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長 浜 教 区 管 内 月 報 
Mail nagahama@higashihonganji.or.jp 発行日／２０１５年４月１日  

Web http://www.daitsuji.or.jp/  

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 

○○○○    長浜教区花長浜教区花長浜教区花長浜教区花まつまつまつまつりりりり子子子子どもどもどもども大会大会大会大会についてについてについてについて    

有縁の方お誘いあわせの上、ご参加ください。 

◇ 日 時 ２０１５年５月３日（日・祝）午前１０時～午後２時 

◇ 場 所 長浜別院 ◇ 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 おつとめ、レクリエーション他 

◇ お一人から参加できます。 

○○○○    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    

教区同朋大会を下記のとおり開催いたします。会場が２，０００名収容可

能であることから、本年は入場整理券を５枚同封いたします。門徒さんをお

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 

 

◇ 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） 

  ◇ 日 程    12：30 受付 
          13：00 仏教讃歌のつどい（合唱団“花あかり”） 

13：30 開会（真宗宗歌・勤行） 
教務所長挨拶・教区会議長趣旨説明 

              問題提起（感話） ①東日本大震災復興支援物資搬送報告  
三上 悦示 氏（第18組 即心寺門徒）  

②指定同朋の会報告   

武生 克幸 氏（敦賀組 西雲寺住職） 

          14：30 講演 （途中休憩） 
        16：30 閉会 

○○○○    第第第第３４２３４２３４２３４２回吉崎別院御忌法要回吉崎別院御忌法要回吉崎別院御忌法要回吉崎別院御忌法要のごのごのごのご案内案内案内案内    

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。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（水・祝）１４時３０分頃五村別院に、また、５月

７日（木）９時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。 

 

 

 

 

 

 

宗祖親鸞聖人宗祖親鸞聖人宗祖親鸞聖人宗祖親鸞聖人750750750750回御遠忌長浜教区回御遠忌長浜教区回御遠忌長浜教区回御遠忌長浜教区スローガンスローガンスローガンスローガン    

いただこう、あわせる 掌のぬくもりを 

教務所事務休暇教務所事務休暇教務所事務休暇教務所事務休暇のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

４月９日（木）～１０日（金）、近畿連区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 （080）6184-3478 教務所プリペイド携帯電話（期間中のみ通信可能） 



○○○○    研修会研修会研修会研修会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    お誘いあわせてご参加ください。 

    

○○○○    東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災    復興支援復興支援復興支援復興支援ごごごご協力協力協力協力ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました。。。。    

昨年１１月に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。 

御坊御坊御坊御坊さんさんさんさん人生講座人生講座人生講座人生講座            

◇ 日時 ４月１４日（火）午後２時～  

◇ 会場 五村別院  

◇ 受講料 １回 ５００円    

◇ 講師 長倉伯博 氏（本願寺派 善福寺住職） 

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    
◇ 日時 ４月２０日（月）午後７時～  

◇ 講師 井上 尚実氏（大谷大学准教授） 

◇ 会場 長浜教務所２階  

◇ 参加費 ５００円 

部落問題研修会部落問題研修会部落問題研修会部落問題研修会        
◇日時 ４月２４日（金）午後７時３０分～ 

◇ 会場 長浜教務所２階   

◇ 参加費 無料 

 

聖教学習会聖教学習会聖教学習会聖教学習会        内 容：「浄土論註に学ぶ」  

◇ 日 時 ４月２７日（月）午後７時から 

◇ 会 場 長浜教務所２階   

◇ 講 師 延塚 知道 氏（大谷大学特任教授） 

◇ 参加費 １，０００円 

あなたからのやさしいメッセージとあなたからのやさしいメッセージとあなたからのやさしいメッセージとあなたからのやさしいメッセージと共共共共においしいおにおいしいおにおいしいおにおいしいお米米米米をいただきありがとうございましをいただきありがとうございましをいただきありがとうございましをいただきありがとうございまし

たたたた。。。。みんなみんなみんなみんな、、、、いろんなことをしていろんなことをしていろんなことをしていろんなことをして助助助助けあっていますけあっていますけあっていますけあっています。。。。あなたあなたあなたあなたからのあたたかいからのあたたかいからのあたたかいからのあたたかい気持気持気持気持ちをしちをしちをしちをし

っかりっかりっかりっかり受受受受けとめがんばっていきますけとめがんばっていきますけとめがんばっていきますけとめがんばっていきます。。。。                                            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    

