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○ 長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区････五五五五村別院村別院村別院村別院････長浜別院長浜別院長浜別院長浜別院    

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要        高札立柱式高札立柱式高札立柱式高札立柱式についてについてについてについて 

 

２０１９年５月に厳修されます、長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回

御遠忌法要に向け、「高札立柱式」を長浜別院（１０月２２日）、五村別院（１０月２９日）

にて挙行いたしました。 

当日は、教区合唱団「花あかり」による、真宗宗歌・仏教讃歌「回向」斉唱後、幽溪 浩

教務所長からは、御遠忌に向う教区としての決意について、伊吹 惠鐘御遠忌委員会委員長

（第２１組 本覺寺住職）からは、御遠忌に託されている願いについて、それぞれ挨拶があ

り、その後、高札の除幕をいたしました。 

なお、高札の文字は、早嵜 得雄氏（第２２組 要誓寺前住職）に依頼し、筆耕いただ

きました。 

 

○○○○    東日本大震災救援物資東日本大震災救援物資東日本大震災救援物資東日本大震災救援物資    

ごごごご提供提供提供提供にごにごにごにご協力協力協力協力いただきいただきいただきいただきありがとうございまありがとうございまありがとうございまありがとうございましたしたしたした    

 

１０月２６日から２８日までの、お米の搬入及び仕分け作業に、３日間で各組から５７名の

方々にご協力をいただきました。 

各組からお届けいただいた救援物資は、１１月３日から５日（トラックは２日に出発）に救

援物資搬送チーム、別院・教務所員が東北の被災地に赴き、仮設住宅を中心にお届けしてまい

ります。 

 

 

 

 

○○○○    年末各年末各年末各年末各寺院巡回寺院巡回寺院巡回寺院巡回をををを実施実施実施実施しますしますしますします    

下記のとおり、各寺院へ年末のご挨拶に伺います。ご不在の場合、配布物については、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。 

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。 

 

 

 

 

 

12/ 7（月） 第１４組・第１６組・第１９組 12/ 11（金） 第２１組・第２２組 

8（火） 第２０組・敦賀組 14（月） 第２３組・第２４組 

9（水） 第１３組・第１７組 15（火） 第１５組 

 10 (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 

※ 日程は都合により変更することがあります。 

▼ ご提供いただいた お米 （１０月３０日現在） 

        ８，１００㌔（約１３５俵）（5㌔入 1,620袋） 



○○○○    ２０１２０１２０１２０１５５５５年度経常費年度経常費年度経常費年度経常費完納御礼完納御礼完納御礼完納御礼    

２０１５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 

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

德法寺 法雲寺 稱揚寺 善行寺 今江寺 光輪寺 淨信寺 明願寺 空念寺 覺圓寺 

崇德寺 正業寺 皆圓寺 啓福寺 光常寺 第２１組     

永福寺 證光寺 本光寺 了信寺  林栖寺 明善寺 正信寺 淨流寺 慶善寺 

第１３組      樂入寺 正法寺 真願寺 運德寺 浄福寺 

唯佛寺 光了寺 善證寺 見瑞寺 德願寺 入願寺 清休寺 專通寺 本覺寺 專光寺 

專了寺 浄蓮寺 栁岸寺 善通寺 長圓寺 泉龍寺 願正寺 成真寺 髙德寺  

念願寺 浄休寺 真入寺 了敬寺 通來寺 第２２組     

福願寺 長樂寺 福念寺 真勝寺 光西寺 光乘寺 本誓寺 來現寺 雲外寺 慈榮寺 

即法寺 光運寺 青蓮寺 講善寺 松音寺 要誓寺 真宗寺 真立寺 正安寺 西源寺 

大久寺     通覺寺 正傳寺 智源寺 最藏寺 相頓寺 

第１４組      廣福寺 浄明寺 正賢寺 安立寺 空德寺 

皆念寺 通念寺 念力寺 長願寺 極安寺 西慶寺 浄願寺 金光寺 西樂寺 專照寺 

満立寺 浄休寺 西蓮寺 光覺寺  第２３組     

第１５組      願超寺 本光寺 芳澤寺 祐善寺 立法寺 

持專寺 長源寺 養善寺 正等寺 圓法寺 頓念寺 善福寺 宿善寺 圓長寺 浄法寺 

田勝寺 宗樂寺 了源寺 薫德寺 雲西寺 西信寺 應因寺 向源寺 真西寺 誓順寺 

善覺寺 勝福寺 安浄寺 一心寺 覺應寺 行信寺 圓照寺 浄照寺 龍泉寺 德恩寺 

了念寺     空観寺 報土寺 元龍寺 安覺寺 龍山寺 

第１６組      長通寺     

圓教寺 願隨寺 西光寺 願海寺 了願寺 第２４組     

金光寺     浄敎寺 覺勝寺 圓行寺 隨願寺 教覺寺 

第１７組      充滿寺 覺念寺 梅龍寺 慶福寺 猶存寺 

存光寺 願善寺 願久寺 永勝寺 西養寺 長照寺 圓常寺 報春寺 明樂寺 誓海寺 

宿願寺 浄邦寺 念相寺 觀行寺 圓樂寺 樹德寺 景好寺    

行德寺          

第１８組      敦賀組     

傳正寺 忍法寺 運行寺 極樂寺 安勝寺 量泉寺 西雲寺 隆法寺 永壽寺 願通寺 

法音寺 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    高雲寺 願浄寺 高福寺 皆圓寺  

第１９組           

西雲寺 法信寺 願應寺 休安寺 頓證寺      

專宗寺 了福寺 本德寺 西敎寺 真證寺      

篠原寺 覺了寺 浄國寺 西通寺       



○○○○    真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟（（（（東本願寺東本願寺東本願寺東本願寺））））    御正忌報恩講及御正忌報恩講及御正忌報恩講及御正忌報恩講及びびびび讃仰法要讃仰法要讃仰法要讃仰法要（（（（音楽法要音楽法要音楽法要音楽法要））））についてについてについてについて（（（（案内案内案内案内））））    
 

