向源寺 

雲西寺 西福寺 善覺寺 勝福寺 安浄寺 誓順寺 行信寺 寳林寺 圓照寺 浄照寺 

一心寺 覺應寺 了念寺   龍泉寺 空観寺 報土寺 元龍寺 龍山寺 

第１６組     長通寺     

圓教寺 岩隆寺 願海寺 了願寺 金光寺 第２４組     

歸命寺     浄敎寺 圓行寺 隨願寺 教覺寺 充滿寺 

第１７組     覺念寺 本宗寺 梅龍寺 雙林寺 證光寺 

願善寺 願久寺 宿願寺 浄邦寺 善力寺 慶福寺 猶存寺 長照寺 圓常寺 來入寺 

觀行寺 圓樂寺 行德寺   明樂寺 誓海寺 樹德寺 景好寺  

第１８組     敦賀組     

傳正寺 忍法寺 運行寺 極樂寺 法音寺 量泉寺 西雲寺 西誓寺 永壽寺 願通寺 

詫明寺 蓮受寺 飯田寺 來生寺 珀清寺 眞願寺 高德寺 唯願寺 無量寺 稱名寺 

行念寺 明法寺    願立寺 蓮敎寺 了雲寺 高福寺  

第１９組          

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 真證寺      

篠原寺 覺了寺 浄國寺 准願寺       

 

 

 

 

２０１５２０１５２０１５２０１５年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会についてについてについてについて    

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） 

 



長浜教区・両別院１１・１２月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

11/4(火)  復興支援物資お米仕分け作業（～７日） 丁野倉庫作業場 

5(水) 

9:30 

19:00 

“花あかり”練習 

復興支援物資搬送トラック班打合せ会議 

五村別院 

教務所 

11(火)  東日本大震災復興支援物資搬送（～13 日）  

13(木) 9:30 “花あかり”練習   五村別院 

17(月) 10:00 施設法話派遣講師会 教務所 

18(火) 

11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

しんらん講座 

長浜別院 

五村別院 

19(水) 

11:00 

13:30 

15:00 

19:00 

永代経祥月法要 

報恩講反省会 

門徒戸数調査に向けた説明会の事前打合せ会議 

人生講座実行委員会 

五村別院 

長浜別院 

教務所 

教務所 

21(金) 

7:30 

14:00 

19:30 

教区婦人会一日研修会 

組門徒会研修会講師会 

教区部落問題研修会 

真宗本廟 

教務所 

教務所 

 12/2（火） 13:00 坊守会常任委員会 教務所 

   3(水) 14:00 教化委員会「企画室」 教務所 

6(土) 9:00 教区坊守学習会 五村別院 

8(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 

 

9(火)  年末各寺院巡回（第２０組・敦賀組）  

10(水) 
 年末各寺院巡回（第１３組・第１７組）  

11(木)  

9:30 

15:00 

年末各寺院巡回（第１２組・第１７組・第１８組） 

“花あかり”練習 

組長･組門徒会長会合同会 

 

五村別院 

教務所 

12(金) 
 年末各寺院巡回（第２１組・第２２組）  

15(月) 
 年末各寺院巡回（第２３組・第２４組）  

16(火)  

11:00 

年末各寺院巡回（第１５組） 

永代経祥月法要 

 

長浜別院 

17(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

18(木) 16:00 保護司会常任委員会 教務所 

19(金) 14:00 第３回門徒戸数調査に向けた説明会 教務所 

【 同封書類 】（１）「責任役員・総代選定届」「組門徒会員選定届」及び「選定上の注意事項」  １部 

（２）坊守会からの案内 １部 （３）同朋大学仏教文化研究所主催展示会チラシ 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１３組 福願寺 前住職 藤野 憲澄（２０１４年１０月２４日 命終） 

第１６組 源光寺   住職 横山  和幸（２０１４年１０月２８日 命終） 

【住職任命】 

第１３組 真入寺    伊藤 慈成（２０１４年１０月２８日 任命） 以上 敬称略 