先日先日先日先日はははは、、、、長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区のののの皆様皆様皆様皆様のごのごのごのご厚情厚情厚情厚情によりによりによりにより、、、、おおおお米米米米のののの支援支援支援支援をいただきましてありがとうござをいただきましてありがとうござをいただきましてありがとうござをいただきましてありがとうござ

いましたいましたいましたいました。。。。農家農家農家農家のののの皆皆皆皆さんがさんがさんがさんが汗水流汗水流汗水流汗水流しししし、、、、１１１１年年年年をかけてをかけてをかけてをかけて丹精丹精丹精丹精こめてこめてこめてこめて作作作作られたられたられたられた大切大切大切大切なおなおなおなお米米米米をををを、、、、遠遠遠遠

いいいい東北東北東北東北のののの地地地地までまでまでまで直接運直接運直接運直接運んでいただきんでいただきんでいただきんでいただき、、、、何何何何とおとおとおとお礼礼礼礼をををを申申申申しししし上上上上げればよいのやら・・・げればよいのやら・・・げればよいのやら・・・げればよいのやら・・・。。。。皆々様皆々様皆々様皆々様

のののの温温温温かいかいかいかい心情心情心情心情にただにただにただにただ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いでいでいで一杯一杯一杯一杯でございますでございますでございますでございます。。。。二本松市二本松市二本松市二本松市ではではではでは震災以来震災以来震災以来震災以来 3333 年年年年 9999 ヵヵヵヵ

月月月月をををを経経経経てててて、、、、なんなんなんなんとかとかとかとか表面上表面上表面上表面上はははは平常平常平常平常のののの生活生活生活生活にににに戻戻戻戻ったったったったかのようにかのようにかのようにかのように見見見見えますがえますがえますがえますが、、、、放射能放射能放射能放射能とのとのとのとの戦戦戦戦いいいい

はそうはそうはそうはそう簡簡簡簡単単単単なものではないようですなものではないようですなものではないようですなものではないようです。。。。なんとかなんとかなんとかなんとか庭先庭先庭先庭先のののの草花草花草花草花のののの手入手入手入手入れれれれ等等等等はははは出来出来出来出来るようになりるようになりるようになりるようになり

ましたがましたがましたがましたが、、、、作物作物作物作物をををを作作作作るのはるのはるのはるのは不安不安不安不安ですですですです。。。。原発事故原発事故原発事故原発事故のののの後遺症後遺症後遺症後遺症はいつまではいつまではいつまではいつまで続続続続くのかくのかくのかくのか。。。。孫孫孫孫たちのたちのたちのたちの未未未未

来来来来をををを考考考考えるとえるとえるとえると本当本当本当本当にににに心休心休心休心休まるまるまるまる日々日々日々日々はありませんはありませんはありませんはありません。。。。こんなにこんなにこんなにこんなに美美美美しいしいしいしい自然自然自然自然があるのに・・・があるのに・・・があるのに・・・があるのに・・・。。。。

放射線量放射線量放射線量放射線量をををを気気気気にしながらのにしながらのにしながらのにしながらの生活生活生活生活をををを余儀余儀余儀余儀なくされていることはなくされていることはなくされていることはなくされていることは残念残念残念残念でなりませんでなりませんでなりませんでなりません。。。。いつにないつにないつにないつにな

ったらったらったらったら元元元元のののの平常平常平常平常なななな生活生活生活生活にににに戻戻戻戻れるのかとれるのかとれるのかとれるのかと皆皆皆皆でででで励励励励ましあってましあってましあってましあって少少少少しでもしでもしでもしでも前進前進前進前進しようとがんばってしようとがんばってしようとがんばってしようとがんばって

おりますおりますおりますおります。。。。                                                                                                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    

このたびはこのたびはこのたびはこのたびは、、、、おおおお心心心心にかけておにかけておにかけておにかけてお米米米米をををを贈贈贈贈りいたりいたりいたりいただきありがとうございましただきありがとうございましただきありがとうございましただきありがとうございました。。。。福島県福島県福島県福島県はははは放射放射放射放射

能除染等解決能除染等解決能除染等解決能除染等解決できないできないできないできない問題問題問題問題がががが山積山積山積山積しておりしておりしておりしており、、、、悩悩悩悩まされておりますがまされておりますがまされておりますがまされておりますが、、、、皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお力力力力やややや励励励励ましましましまし