  報恩講中、御影堂門御修復にあわせて楼上からおろされていた、釋迦三尊像についても修復

が完了しましたので、阿弥陀堂内にて拝観いただけます。 

１１月２１日（土）午前１０時   讃仰法要（音楽法要） 

１１月２１日（土）～２８日（土） 御正忌報恩講 

１１月２３日（月・祝）      子ども報恩講のつどい 
 

「長浜教区団体参拝用タスキ」（貸出用）が教務所にございます。ぜひご活用ください。 

 

○○○○    ２２２２０１６０１６０１６０１６年年年年    教区教区教区教区・・・・長浜長浜長浜長浜・・・・五村両別院合同新年互礼会五村両別院合同新年互礼会五村両別院合同新年互礼会五村両別院合同新年互礼会についてについてについてについて（（（（案内案内案内案内））））    

新年互礼会を、２０１６年１月１５日（金）午前１０時から五村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、ご出席ください。 

    

○○○○    研修会等研修会等研修会等研修会等のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

○お誘いあわせのうえ、ご参加ください○ 

    

■しんらん■しんらん■しんらん■しんらん講座講座講座講座『『『『如来如来如来如来よりたまわるよりたまわるよりたまわるよりたまわる信信信信――――仏智疑惑和讃仏智疑惑和讃仏智疑惑和讃仏智疑惑和讃にににに学学学学ぶ―ぶ―ぶ―ぶ―』』』』    

１１月９日（月）１４時～ 

 講師：佐野 明弘（さの・あきひろ）氏（光闡坊 住持） 

場所：五村別院 参加費：５００円 

    

■■■■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―ぶ―ぶ―ぶ―    

１１月１６日（月）１９時～ 

 講師：井上 尚実（いのうえ・たかみ）氏（大谷大学准教授） 

場所：長浜教務所２階 参加費：５００円 

    

■■■■教区部落問題研修会教区部落問題研修会教区部落問題研修会教区部落問題研修会    

      １１月２７日（金）１９時３０分～ 

       テキスト「響」輪読・座談・ビデオ学習など 

場所：長浜教務所２階 参加費：無料 

      ！！！！１２１２１２１２月月月月のののの開催予定日開催予定日開催予定日開催予定日がががが変更変更変更変更になりましたになりましたになりましたになりました！！！！    

      １２月１８日（金）１９時３０分～ 

 

○○○○    真宗教団連合滋賀県支部主催真宗教団連合滋賀県支部主催真宗教団連合滋賀県支部主催真宗教団連合滋賀県支部主催「「「「真宗真宗真宗真宗のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」開催開催開催開催についてについてについてについて    

真宗教団連合滋賀県支部主催の「真宗のつどい」が開催されます。お誘いあわせてご参加く

ださい。 

◇ 日 時 ２０１６年３月６日（日）午後１時から 

◇ 会 場 「滋賀県立文化産業交流会館」1階 イベントホール 

◇ 内 容 和訳正信偈講習会、講演 

◇ 講 師 宮崎 幸枝氏（医療法人精光会みやざきホスピタル理事長・副院長） 

 

 



長浜教区・両別院１１・１２月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 同封書類 】（１）「団体医療・がん保障制度」「寺院・教会施設賠償責任保険」のご案内 

（２）同朋大学仏教文化研究所主催展示会チラシ 

（３）書籍の文字入れサービスについてチラシ 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

11/1(日)  五村別院報恩講 五村別院 

2(月)  東日本大震災復興支援物資搬送（～5 日）  

9(月) 14:00 しんらん講座 五村別院 

12(木) 14:00 教化委員会「企画室」会議 教務所 

16(月) 19:00 親鸞サークルＳＯＳ 教務所 

17(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

18(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

27(金) 19:30 教区部落問題研修会 教務所 

12/7(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 

 

8(火)  年末各寺院巡回（第２０組・敦賀組）  

9(水)  年末各寺院巡回（第１３組・第１７組）  

10(木) 
 年末各寺院巡回（第１２組・第１７組・第１８組）  

11(金) 
 年末各寺院巡回（第２１組・第２２組）  

14(月) . 年末各寺院巡回（第２３組・第２４組）  

15(火) 
 年末各寺院巡回（第１５組）  

18(金) 19:30 教区部落問題研修会 教務所 

 

【住職任命】（２０１５年１０月２８日 任命） 

第２１組 念慶寺    速水   馨 

第２２組 本誓寺    本   正彦 

敦 賀 組 稱名寺    佐々木 弘照 

 

【代務者任命】 

第２２組 應德寺    藤本  永照（２０１５年１０月８日 任命） 

 以上 敬称略 

○○○○年末年始年末年始年末年始年末年始    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○○○○    

２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年１２１２１２１２月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年１１１１月月月月５５５５日日日日（（（（火火火火））））    

上記の期間、事務休暇とさせていただきます。 

緊急のご用は、長浜教務所プリペイド携帯（０８０-６１８４-３４７８）まで。 


