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明けましておめでとうございます。 

旧年中はお世話になりました。 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

長浜教務所員一同 

○ 各寺院巡回御礼 

年末に教務所員並びに別院職員にて全寺院巡回の折には、ご丁寧にお迎えいただきありが 

とうございました。 

なお、お留守の寺院については、挨拶状を郵便受け等に入れさせていただき、年末の挨拶

に代えさせていただきました。 

 

○ 宗派経常費年末完納について 
２０１５年度の宗派経常費年末完納の締切が２０１６年１月２０日（水）までとなります。 

何卒ご完納いただきたくよろしくお願い申し上げます。 

 

○ ２０１６年 長浜教区・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、２０１６年１月１５日（金）午前１０時から五村別院にて開催します。

ご案内を同封いたしましたので、出席出席出席出席くださるくださるくださるくださる方方方方はははは、、、、同封同封同封同封のののの申込申込申込申込ハガキハガキハガキハガキ（（（（切手切手切手切手はははは不要不要不要不要ですですですです））））にににに

てててて、１月８日（金）までに教務所へお申し込みください。ご参加お待ちしております。 

 

○ 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時から午後４時まで 

◇ 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） 

 ◇ 講  題 人生の解決とは「お浄土があってよかったね」 

 

○ 第二種共済について  

継続加入の際、送金後の口数変更はできませんので、送金される場合はご留意ください。 

なお、付属建物（鐘楼、山門、土蔵、納骨堂等）を対象として加入する場合は、予め宗務 

総長の承認（付属建物承認願）が必要となります。 

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 



○ 東日本大震災 復興支援ご協力ありがとうございました。 

１１月２日（月）～５日（木）に、皆様から提供いただきました「お米」を東北の被災地に

直接お届けしました。そのお礼状が届いておりますので、先月号に引き続きご紹介いたします。 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    今年今年今年今年もおもおもおもお米米米米をををを頂頂頂頂きましてありがとうございましたきましてありがとうございましたきましてありがとうございましたきましてありがとうございました。。。。皆様皆様皆様皆様のののの御厚情誠御厚情誠御厚情誠御厚情誠にありがたくにありがたくにありがたくにありがたく厚厚厚厚くくくく御御御御

礼申礼申礼申礼申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。    

私達私達私達私達のののの小高区小高区小高区小高区はははは来年来年来年来年４４４４月月月月のののの避難解除避難解除避難解除避難解除にににに向向向向けてけてけてけて、、、、宅地宅地宅地宅地とととと農地農地農地農地のののの除染作業除染作業除染作業除染作業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んんんん

でおりますがでおりますがでおりますがでおりますが、、、、阿武隈山地付近阿武隈山地付近阿武隈山地付近阿武隈山地付近のののの集落集落集落集落はははは、、、、除染除染除染除染をしてもまだまだをしてもまだまだをしてもまだまだをしてもまだまだ放射線量放射線量放射線量放射線量がががが高高高高くくくく、、、、住民住民住民住民がががが

帰還帰還帰還帰還をををを断念断念断念断念しているしているしているしている方方方方がががが、、、、７７７７、、、、８８８８割割割割にににに及及及及びますびますびますびます。。。。当組合当組合当組合当組合はははは津波津波津波津波でででで破戒破戒破戒破戒されたされたされたされた農地農地農地農地のののの草刈草刈草刈草刈とととと

瓦礫瓦礫瓦礫瓦礫のののの撤去撤去撤去撤去をしていますがをしていますがをしていますがをしていますが、、、、農作物農作物農作物農作物をををを作付作付作付作付するためにはするためにはするためにはするためには、、、、河川河川河川河川、、、、堀堀堀堀のののの復旧復旧復旧復旧とととと農地農地農地農地のののの区画整区画整区画整区画整

理理理理がががが必要必要必要必要ですですですです。（。（。（。（中略中略中略中略））））来年来年来年来年もももも平穏平穏平穏平穏でありますでありますでありますであります様様様様にににに、、、、又長浜市又長浜市又長浜市又長浜市のののの皆様皆様皆様皆様のののの御健康御健康御健康御健康とととと御繁栄御繁栄御繁栄御繁栄をををを御御御御

祈祈祈祈りりりり致致致致しておりますしておりますしておりますしております。。。。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。。。。    

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    

 

ごごごご縁縁縁縁がありがありがありがあり３３３３年年年年にににに渡渡渡渡りりりり心暖心暖心暖心暖まるおまるおまるおまるお米米米米のののの支援支援支援支援をいただきをいただきをいただきをいただき、、、、本当本当本当本当にににに有難有難有難有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。    