にににに感謝感謝感謝感謝いたしながらいたしながらいたしながらいたしながら 1111 歩歩歩歩 1111 歩前進歩前進歩前進歩前進いたしますいたしますいたしますいたします。。。。いつもごいつもごいつもごいつもご配慮配慮配慮配慮にににに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。。。。                                                                                                            

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    男性男性男性男性    

    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おくっていただきありがとうございましたをおくっていただきありがとうございましたをおくっていただきありがとうございましたをおくっていただきありがとうございました。。。。温温温温かいかいかいかい、、、、おおおお心遣心遣心遣心遣いにいにいにいに感謝感謝感謝感謝のののの

気持気持気持気持ちでちでちでちで一杯一杯一杯一杯ですですですです。。。。私私私私のののの自宅自宅自宅自宅もももも震災後震災後震災後震災後 3333 年年年年 8888 ヵヵヵヵ月月月月ぶりにやっとぶりにやっとぶりにやっとぶりにやっと家家家家のののの周周周周りのりのりのりの除染除染除染除染もももも終終終終わりわりわりわり、、、、

5.855.855.855.85 からからからから 0.470.470.470.47 までまでまでまで数値数値数値数値がががが下下下下がりましたがりましたがりましたがりました。。。。しかししかししかししかし福島県海岸沿福島県海岸沿福島県海岸沿福島県海岸沿のののの方方方方のののの復興復興復興復興はははは、、、、まだまだこれまだまだこれまだまだこれまだまだこれ

からもからもからもからも遠遠遠遠いいいい道道道道のりですのりですのりですのりです。。。。一日一日一日一日もももも早早早早くくくく避難地避難地避難地避難地からからからから戻戻戻戻りりりり、、、、家族一緒家族一緒家族一緒家族一緒にににに過過過過ごされるようごされるようごされるようごされるよう願願願願っていっていっていってい

ますますますます。。。。                                                                                                    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    

 このたびこのたびこのたびこのたび、、、、長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区のののの皆様皆様皆様皆様よりおよりおよりおより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。。。。私私私私のののの住住住住むむむむ二本二本二本二本

松市松市松市松市はははは、、、、子子子子どもたちがどもたちがどもたちがどもたちが外外外外でででで遊遊遊遊べるべるべるべる環境環境環境環境でででではありませんでしたはありませんでしたはありませんでしたはありませんでした。。。。現在現在現在現在はははは外外外外でででで遊遊遊遊べるべるべるべる環境環境環境環境がががが整整整整

いつついつついつついつつ平常平常平常平常のののの生活生活生活生活にににに戻戻戻戻っているようにっているようにっているようにっているようにみえまみえまみえまみえますがすがすがすが、、、、しかししかししかししかし、、、、いろんなところでいろんなところでいろんなところでいろんなところで震災震災震災震災のののの爪痕爪痕爪痕爪痕

がががが現現現現れますれますれますれます。。。。今後今後今後今後ともともともとも平常平常平常平常のののの生活生活生活生活をををを取取取取りりりり戻戻戻戻すためすためすためすため、、、、行動行動行動行動していきたいとしていきたいとしていきたいとしていきたいと思思思思いますいますいますいます。。。。本当本当本当本当にににに

ありがとうありがとうありがとうありがとうございましたございましたございましたございました。。。。                                                                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    男性男性男性男性 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

○○○○    教務所員人事教務所員人事教務所員人事教務所員人事についてについてについてについて    

禿   有 至 長浜教区雇員 願により役務を免ずる （２０１５年３月３１日付） 

東 野 竜 己        長浜教区雇員を命じる （２０１５年４月 １日付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  教務所員人事について  

禿   有 至 長浜教区雇員 願により役務を免ずる （２０１５年３月３１日付） 

東 野 竜 己        長浜教区雇員を命じる （２０１５年４月 １日付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜新任挨拶＞ 

 このたび、２０１５年４月１日付をもちまして長浜教務所雇員を拝命いたしました。３

月から教区雇員見習いとして長浜教務所でお世話になっておりますが、知らないことが多

く勉強の日々であります。まだまだわからないことも多く不安ばかり残りますが、前任者

と変らず精一杯努力する所存であります。 

 皆様にはご迷惑をおかけするとは思いますが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

趣味は城や神社仏閣巡りです。 

                   長浜教区 第２４組 立圓寺 衆徒 東野

ひがしの

 竜

たつ

己

き

 

                           大谷大学歴史学科卒業 ２４歳 

                          

