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○長浜別院事務所の移転について 

４月から長浜別院の事務所が大谷会館に移転しました。 

このことにより教務所・別院が同じフロアーで事務を執ることとなりました。来る２０１９

年５月に厳修する長浜教区･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、

一体となってこれまで以上に連携・連動し歩みを進めていきます。 

なお、旧教務所は、諸会議で使用できるよう、現在、床の張り替え工事を行っております。 

 

 

○五村別院 御廟所御修復について 

４月２４日より教如上人御廟所等の御修復工事を着工いたしました。工事終了は今年９月

下旬頃を予定しておりますので、期間中は工事車両の出入りにご注意ください。 

また、境内の駐車場が制限される場合もありますのでご承知おきください。 

 

○２０１６年度経常費完納御礼 

２０１７年１月２１日から２０１７年４月２０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８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。 

 

 

 

 

 

第１２組 緑苔寺 即徃寺 德善寺 

第１３組 入善寺   

第１７組 金蓮寺 浄泉寺 圓德寺 

第２２組 專得寺   

第２４組 明正寺   

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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○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の当選人が決定したので、お知らせします。 

（組順・敬称略 任期：２０１７年４月２４日～２０２０年４月２３日）  

氏 名 組 名 寺院名 

 

氏 名 組 名 寺院名 

冨田   宗明 第１２組 緑苔寺 
 

竹ヶ鼻 和友 第１９組 西雲寺 

永尾    眞 第１３組 即法寺 
 

松見  文雄 第２０組 長善寺 

陵木  文道 第１４組 長願寺 
 

伊吹  惠鐘 第２１組 本覺寺 

藤濱  真人 第１５組 安浄寺 
 

藤谷  秀樹 第２２組 慈榮寺 

新庄  了澄 第１６組 金光寺 
 

森   清隆 第２３組 本光寺 

法雲  俊邑 第１７組 觀行寺 
 

熊野  俊史 第２４組 了覺寺 

中西  佳澄 第１８組 勝傳寺 
 

巖   隆夫 敦 賀 組 浄賢寺 

 
 

○組教導（同朋の会教導）の改選について 

各組にて組教導（同朊の会教導）が選定されましたので、お知らせします。 

（組順・敬称略 任期：２０１７年４月１日～２０２０年３月３１日）    

氏 名 組 名 寺院名 

 

氏 名 組 名 寺院名 

曽我  謙成 第１２組 等倫寺  笹原  弘正 第１９組 正福寺 

有賀  欣哉 第１３組 光了寺  堀     匠 第２０組 圓光寺 

別府  憲雄 第１４組 極安寺  藤本   有 第２１組 浄福寺 

宮尾  卓 第１５組 長源寺  朝山  憲雄 第２２組 空德寺 

藤元  武 第１６組 蓮澤寺  筧    浩雄 第２３組 空観寺 

佐野  直子 第１７組 存光寺  秦    信映 第２４組 明德寺 

稲葉 きらら 第１８組 成満寺  髙岡    淳 敦 賀 組 唯願寺 

 

 

 

 

 
 

＜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、教務所まで 

お申込みください。 

       あかり    とも 

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 
 



○事務休暇のお知らせ 

５月２５日（木）から５月２６日（金）まで、近畿連区職員研修のため事務休暇とさせてい

ただきます。 

緊急の場合は、長浜教務所携帯（０８０-６１８４-３４７８）までご連絡ください。 

 

○長浜別院・五村別院職員募集について 

  長浜別院及び五村別院では、法務及び事務職員を募集いたします。 

詳細は、別紙募集要項を参照ください。 

 

募 集 期 間    ５月１日（月）から５月２１日（日）まで 

    問い合わせ先     長浜別院大通寺（電話 ０７４９‐６２‐００５４  担当 黒田） 

 

○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。有縁の方をお誘いいただきご

参加ください。先月号に同封の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 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
いしはら

 昌家
まさいえ

氏
し

（沖縄国際大学名誉教授） 

◇ 会 費 ５００円 

 

○教務所職員の異動について 

２年間教区雇員として在職いたしました、東野 竜己が退職し、後任として、４月１日より 

多賀  亜理沙（第１９組 念信寺坊守）を新たに教区雇員として採用いたしましたのでお知

らせいたします。（後任の挨拶については来月号に掲載いたします） 

 

 

 

 

 

 
 

 

＜退職挨拶 東野 竜己＞ 

 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２年お世話になり、ただただ感謝

の念で一杯です。２年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、本当に多くのことを学ばせていただいたのは長浜教区の

皆様でした。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。 
 

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５月～６月行事予定 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

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 

10(水) 10:00 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

11(木) 
10:00 

14:00 

御遠忌委員会「儀式・参拝部会」 

教化委員会「社会研修小委員会」 

大谷会館 講堂 

大谷会館 講堂 

12(金) 14:00 臨時教区会 大谷会館 講堂 

15(月) 19:00 聖教学習会（第４回） 大谷会館 講堂 

16(火) 
11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

教化委員会「門徒研修小委員会」 

長浜別院 

大谷会館 講堂 

17(水) 
11:00 

19:00 

永代経祥月法要 

教化委員会「青尐幼年小委員会」 

五村別院 

大谷会館 講堂 

18(木) 
13:30 

14:30 

両別院院議会（臨時） 

両別院常議員会 

大谷会館 講堂 

大谷会館 講堂 

19(金) 
13:00 

19:00 

一道会 

解放特伝スタッフ会 

長浜別院桜の間 

大谷会館 講堂 

21(日) 13:00 同朊大会  文化産業交流会館 

23(火) 
13:30 

16:00 

御遠忌委員会「幹事会」 

門徒戸数調査委員会 

大谷会館 講堂 

大谷会館 講堂 

25(木)  連区教務所員研修（～5/26迄 教務所事務休暇） 大阪教区 

29(月)  連区推進員研修会（～5/30迄） 四国教区 

30(火) 13:30 長浜・五村別院建造物修復整備委員会（総会） 大谷会館 講堂 

6/1(木) 13:30 教化委員会「企画室」 大谷会館 講堂 

2(金) 
19:00 

19:00 

解放特伝スタッフ協議会 

教化委員会「青尐幼年小委員会」 

大谷会館 講堂 

旧教務所２階 

3(土) 13:00 教区指定推進員養成講座合同オリエンテーション 大谷会館 講堂 

5(月) 
9:30 

14:00 

花あかり練習 

五日会連続講座 

大谷会館 講堂 

五村別院 

9(金) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

10(土) 10:00 坊守会役員会 大谷会館 講堂 