今迄今迄今迄今迄、、、、私共農家私共農家私共農家私共農家でででで、、、、米米米米はははは勿論勿論勿論勿論、、、、出来出来出来出来るるるる野菜野菜野菜野菜はははは栽培栽培栽培栽培しておりましたしておりましたしておりましたしておりました。。。。今今今今ではではではでは、、、、おおおお米米米米はじめはじめはじめはじめ、、、、

野菜野菜野菜野菜、、、、そしてそしてそしてそして水水水水までまでまでまで買買買買うううう生活生活生活生活になるになるになるになるとはとはとはとは、、、、夢夢夢夢にもにもにもにも思思思思いませんでしたいませんでしたいませんでしたいませんでした。。。。    

子子子子、、、、孫達孫達孫達孫達ともともともとも遠遠遠遠くくくく離離離離れてのれてのれてのれての生活生活生活生活となりとなりとなりとなり、、、、年年年年にににに数日数日数日数日しかしかしかしか会会会会うだけ・・・・とうだけ・・・・とうだけ・・・・とうだけ・・・・と淋淋淋淋しいしいしいしい思思思思いをいをいをいを

しておりますしておりますしておりますしております。。。。元元元元のののの生活生活生活生活にににに戻戻戻戻るるるる事事事事はははは無理無理無理無理かもかもかもかも知知知知れませんがれませんがれませんがれませんが、、、、一歩一歩一歩一歩ずずずずつつつつ前前前前にににに向向向向ってってってって頑張頑張頑張頑張りたりたりたりた

いといといといと思思思思いますいますいますいます。。。。今年今年今年今年もももも残残残残りりりり１１１１カカカカ月半月半月半月半、、、、皆様皆様皆様皆様おおおお身体身体身体身体にににに留意留意留意留意されますされますされますされます様様様様にににに！！！！！！！！    

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    女性女性女性女性    

 

    毎年私達毎年私達毎年私達毎年私達のののの為為為為にににに支援支援支援支援いただきありがとうございますいただきありがとうございますいただきありがとうございますいただきありがとうございます。。。。まだまだまだまだ仮設仮設仮設仮設でのでのでのでの生活生活生活生活ですですですです。。。。美味美味美味美味しいしいしいしい

おおおお米米米米をををを食食食食べてべてべてべて元気元気元気元気がでましたがでましたがでましたがでました。。。。皆様皆様皆様皆様もももも健康健康健康健康にはにはにはには十分注意十分注意十分注意十分注意しししし、、、、元気元気元気元気におにおにおにお過過過過ごしごしごしごし下下下下さいさいさいさい。。。。    

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    

 

    朝夕朝夕朝夕朝夕すっかりすっかりすっかりすっかり冷冷冷冷ええええ込込込込みみみみ、、、、今年今年今年今年もももも日日日日めくりがだいめくりがだいめくりがだいめくりがだいぶぶぶぶ薄薄薄薄くなりましたくなりましたくなりましたくなりました。。。。早早早早いものでいものでいものでいもので４４４４年年年年８８８８カカカカ

月月月月がががが過過過過ぎましたぎましたぎましたぎました。。。。又又又又今年今年今年今年もおもおもおもお米米米米をををを頂頂頂頂きききき有難有難有難有難うございましたうございましたうございましたうございました。。。。大切大切大切大切にににに頂頂頂頂きますきますきますきます。。。。寒寒寒寒さにさにさにさに向向向向いいいい

どうぞおどうぞおどうぞおどうぞお身体大切身体大切身体大切身体大切におにおにおにお過過過過ごしごしごしごし下下下下さいませさいませさいませさいませ。。。。おおおお礼礼礼礼までまでまでまで。。。。    

                        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    女性女性女性女性    

 

このこのこのこの度度度度はおはおはおはお米米米米をををを頂頂頂頂きききき、、、、早速食早速食早速食早速食べてみましたべてみましたべてみましたべてみました。。。。新米新米新米新米でとてもでとてもでとてもでとても美味美味美味美味しかったしかったしかったしかった。。。。私達私達私達私達のののの米作米作米作米作りりりりはははは

まだまだですまだまだですまだまだですまだまだです。。。。おおおお米米米米はわたしにとってはわたしにとってはわたしにとってはわたしにとって（（（（いのちいのちいのちいのち））））ですですですです。。。。本当本当本当本当にににに有難有難有難有難うううう御座御座御座御座いましたいましたいましたいました。。。。空空空空はははは繋繋繋繋

がっていますがっていますがっていますがっています。。。。これからもこれからもこれからもこれからも宜宜宜宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします。。。。    

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    女性女性女性女性    

    

拝啓拝啓拝啓拝啓    秋秋秋秋もももも深深深深まりまりまりまり、、、、山山山山ではではではでは雪雪雪雪のののの便便便便りもきかれるりもきかれるりもきかれるりもきかれる頃頃頃頃とととと相成相成相成相成りましたりましたりましたりました。。。。    

