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○ ２０１４年度経常費完納御礼  

２０１４年１０月１日から２０１４年１２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５月の月報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１９組     

五村別院     圓融寺 勝圓寺 浄行寺 了見寺 休安寺 

第１２組      還来寺 正福寺 常善寺 妙香寺 西通寺 

等倫寺 善仁寺 浄信寺 善行寺 一念寺 第２０組     

皆圓寺 光圓寺    唯敎寺 宗信寺 唯願寺   

第１３組      第２１組     

光了寺 勝專寺 立勝寺 光專寺 慈圓寺 等光寺 常德寺 正法寺 專光寺  

西元寺 翠巖寺 松音寺   第２２組     

第１４組      雲外寺 要誓寺 專得寺 善林寺 來通寺 

福泉寺 極性寺    浄明寺 佛心寺    

第１５組      第２３組     

持專寺 長源寺 圓法寺 吟松寺 薫德寺 正観寺 稱善寺 真西寺 存法寺 德恩寺 

心縁寺     長應寺 安覺寺    

第１６組      第２４組     

願隨寺 圓乘寺 西光寺 遍増寺 源光寺 覺勝寺 了覺寺 妙覺寺 明德寺 西德寺 

西空寺 憶念寺 誓傳寺 浄覺寺 善照寺 明源寺     

教念寺     敦賀組     

第１７組      西德寺 善行寺 了福寺 高雲寺 西願寺 

碧藏寺 存光寺 永勝寺 西養寺 廣善寺 皆圓寺     

念相寺 圓德寺 光泉寺        

第１８組           

了西寺 成満寺 安勝寺 蓮臺寺 玄龍寺      

養泉寺 慶德寺 蓮光寺 即心寺 南流寺      

 

○ 参務に但馬弘氏、望月慶子氏、三島多聞氏が就任 
１月６日、杉浦義孝参務、奥林曉参務、藤戸秀庸参務の辞任に伴い、里雄康意宗務総長

は同日付で新たに但馬弘氏、望月慶子氏、三島多聞氏を参務に任命しましたのでお知らせ

します。 

参務 但馬  弘（たじま  ひろし） 大聖寺教区 第 １ 組 興宗寺住職 

参務 望月 慶子（もちづき けいこ） 山 陽教区 第 ６ 組 浄泉寺衆徒 

参務 三島 多聞（みしま  たもん） 高 山教区 高山１組 真蓮寺住職 

 

 

 

 

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 

 

東本願寺の本東本願寺の本東本願寺の本東本願寺の本    教務所で頒布中！ 

教務所にない本、法蔵館の本など取り寄せも可能です。 

お気軽にお申し付けください。 



○ 東日本大震災 復興支援ご協力ありがとうございました。 

教務所に搬送報告書があります。ご協力いただいたご門徒、有縁の方への配布用にご入用 

の場合は教務所に必要部数をご連絡いただければ送付いたします。 

なお、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てまいります。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 長期的に支援を行いたく、本年秋に、今回同様復興支援物資をお届けする予定です。詳細

は次年度当初に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。 

    

今年今年今年今年もあたたかいメッセージもあたたかいメッセージもあたたかいメッセージもあたたかいメッセージ付付付付きのおいしいおきのおいしいおきのおいしいおきのおいしいお米米米米をいただきありがとうございますをいただきありがとうございますをいただきありがとうございますをいただきありがとうございます。。。。復復復復

興支援興支援興支援興支援のののの為為為為、、、、はるばるはるばるはるばるはるばる遠方遠方遠方遠方からからからから福島福島福島福島までまでまでまで来来来来ていただきていただきていただきていただき感謝感謝感謝感謝しておりますしておりますしておりますしております。。。。メッセージにあメッセージにあメッセージにあメッセージにあ

ったようにったようにったようにったように厳厳厳厳しいしいしいしい状況状況状況状況のののの中中中中でもでもでもでも周周周周りのりのりのりの人人人人たちとたちとたちとたちと支支支支えあいえあいえあいえあい、、、、ささやかでもささやかでもささやかでもささやかでも小小小小さなさなさなさな喜喜喜喜びとしてびとしてびとしてびとして

受受受受けけけけ止止止止めがんばっていきたいとめがんばっていきたいとめがんばっていきたいとめがんばっていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

                                                                                                                福島県福島県福島県福島県    南相馬市南相馬市南相馬市南相馬市    男性男性男性男性    

    

