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○教区会（臨時会）の議決事項について 

２０１７年５月１２日開催の教区会（臨時会）にて、下記のとおり議決されましたのでお   

知らせします。 

 １ 議案  第１号議案 長浜教区会議長互選に関する件 

    第２号議案 長浜教区会副議長互選に関する件 

    第３号議案 長浜教区会参事会員（７名）及び補充員（２名）選出の件 
 
 ２ 議決事項（敬称略） 

  

 

                                       

   

  

 

 

 

 

 

○教区会参事会の議決事項について 

２０１７年５月１２日開催の教区会参事会（教区会（臨時会）終了後）にて、下記のとおり

議決されましたのでお知らせします。 

１ 議案   第１号議案  長浜教区監事選出（１名）に関する件 

第２号議案   真宗教団連合滋賀県支部委員選出（３名）に関する件 

 

  ２ 議決事項（敬称略） 

役職 氏名 所属組・寺院 

教 区 監 事 長井 善教 第１８組 明法寺 

真宗教団連合 

滋賀県支部委員 

岡   廣見 第１３組 慈圓寺 

澤面  宣了 第１６組 浄願寺 

鎌足  慶文 第１８組 蓮臺寺 

 
 

役 職 氏 名 所属組・寺院 

教 区 会 議 長 伊吹  惠鐘 第２１組 本覺寺 

教区会副議長 美濃部  俊裕 第２４組 來入寺 

教区会参事会員 

宇野  慶壽 第１２組 崇德寺 

小足  諭司 第１４組 極性寺 

千田  洋文 第１７組 念相寺 

冨永  法成 第１９組 准願寺 

玉樹    惇 第２０組 西照寺 

髙月  眞壽 第２３組 存法寺 

稲倉  良昭 敦 賀 組 願通寺 

教区会参事会員第１補充員 鎌足  慶文 第１８組 蓮臺寺 

教区会参事会員第２補充員 岡   廣見 第１３組 慈圓寺 

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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○教区会議長、教区会副議長就任挨拶 

長浜教区会議長及び副議長の就任挨拶を掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                長浜教区会議長  伊吹 惠鐘 

 

入梅の候、各ご寺院にはますますご興隆のこととお慶び申し上げます。 

  愚鈍無恥故、重要な時期に三度議長の任に当たることとなりました。皆様 

からのご叱咤を糧として職責を果たしてまいりたいと考えております。  

 社会構造や人々の考え方・価値観が大きく変化する中にあって、教団や寺 

院のあり方、存在意義が厳しく問われており、どう対応していくのかが大き 

な課題となっております。 

  そうした中、私は長浜教区にあってなすべきではないかと思うことが一つあります。それ

は「固くなった教田の掘り返し」です。遠く何百年と先達によって耕され、徳にまでなり、

私たちが育てられたすばらしい念仏の教田・宝田を、時機相応の教田に耕し柔らかくして、

その土徳の中で次の世代が育っていく。 

  どのように耕しどんな種を蒔くのか。各寺院が鋤鍬を持ち智慧を出し合うことが必要で、

教区にはその環境づくりをする重要な役割があり、２年後に迎える宗祖の御遠忌にその展望

を見出していきたいと考えております。改めて皆さんのお智慧とお力添えを賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

           長浜教区会副議長 美濃部 俊裕 

 

この度、教区会の副議長を務めさせていただくことになりました。教区・両 

別院の宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌厳修を目前に控えるこの時期、私は賜っ 

た責任の重さを痛感しています。 

 宗門においては、教区改編や門徒戸数の減少、女性門徒会員選出などの課題 

があると聞いています。しかし、私は長浜教区には他教区にない強みがあると 

思っています。それは、 

 ・門徒会員は責任役員・総代から選出すること 

 ・月例役員会を開催すること 

を申し合わせていることです。様々な事情で実施できない寺もありますが、先輩方が考え出

されたこの仕組みによって、住職と門徒が車の両輪のごとくに教区の運営を推進してきたと

考えています。また、教区花まつりなど青少幼年教化に、若い寺族やご門徒が活躍している

ことも大変力強いことです。 

 私は、住職方のお知恵をお借りし、ご門徒方と力を合わせて、副議長の責務を果たしてい

きたいと思います。どうぞご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

               

 