今年今年今年今年もももも暖暖暖暖かかかかいいいい支援支援支援支援のおのおのおのお米米米米をををを頂頂頂頂きききき本当本当本当本当にににに有有有有りりりり難難難難くくくく、、、、うれしくうれしくうれしくうれしく、、、、みんなでよろこびましたみんなでよろこびましたみんなでよろこびましたみんなでよろこびました。（。（。（。（中中中中

略略略略））））刈刈刈刈りたてりたてりたてりたてのののの新米新米新米新米をををを送送送送ってってってって来来来来るなんてるなんてるなんてるなんて感激感激感激感激ですですですです。。。。私私私私もももも専業農家専業農家専業農家専業農家でででで、、、、米米米米をつくっておりまをつくっておりまをつくっておりまをつくっておりま

したがしたがしたがしたが、、、、原発原発原発原発でもうでもうでもうでもう全然作全然作全然作全然作れなくなりましたれなくなりましたれなくなりましたれなくなりました。。。。    

本当本当本当本当にありがとうございますにありがとうございますにありがとうございますにありがとうございます。。。。最後最後最後最後にににに寒寒寒寒さにさにさにさに向向向向っておっておっておってお体体体体をををを大切大切大切大切にににに。。。。    

                                                        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    女性女性女性女性 



○○○○    真宗本廟（東本願寺）「御本尊還座式」・「阿弥陀堂御修復完了奉告法要」・「春の法要」について 

 

真宗本廟において、下記法要が厳修されます。有縁の方お誘いあわせいただきご参詣くだ

さい。(詳細は、『真宗』誌１月号を参照ください) 

 

３月３１日(木)  13:30～ 御本尊還座式（記念講演 講師：池田 勇諦氏） 

４月  １日(金)  10:00～ 阿弥陀堂御修復完了奉告法要兼師徳奉讃法要 

４月 １日(金)～３日(日)  春の法要 

 

「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。 

    

○○○○    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○五村別院五村別院五村別院五村別院    ２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年    「「「「五日会連続講座五日会連続講座五日会連続講座五日会連続講座」」」」    

講師：栖雲深泥（すくもじんでい）師 

会場：五村別院 本堂 

日時：３月５日（土）・４月５日（火）・６月５日（日） 午後２時から４時 

  ※聴講料１回３００円 

お問い合わせ：五村別院 長浜市五村１５０ TEL ０７４９−７３−３１３３ 

 

 

○○○○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、年末年始事務休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 長浜教務所プリペイド携帯 ０８０-６１８４-３４７８ 

２０１６２０１６２０１６２０１６年年年年１１１１月月月月１５１５１５１５日日日日（（（（金金金金））））    

教区・長浜・五村両別院合同新年互礼会のため、事務休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 五村別院    ０７４９－７３－３１３３ 

１１１１月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（金金金金））））    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

1/6(水)  教務所事務始  

8(金) 14:00 組門徒会研修講師会 教務所 

14(木) 14:00 男女共同参画推進会議 教務所 

15(金) 10:00 長浜教区・長浜五村両別院合同新年互礼会 五村別院 

19(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

20(水) 

9:30 

11:00 

“花あかり”新春法話会 

永代経祥月法要 

長浜別院 

五村別院 

27(水) 9:30 “花あかり”練習 長浜別院 

29(金) 19:30 教区部落問題研修会 教務所 

 2/9（火） 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

16(火) 11:00 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) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

19(金) 19:30 教区部落問題研修会 教務所 

25(木)  近畿連区職員研修会（26日迄）  

29(月) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

【同封書類】  

(１)教区・両別院合同新年互礼会案内・返信用ハガキ  (２)滋賀同宗連主催 滋賀同宗連全体研修会 

(３)真宗教団連合滋賀県支部主催 「真宗のつどい」 (４)得度事前講習会案内  (５)大垣眞宗学院チラシ  

  

長浜教区・両別院１月・2 月行事予定 

長浜別院 

 12月26日 煤払い 

 28日 鏡餅つき 

 31日 年末・年始荘厳（お飾り） 

  歳暮勤行 

 1月 1日 修正会 午前0時30分 

 5日 鏡開き 

 

五村別院 

 12月20日 煤払い 

 29日 鏡餅つき 

 31日 歳暮勤行 

 1月 1日 修正会   午後2時 

5日  鏡開き 

 

五村・長浜別院 年末・年始行事 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 
第２０組 善良寺 前坊守 細井 京子 （２０１５年１２月１９日 命終） 

 
【住職代務者任命】 

第１２組 正恩寺  大野  龍天    （２０１５年１１月２０日 任命） 

第２２組 緑映寺  北川 万紀子    （２０１５年１１月２５日 任命） 

以上 敬称略 

 


