
別院 第１９組

五村別院 念信寺 勝圓寺 浄行寺 了見寺 休安寺

第１２組 還来寺 正福寺 妙香寺

等倫寺 緑苔寺 正福寺 善仁寺 正覺寺 第２０組

一念寺 皆圓寺 光圓寺 浄念寺 宗信寺 專明寺 唯願寺 念善寺

第１３組 第２１組

智通寺 勝專寺 立勝寺 善通寺 光專寺 等光寺 專光寺 源照寺 恩長寺 了因寺

慈圓寺 入善寺 翠巖寺 願敎寺 髙德寺

第１４組 第２２組

慶雲寺 授法寺 浄圓寺 利覺寺 福泉寺 光乘寺 緑映寺 專得寺 善林寺 空德寺

長願寺 佛心寺

第１５組 第２３組

圓法寺 吟松寺 心縁寺 淨琳寺 真行寺 正観寺 法受寺 保念寺 稱善寺 浄法寺

第１６組 勝德寺 存法寺 浄照寺 長應寺 專心寺

圓乘寺 遍増寺 西空寺 憶念寺 誓傳寺 安覺寺

浄覺寺 教念寺 第２４組

第１７組 了覺寺 妙覺寺 覺念寺 本宗寺 證光寺

浄泉寺 法通寺 宿願寺 廣善寺 念相寺 報春寺 明樂寺 明德寺 樹德寺 西德寺

圓德寺 明源寺

第１８組 敦賀組

成満寺 蓮臺寺 玄龍寺 養泉寺 慶德寺 西誓寺 髙照寺 了福寺 願立寺 蓮敎寺

蓮光寺 勝傳寺 南流寺 浄賢寺

２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年２２２２月月月月    
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○○○○    ２０１２０１２０１２０１７７７７年度宗派経常費年末完納御礼年度宗派経常費年末完納御礼年度宗派経常費年末完納御礼年度宗派経常費年末完納御礼    

 ２０１７年１０月１日から２０１８年１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、心より御礼申しあげます。次回は５月の月報にてご寺院をご披

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○    宗教法人宗教法人宗教法人宗教法人のののの会計年度終了後会計年度終了後会計年度終了後会計年度終了後のののの提出書類提出書類提出書類提出書類についてについてについてについて    

各宗教法人には、毎会計年度終了後４ヵ月以内に役員名簿及び財産目録等を作成し、所轄

庁たる県知事宛に提出することが義務づけられております。この期限までに提出されない場

合は、代表役員、もしくは代表役員代務者が１０万円以下の過料に処せられますのでご注意

ください。 

≪届出書類の提出先≫ 

・（第１２組～第２４組） 滋賀県総務部総務課 公益法人・宗教法人係 

〒520-8577 大津市京町４－１－１ ℡（077）528-3145 

・（敦賀組） 福井県総務部情報公開・法制課 

〒910-8580 福井市大手３－１７－１ ℡（0776）20-0246 

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 

 

発行日／２０１８年２月１日 

発行人／長浜教務所長 宮尾 隆造 

教務所開所時間 平日9：00～17：30 

 

管内月報は、教区ホーム 

ページからもダウンロー

ドしてご覧いただけます。 

メニュー＞ダウンロード

（スマートフォン対応） 



○○○○新年互礼会新年互礼会新年互礼会新年互礼会についてについてについてについて（（（（報告報告報告報告））））     

１月１５日（月）に、新年互礼会を五村別院にて開催いたしました。本堂での勤行の後、大

広間にて伊吹教区会議長の挨拶及び乾杯の後、祝宴が催されました。 

    

本堂にて勤行               大広間にて祝宴 

○○○○各寺院各寺院各寺院各寺院    責任役員責任役員責任役員責任役員・・・・総代及総代及総代及総代及びびびび組門徒会員組門徒会員組門徒会員組門徒会員のののの選定選定選定選定についてについてについてについて    

２０１８年３月９日をもって、各寺院の責任役員・総代及び組門徒会員の任期が満了となり

ます。つきましては、各寺院において、２０１８年２月６日までに新役員を選定の上、昨年１

２月の『管内月報』に同封の各届出用紙を、当該組 組長にご提出くださるようお願いします。 

 

○○○○勿忘勿忘勿忘勿忘

わすれな

のののの鐘鐘鐘鐘についてについてについてについて    

東日本大震災から今年で７年となります。東日本大震現地復興支援センターからの「東日本

大震災、被災地、被災された方々のことを忘れないでほしい」との呼び掛けにより、毎年全国

の各寺院にて「勿忘の鐘」が行われています。今年も長浜・五村別院にて３月１１日（日）に

法要をお勤めしますので、ぜひご参拝ください。詳細については同封のチラシをご覧ください。 

 