このたびはこのたびはこのたびはこのたびは、、、、おいしいおおいしいおおいしいおおいしいお米米米米をををを届届届届けていただきありがとうございましたけていただきありがとうございましたけていただきありがとうございましたけていただきありがとうございました。。。。とてもおいしかとてもおいしかとてもおいしかとてもおいしか

ったですったですったですったです。。。。感謝感謝感謝感謝しておりますしておりますしておりますしております。。。。                                                            福島県福島県福島県福島県    二本松市二本松市二本松市二本松市    女性女性女性女性    

    

先日先日先日先日、、、、ごごごご苦労苦労苦労苦労とととと真心真心真心真心のいっぱいのいっぱいのいっぱいのいっぱい詰詰詰詰まったおまったおまったおまったお米米米米をいただきありがとうございましたをいただきありがとうございましたをいただきありがとうございましたをいただきありがとうございました。。。。震震震震災災災災

にあったにあったにあったにあった人人人人だけでなくだけでなくだけでなくだけでなく、、、、支援支援支援支援をしていただけるをしていただけるをしていただけるをしていただける方方方方もももも生活生活生活生活のののの大変大変大変大変さはさはさはさは同同同同じとじとじとじと思思思思いいいい申申申申しししし訳訳訳訳ないないないない

気持気持気持気持ちでいっぱいですちでいっぱいですちでいっぱいですちでいっぱいです。。。。仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅にににに入居入居入居入居されているされているされているされている方方方方はいろんなところからたくさんのはいろんなところからたくさんのはいろんなところからたくさんのはいろんなところからたくさんの支支支支

援援援援がありますががありますががありますががありますが、、、、私私私私はみなしはみなしはみなしはみなし仮設仮設仮設仮設ですのでですのでですのでですので何何何何もももも支援支援支援支援はありませんはありませんはありませんはありません。。。。そんなそんなそんなそんな中中中中ごごごご住職住職住職住職よりおよりおよりおよりお

米米米米をををを届届届届けていただきけていただきけていただきけていただき安心安心安心安心しておしておしておしてお正月正月正月正月がががが迎迎迎迎えることができるとえることができるとえることができるとえることができると思思思思いすごくうれしかったでいすごくうれしかったでいすごくうれしかったでいすごくうれしかったで

すすすす。。。。私私私私はははは生生生生まれもまれもまれもまれも嫁嫁嫁嫁ぎぎぎぎ先先先先もももも真宗大谷派真宗大谷派真宗大谷派真宗大谷派でででで物心物心物心物心ついたついたついたついた頃頃頃頃からからからから法話法話法話法話をををを聞聞聞聞くのがくのがくのがくのが楽楽楽楽しみでおしみでおしみでおしみでお寺寺寺寺にににに

行行行行っていますっていますっていますっています。。。。３３３３月月月月１１１１１１１１日日日日のあののあののあののあの時時時時にはごにはごにはごにはご本尊本尊本尊本尊、、、、掛軸掛軸掛軸掛軸などなどなどなど仏具仏具仏具仏具をなんとかをなんとかをなんとかをなんとか持持持持ちちちち出出出出すことがすことがすことがすことが

出来出来出来出来たおかげでたおかげでたおかげでたおかげで、、、、ひがんでばかりのひがんでばかりのひがんでばかりのひがんでばかりの日々日々日々日々をのりこえることがをのりこえることがをのりこえることがをのりこえることが出来出来出来出来ましたましたましたました。。。。寝食同寝食同寝食同寝食同じじじじ部屋部屋部屋部屋でででで

もももも両手両手両手両手をあわせるをあわせるをあわせるをあわせる場所場所場所場所があることにがあることにがあることにがあることに幸幸幸幸せなせなせなせな毎日毎日毎日毎日をおくっていますをおくっていますをおくっていますをおくっています。。。。本当本当本当本当にありがとうござにありがとうござにありがとうござにありがとうござ

いましたいましたいましたいました。。。。    

                                 岩手岩手岩手岩手県県県県    大船渡大船渡大船渡大船渡市市市市    女性女性女性女性 

 

    過日過日過日過日はははは、、、、遠遠遠遠いいいい御地御地御地御地からからからから仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅にににに住住住住むむむむ私私私私たちにたちにたちにたちに支援物資支援物資支援物資支援物資としてとしてとしてとして、、、、たくさんのおたくさんのおたくさんのおたくさんのお米米米米をいたをいたをいたをいた

