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● 正副組長の改選について 
各組にて正副組長選挙が施行され、下記のとおり選定されましたのでお知らせします。 

    （敬称略／任期：２０１７年４月１日～２０２０年３月３１日） 

組  名 組長 副組長 

第１２組 宇野  慶壽 (崇德寺) 冨田  宗明 (緑苔寺)   

第１３組 岡  廣見 (慈圓寺) 永尾   眞 (即法寺) 冨田  正孝 (聽信寺) 

第１４組 小足  諭司 (極性寺) 陵木  文道 (長願寺)   

第１５組 浅井   勝 (大雲寺) 藤濱  真人 (安浄寺)   

第１６組 澤面  宣了 (浄願寺) 新庄  了澄 (金光寺)   

第１７組 千田  洋文 (念相寺) 法雲  俊邑 (觀行寺) 寺本  智教 (願久寺) 

第１８組 鎌足  慶文 (蓮臺寺) 中西  佳澄 (勝傳寺)   

第１９組 冨永  法成 (准願寺) 虎頭  良裕 (專宗寺)  竹ヶ鼻 和友(西雲寺) 

第２０組 玉樹   惇 (西照寺) 松見  文雄 (長善寺)   

第２１組 門池   守 (樂入寺) 伊吹  惠鐘 (本覺寺)   

第２２組 佐々木  尚隆(西慶寺) 藤谷  秀樹 （慈榮寺）   

第２３組 髙月  眞壽 (存法寺) 森   清隆 (本光寺) 岩井  一博 (龍山寺) 

第２４組 美濃部 俊裕 (來入寺) 熊野  俊史 (了覺寺)   

敦賀組 稲倉  良昭 (願通寺) 武生  克幸 (西雲寺) 巖  隆夫 (浄賢寺) 

 

●  任期満了に伴う教区会議員選挙について 

任期満了に伴う教区会議員選挙について、下記の日程で施行されますので、ご承知おきく

ださい。 

立候補届出期間    ４月１０日～４月１２日（各日とも午前９時～午後４時） 

不在者投票期間    ４月２２日～４月２３日（各日とも午前７時～午後７時） 

投票日               ４月２４日      （午前７時～午後７時） 

★不在者投票及び投票の詳細については、立候補届最終日（４月１２日）以降に、「選挙事

務連絡」にてお知らせします。 

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 
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● 鍵役の就任について 
３月２８日付にて大谷 裕氏（おおたに ゆう：門首後継者である大谷 暢裕鍵役の長男）

が鍵役に就任されました。 

今後は、鍵役として職務を務める一方で、大谷大学研修員として真宗学や仏教学等につい

ての研鑽を積まれることとなります。 

 

●  教区門徒会員及び教区門徒会常任委員会委員の変更について 

教区門徒会員 土田 良夫氏の逝去に伴い、後任として山内  健次氏（第１９組 本德寺門

徒）が互選されましたのでご報告いたします。 

また、土田氏は、教区門徒会常任委員会委員でしたので、第１補充員である、片岡 健策氏

（第２１組 等光寺門徒）が常任委員に就任いたしましたことを併せてご報告いたします。 

 

 

 

 

 
 

＜教学・教化部会からのお知らせ＞ 

●  お待ち受け助成事業「ごえんき ごきげんワークショップ」について 
 

御遠忌お待ち受け助成事業「ごえんき ごきげんワークショップ」では、浄土真宗の教え

を表現する企画を実施する団体を募集し、併せて応募団体の中から選考により助成をいた

します。ぜひ御遠忌厳修の願い「生きる力を伝える」を多くの方々と 

共有できるような事業計画をご応募ください。 

なお、リーフレットは必要部数を送付いたしますので、先月号の「月 

報」に同封いたしました申込書にてお申込みください。 

       あかり    とも 

●  花まつり子ども大会について❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ 

有縁の方お誘いあわせの上、ご参加ください。 

◇ 日 時 ２０１７年５月３日（水・祝）午前１０時（受付９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 

◇ お一人からでもお申し込みできます 

 

●  ２０１６年度長浜教区同朋大会について 

教区同朊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。有縁の方をお誘いい

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

うえ、当日ご持参ください。 

 

2019年 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について 
 



◇ 期 日 ２０１７年５月２１日（日）１２時 受付～１６時閉会 

◇ 場 所  滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 

◇  大会テーマ 「平和と念仏申すこと― 戦争からみえてくる人間の相（すがた）―」 

◇ 講 師 石原 昌家氏（沖縄国際大学名誉教授） 

◇ 会 費 ５００円 

  ◇ 日 程    12:00  受付 

          12:30  仏教讃歌のつどい（合唱団“花あかり”） 

13:00  開会（真宗宗歌・勤行） 

                感話 

          13:50  講演 （途中休憩） 

        16:00  閉会 

 