＜退職挨拶＞ 

このたび、一身上の都合により 3 月 31 日付をもって教区雇員を退職させていただくこ

とになりました。長浜教区の皆様方にはおよそ１年半お世話になり、ただただ感謝の念で

一杯です。1 年半という短い時間でしたが、その中に収まりきらないほどたくさんのご縁

をいただきました。そのご縁を振り返ってみると、いつも何も知らない私を叱るのではな

く、丁寧にご指導いただいたことばかりでありました。自教区でありながら何も知らなか

った私が、このたび長浜教区を離れることに寂しさを感じていることにふと気がつきまし

た。本当に多くのことを学ばせていただきました。そして教区の皆様方に温かくお育てい

ただいたことが私の大切な財産となりました。 

 また、４月からは宗務役員として本山で勤務することになり、皆様からいただいたご縁

を大切に宗務に尽瘁してまいりたいと思います。大変お世話になりました。有り難うござ

いました。                     201５年 3 月  禿 有至 

 

【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 德願寺 前 坊 守 齊藤  多津子 （２０１５年３月１１日 命終） 

第１９組 念信寺 住 職 多賀   靜哲 （２０１５年３月１３日 命終） 

第１５組 吟松寺 前 坊 守 北條   恭子 （２０１５年３月１９日 命終） 

第１３組 真勝寺 前々坊守 三山    操 （２０１５年３月２４日 命終） 

第１６組 浄覺寺 前々坊守 佐竹  八重子 （２０１５年３月２７日 命終） 

第１５組 吟松寺 前 住 職 北條   智闡 （２０１５年３月２８日 命終） 

 

【代務者任命】 

 

第１２組 本光寺 雲根 隆敏  （２０１５年３月２７日 任命） 

第１５組 田勝寺 七岡 朋子  （２０１５年３月２６日 任命） 

第１８組 法音寺 藤本 信子  （２０１５年３月２７日 任命） 

第１９組 西通寺 冨永 法成  （２０１５年３月１３日 任命） 

第２１組 西光寺 藤澤 賢肇  （２０１５年３月１０日 任命） 

第２４組 明正寺 松浦  晋  （２０１５年３月２１日 任命） 

敦 賀 組 髙照寺 中村  泉  （２０１５年３月１０日 任命）   

以上 敬称略 

 



 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

4/1(水)  坊守会一日研修会（真宗本廟 春の法要参拝） 真宗本廟 

3(金) 14:00 坊守会常任委員会 教務所 

5(日) 14:00 五日会連続講座（第2回） 五村別院 

6(月) 9:30 “花あかり”練習 長浜別院 

7(火) 15:00 教区教化研修計画策定会議 教務所 

8(水) 19:00 花まつりスタッフ会 教務所 

9(木)  教務所事務休暇（～10日）  

14(火) 14:00 御坊さん人生講座 五村別院 

15(水) 

11:00 

17:00 

永代経祥月法要 

教区門徒会懇談会 

五村別院 

教務所 

16(木) 

9:30 

14:00 

“花あかり”練習 

教区婦人会一日研修会 

長浜別院 

教務所 

17(金) 

14:00 

19:00 

同朋大会実行委員会 

花まつりスタッフ会 

教務所 

教務所 

20(月) 

14:00 

19:00 

しんらん講座 

親鸞サークルＳＯＳ 

長浜別院 

教務所 

21(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

23(木) 10:00 教区門徒会（臨時会） 教務所 

24(金) 

14:00 

19:30 

教区教化委員会「寺族研修小委員会」協議会 

部落問題研修会 

教務所 

教務所 

25(土) 13:00 花まつりスタッフ会 教務所 

27(月) 19:00 聖教学習会 教務所 

28(火) 9:30 “花あかり”練習 教務所 

5/1(金) 15:00 教区教化研修計画策定会議 教務所 

2(土) 10：00 花まつり前日準備 長浜別院 

3(日) 10:00 教区花まつり子ども大会 長浜別院 

6(水) 

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(木) 

9:00頃 

9:45 

御影道中お立ち寄り 

“花あかり”練習 

長浜別院 

長浜別院 

10(日) 13:00 教区同朋大会 滋賀文化産業交流会館 

12(火) 15:00 教区教化研修計画策定会議 教務所 

13(水) 10:30 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

18(月) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

【 同封書類 】 （１）同朋大会開催案内チラシ・入場整理券 各５部  

（２）五日会案内チラシ           １部 

（３）太平洋食堂チラシ           １部  

（４）第３４２回吉崎別院御忌法要案内    各１部  

 

長浜教区・両別院４月行事予定 