【代務者任命】 

 第１９組 願應寺 堀澤 俊行（２０１７年４月２４日任命） 

 第１７組 光泉寺 法雲 俊邑（２０１７年５月１７日任命） 

 

【得度】〈２０１７年５月７日 受式〉 

第１８組 傳正寺 斎藤 奏羽  

第１８組 傳正寺 斎藤 千歳 

第１８組 了西寺 生駒 春奈 

第１８組 了西寺 生駒 了雅                      以上 敬称略 



○長浜別院職員の退職について 

長浜別院の列座として、８年８ヶ月在職いたしました、筧 承 列座が退職し、後任として、

６月１日から髙堂 祐賢（第１２組光圓寺）を新たに列座見習として採用いたしましたのでお

知らせいたします。（転退職の挨拶については来月号に掲載いたします） 

 

○長浜教区花まつりが開催されました 

５月３日に約２６０名の参加のもと、「花まつ

り子ども大会」が開催されました。午前は開会式・

お勤め後に市内を行進し、午後からは本堂や白洲、

大谷会館講堂を使って９つのレクリエーションコ

ーナーを設け、子どもたちは楽しそうに境内をか

けまわっていました。 

また、昨年に引き続き、今年もキャラクター法

話（東本願寺キャラクター「蓮ちゃん」による法

話）を行い、子ども達は今年度のテーマである「て

をあわそっ」のお話を聴きました。 

 

○長浜教区同朋大会が開催されました 

５月２１日に教区同朊大会（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）―」）を開催いたしました。当日は

スタッフを含めて１,０７１名の方に参加いただ

き、講師の石原 昌家氏からは「戦争からみえてく

る人間の相（すがた）－地上戦闘下の沖縄住民と

平和思想―」の講題でお話をいただきました。 

   また、当日配布した講師のレジュメを同封いた

しますので、ご一読ください。 

 

 

 

 

 

＜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 
 



長浜教区・両別院６月行事予定 

 

長浜別院におきまして７月２日から１０日まで「夏中」が執行され、夏の御文が拝

読されます。 

つきましては、夏中関係ポスター等を同封致しておりますので、ご掲示いただきご

門徒の方々にお知らせいただきますようお願いいたします。 

《同封書類》  (1)長浜別院夏中関係ポスター等 (2)御坊さんの百年を拓く (3)同朊大会講師レジュメ 

(4)日曜学校巡回案内 (5)夏のつどい子ども上山パンフ (6)児玉暁洋選集刊行について 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

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 

夏のつどい子ども上山会議 

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 長浜別院 

5(月) 
9:30 

14:00 

花あかり 

五日会連続講座 

大谷会館 講堂 

五村別院 

7(水) 14:30 御遠忌委員会「幹事会」 大谷会館 講堂 

8(木) 

9:30 

13:30 

15:00 

組別清掃奉仕（第 19、20、21組） 

教区門徒戸数調査小委員会 

教区門徒戸数調査委員会 

長浜別院 

大谷会館 講堂 

大谷会館 講堂 

9(金) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

10(土) 13:30 坊守会正副会長会総会 大谷会館 講堂 

11(日) 13:00 解放特伝第４回研修会 大谷会館 講堂 

12(月) 
13:30 

19:30 

教化委員会「企画室」 

第２回暁天講座講師事前協議会 
大谷会館 講堂 

13(火) 9:30 花あかり 大谷会館 講堂 

14(水) 10:00 お勤め講習会 大谷会館 講堂 

15(木) 10:00 推進員一日研修会 五村別院 

16(金) 

10:30 

14:00 

15:30 

御遠忌委員会「幹事会」 

同朊大会反省会 

教化委員会「総会」 

 

大谷会館 講堂 

 

19(月) 16:00 保護司会「総会」 大谷会館 講堂 

20(火) 
11:00 

13:30 

永代経祥月法要 

御遠忌委員会「幹事会」 

長浜別院 

大谷会館 講堂 

21(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

22(木) 10:00 別院責任役員会 大谷会館 講堂 

23(金) 
14:00 

19:00 

御遠忌委員会「総会」 

親鸞サークル SOS 
大谷会館 講堂 

  27(火)  19:30 第３回暁天講座講師事前協議会 大谷会館 講堂 

30(金) 
14:00 

19:00 

教区婦人会研修 

解放特伝スタッフ協議会 
大谷会館 講堂 