 

● 第３４４回吉崎別院御忌法要のご案内 

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ので、ぜひご出仕及び 

ご参詣ください。（詳細は同封のチラシを参照ください） 

なお、蓮如上人御影道中は５月６日（土）１４時４０分頃五村別院に、また、５月７日（日） 

９時１０分頃に長浜別院にお立ち寄りされます。お誘いあわせてご参詣ください。 

 

● 研修会のお知らせ    お誘いあわせてご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

しんらん講座   

◇ 日時 ４月７日（金）・５月９日（火）午後２時～  

◇ 会場 長浜別院  

◇ 受講料 １回 ５００円 

◇ 講師 佐野 明弘 氏（光闡坊 住持）  

親鸞サークルＳＯＳ ―和讃に学ぶー 
◇ 日時 ４月２１日（金）午後７時～  

◇ 会場 大谷会館 講堂  

◇ 参加費 ５００円 

◇ 講師 井上 尚実 氏（大谷大学教授） 

五日会連続講座 
◇ 日時 ４月６日（木）・６月５日（月）午後２時～  

◇ 会場 五村別院 

◇ 聴講料 １回３００円 

◇ 講師 真城 義麿 氏（四国教区善照寺住職） 

聖教学習会  内 容：「教行信証総説」   
◇ 日 時 ５月１５日（月）午後７時から 

◇ 会 場 大谷会館 講堂 

◇ 参加費 １，０００円  

◇ 講 師 延塚 知道 氏（大谷大学特任教授） 

 

 

【敬弔】 

生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第２３組 圓照寺 前坊守 東野  千枝子（２０１７年３月２１日命終） 

 

【住職任命】 

第１８組 珀清寺 海北  康（２０１７年３月２５日任命） 

 

【代務者任命】 

第１７組 浄泉寺 鎌足 慶文（２０１７年３月１０日任命）      

以上 敬称略 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E5%A4%A7%E5%AD%A6


長浜教区・両別院４月～５月行事予定 

【同封書類 】（１）同朊大会開催案内チラシ・入場整理券  （２）五日会案内チラシ （３） 吉崎別院蓮如上人御忌法要 

（４）ごえんき ごきげんワークショップ リーフレット （５）解放特伝研修チラシ 

（６）敦賀組同朊会運動推進大会 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

4/5(水) 
10:30 

13:30 

お勤め講習会 

教区及び組の改編に関する地方協議会 

長浜別院 

大谷会館 講堂 

6(木) 

9:30 

14:00 

19:00 

“花あかり”練習 

五日会連続講座（第 2回） 

花まつりスタッフ会 

大谷会館 講堂 

五村別院 

旧教務所 

7(金) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

12(水) 

9:30 

13:00 

16:00 

“花あかり”練習 

一道会 

選挙管理会 

大谷会館 講堂 

長浜別院 

大谷会館 講堂 

13(木) 19:00 花まつりスタッフ会 旧教務所 

14(金) 19:00 解放特伝スタッフ協議会 大谷会館 講堂 

18(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

19(水) 
11:00 

17:00 

永代経祥月法要 

同朊大会事前学習会 

五村別院 

大谷会館 講堂 

20(木) 14:00 離脱問題資料編集委員会 長浜別院 

21(金) 
13:30 

19:00 

企画室 

親鸞サークル SOS 

大谷会館 講堂 

大谷会館 講堂 

22(土) 13:00 解放運動特別指定伝道研修会 大谷会館 講堂 

25(火) 10:00 “花あかり”練習 大谷会館 講堂 

26(水) 19:00 寺族研修小委員会 大谷会館 講堂 

28(金) 19:00 解放特伝スタッフ協議会 大谷会館 講堂 

29(土) 13:00 花まつりスタッフ会 旧教務所 

30(日) 13:00 花まつりスタッフ会 旧教務所 

5/2(火) 13:00 花まつり前日準備 旧教務所 

3(水) 10:00 教区花まつり子ども大会 長浜別院 

6(土) 
13:00 

14:40頃 

五日会 

蓮如上人御影道中お立ち寄り 

五村別院 

五村別院 

7(日) 9:10頃 蓮如上人御影道中お立ち寄り 長浜別院 

9(火) 14:00 しんらん講座 長浜別院 