だきだきだきだき誠誠誠誠にありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございましたにありがとうございました。。。。私私私私たちたちたちたち被災地被災地被災地被災地にににに住住住住むむむむ者者者者としてとしてとしてとして、、、、何何何何よりのよりのよりのよりの贈贈贈贈りものとしりものとしりものとしりものとし

てててて心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝いたしておりますいたしておりますいたしておりますいたしております。。。。しかもこれまでしかもこれまでしかもこれまでしかもこれまで３３３３度度度度おおおお届届届届けいただいておりますこともけいただいておりますこともけいただいておりますこともけいただいておりますことも、、、、

御地御地御地御地のののの皆様皆様皆様皆様のののの心遣心遣心遣心遣いのいのいのいの深深深深さとさとさとさと多多多多くのくのくのくの方々方々方々方々のののの心心心心をこめてをこめてをこめてをこめて作作作作られたおられたおられたおられたお米米米米であることをであることをであることをであることを含含含含めめめめ実実実実にににに

頭頭頭頭のののの下下下下がるがるがるがる思思思思いですいですいですいです。。。。東日本大震災発生東日本大震災発生東日本大震災発生東日本大震災発生からからからから 3333 年年年年 8888 ヵヵヵヵ月月月月になりますがになりますがになりますがになりますが、、、、心心心心あたたまるあたたまるあたたまるあたたまる支援支援支援支援

をいただいておりますことをいただいておりますことをいただいておりますことをいただいておりますこと、、、、そしてそこにそしてそこにそしてそこにそしてそこに結結結結ばれたばれたばれたばれた人人人人とととと人人人人のののの絆絆絆絆をしみじみとをしみじみとをしみじみとをしみじみと味味味味わっておりわっておりわっておりわっており

ますますますます。。。。特特特特にににに私私私私たちはたちはたちはたちは親鸞聖人親鸞聖人親鸞聖人親鸞聖人のみのみのみのみ教教教教えをえをえをえを聞聞聞聞きききき、、、、御同朋御同行御同朋御同行御同朋御同行御同朋御同行としてのとしてのとしてのとしての結結結結びつきにびつきにびつきにびつきに、、、、それをそれをそれをそれを

縁縁縁縁としてとしてとしてとして暖暖暖暖かいごかいごかいごかいご支援支援支援支援をいただいておりますことををいただいておりますことををいただいておりますことををいただいておりますことを何物何物何物何物にもにもにもにも代代代代えがたいえがたいえがたいえがたい思思思思いにひたっていいにひたっていいにひたっていいにひたってい

るところでするところでするところでするところです。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの仮設住宅仮設住宅仮設住宅仮設住宅はははは当初当初当初当初 27272727 軒軒軒軒でしたがでしたがでしたがでしたが、、、、7777 軒軒軒軒はははは新居新居新居新居をををを建建建建てててて今今今今はははは 20202020 軒軒軒軒となとなとなとな

りましたりましたりましたりました。。。。さらにさらにさらにさらに集団移転集団移転集団移転集団移転ということでということでということでということで 5555 軒軒軒軒がががが新居新居新居新居のののの工事中工事中工事中工事中、、、、5555 軒軒軒軒はははは公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅移住移住移住移住がががが決定決定決定決定

しておりますしておりますしておりますしております。。。。    

それぞれにそれぞれにそれぞれにそれぞれに希望希望希望希望のもてるのもてるのもてるのもてる生活生活生活生活がががが始始始始まろうとしていますまろうとしていますまろうとしていますまろうとしています。。。。私私私私たちのたちのたちのたちの町陸前高田市町陸前高田市町陸前高田市町陸前高田市もももも市街地市街地市街地市街地

のののの復興工事復興工事復興工事復興工事がががが急急急急ピッチでピッチでピッチでピッチで進進進進められめられめられめられ、、、、月日月日月日月日がががが進進進進むごとにむごとにむごとにむごとに復興復興復興復興がががが目目目目にににに見見見見えてえてえてえて進進進進んでいることはんでいることはんでいることはんでいることは

確確確確かなことですかなことですかなことですかなことです。。。。    

    仮設仮設仮設仮設でのでのでのでの生活生活生活生活もももも４４４４度目度目度目度目のののの年年年年のののの瀬瀬瀬瀬をををを迎迎迎迎えましたがえましたがえましたがえましたが、、、、夢夢夢夢のあるのあるのあるのある年末年末年末年末になりましたになりましたになりましたになりました。。。。本当本当本当本当にににに皆皆皆皆

様様様様のおかげとのおかげとのおかげとのおかげと思思思思ってってってっておりますおりますおりますおります。。。。厚厚厚厚くくくく御礼申御礼申御礼申御礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

                                                                                                                岩手県岩手県岩手県岩手県    陸前高田市陸前高田市陸前高田市陸前高田市    男性男性男性男性    



○ 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６日までに新役員を選定の上、昨年１１

月『管内月報』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。 

 

○ 真宗教団連合滋賀県支部主催「真宗のつどい」開催について 
真宗教団連合滋賀県支部主催の「真宗のつどい」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。 

◇ 日 時 ２０１５年２月８日（日）午後１時から４時まで 

◇ 会 場 野洲文化ホール（JR 野洲駅下車 南口徒歩 2 分） 

◇ 内 容 講演、アトラクション（吉祥院六斎念仏踊り） 

◇ 講 師 一楽 真 氏 

 

○ ２０１５年 真宗本廟「春の法要」参拝のご案内 
真宗本廟において、４月１日（水）～３日（金）まで「春の法要」を 

お勤めいたします。 

１日には、「師徳奉讃法要」と親鸞聖人の御誕生を慶讚する「親鸞聖人 

御誕生会（音楽法要）、２日には、非戦・平和の誓いをたしかめる「全戦没 

者追弔法会」、３日には「相続講員物故者追弔会兼帰敬式受式物故者追弔会」 

が勤められます。有縁の方お誘いあわせ、ご参拝ください。 

◇「春の法要」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。    

 

○ 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 

 

 

 
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は変更となります。 

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） 

◇ テーマ 「念仏申すべし」－私の生活課題を明らかにする－ 

◇ 講 師 池田 勇諦 氏（三重教区西恩寺前住職・同朋大学名誉教授） 

団参用タスキ 

貸出あります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

2/2(月) 19:00 聖教学習会 教務所 

3(火) 14:00 教区教化委員会「企画室」 教務所 

4(水) 15:00 査察委員講習会 教務所 

5(木) 14:00 組門徒会研修講師会 教務所 

6(金) 14:00 教区･両別院御遠忌委員会「教学･教化部会」 教務所 

7(土)  馬酔木展 （～4/19まで） 長浜別院 

8(日) 13:00 真宗教団連合「真宗のつどい」  野洲文化ホール 

10(火) 9:30 “花あかり”練習 長浜別院 

17(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

18(水) 

11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

教区教化委員会「企画室」 

五村別院 

教務所 

20(金) 

9:30 

14:00 

“花あかり”練習 

教区･両別院御遠忌委員会「幹事会」 

長浜別院 

教務所 

25(水) 19:00 花まつりスタッフ会議 教務所 

27(金) 19:30 教区部落問題研修 教務所 

3/2(月) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

3(火) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

4(水) 

10:30 

19:00 

御坊さんお勤め講習会 

花まつりスタッフ会議 

長浜別院 

教務所 

5(木) 14:00 五日会連続講座（第1回） 五村別院 

7(土) 13:00 得度事前説明会･自主学習会 教務所 

10(火) 15:00 同朋大会事前学習会 教務所 

【同封書類】 

（１）人生講座案内ポスター     （２）御坊さんお勤め講習会案内  

（３）五村別院五日会連続講座案内  （４）長浜教区特別講演会開催案内   以上 

長浜教区・両別院２月・３月行事予定 

教務所事務休暇のお知らせ 

２月１６日（月）～１７日（火）は教務所員研修のため、事務休暇とさせていただきます。  

緊急連絡先 長浜別院   ０７４９－６２－００５４ 

 

【住職任命】 

第１４組 通念寺     成瀨 信雄 （２０１５年１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１４組 福泉寺 前住職 東谷  正弘 （２０１５年１月 ９日命終） 

第１６組 了願寺 坊 守 山階  正子 （２０１５年１月２３日命終） 

第１２組 崇德寺 前住職 宇野  德樹 （２０１５年１月２４日命終）  

                             以上 敬称略 

 