○○○○真宗教団連合主催真宗教団連合主催真宗教団連合主催真宗教団連合主催「「「「真宗真宗真宗真宗のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」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、下 

記のとおり開催されます。お誘いあわせてご参加ください。 

◇ 日 時：２０１８年２月２５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（米原市） 

◇ 講 師：川村 妙慶 氏（真宗大谷派僧侶） 

◇ 内 容：和訳正信偈講習会、講演 

◇ 参加費：無料                         昨年度の様子 

 

○○○○２０１２０１２０１２０１８８８８年年年年    真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟「「「「春春春春のののの法要法要法要法要」」」」参拝参拝参拝参拝のごのごのごのご案内案内案内案内    

真宗本廟において、４月１日（日）～３日（火）まで「春の法要」をお勤めいたします。 

１日には、「師徳奉讃法要」と親鸞聖人の御誕生を慶讚する「親鸞聖人御誕生会（音楽法要）、

２日には、非戦・平和の誓いをたしかめる「全戦没者追弔法会」、３日には、「相続講員物故者

追弔会兼帰敬式受式物故者追弔会」が勤まります。有縁の方お誘いあわせのうえ、ご参拝くだ

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    

・しんらん講座『如来よりたまわる信―仏智疑惑和讃に学ぶ―』 

１ 開催日 第１８回３月 ７日（水）、第１９回４月９日（月） 

       第２０回５月１１日（金）、第２１回６月１日（金） 

   ２ 時 間 午後２時から午後４時まで 

３ 講 師 佐野 明弘 氏（石川県 光闡坊 住持） 

４ 受講料 ５００円 

   ５ 会 場 長浜別院 

・親鸞サークルＳＯＳ「和讃に学ぶ」 

１ 開催日 第１回３月１６日（金）、第２回４月２６日（木） 

       第３回５月３０日（水）、第４回６月２７日（水） 

   ２ 時 間 午後７時から午後９時まで 

３ 講 師 難波 教行 氏（教学研究所助手） 

４ 受講料 ５００円 

   ５ 会 場 大谷会館講堂 

 

○○○○    ２０１８２０１８２０１８２０１８年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会についてについてについてについて    

 同朋大会を下記のとおり開催しますので、ご予定 

くださるようお願いいたします。 

◇ 開催日：２０１８年５月２０日（日） 

◇ 時 間：１２時 ～受付 １６時閉会（予定） 

◇ 場 所：滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 

◇ 講 師：楠 信生 氏 

 

～講師略歴～ 

北海道帯広生まれ、北海道教区幸福寺

住職。大谷大学文学部卒業後、北海道教

学研究所所長、真宗本廟修練道場長を経

て、現在、教学研究所所長。 

 
 

 

【住職任命】 

※1月号の記事に誤りがございました。大変申し訳ございませんでした。 

  第２３組 專心寺 白髭 英之（２０１７年１２月１３日任命） 

以上（敬称略） 

３ヶ年連続で学んでき

ました佐野先生の講座

の最終回となります。ぜ

ひご参加ください！ 

『『『『現在を生きる現在を生きる現在を生きる現在を生きる    仏教入門仏教入門仏教入門仏教入門』』』』    

            定価：本体定価：本体定価：本体定価：本体 780780780780 円（税別）円（税別）円（税別）円（税別）    

    

・「いま、なぜ仏教なのか？」という問いを念頭に、釈尊から

はじまり、インド、中国を経て親鸞聖人の教えに至る仏教の

真髄をわかりやすくひもといた、仏教を初めて学ぶ人のため

の入門書。 

・詳しくは教務所（TEL：0７４９-６２-０７３７）までお問

い合わせください。    

出版出版出版出版コーナーコーナーコーナーコーナーからからからから

新刊書紹介 



長浜教区・五村・長浜別院２・３月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

2/7(水) 19:00 事業部会議（チーフ・サブチーフ） 大谷会館講堂 

9(金) 9:30 花あかり練習 大谷会館講堂 

13(火) 

13:30 

19:00 

一道会定例 

解放特伝スタッフ協議会 

桜の間 

大谷会館講堂 

14(水) 14:00 教化委員会「寺族研修小委員会」 大谷会館講堂 

15(木) 18:30 情宣部会議 大谷会館講堂 

18(日) 12:30 第７回解放特伝研修会 大谷会館講堂 

19(月) 

9:30 

13:00 

花あかり練習 

御遠忌本部会議 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

20(火) 

11:00 

15:00 

永代経祥月法要 

同朋大会事前学習会 

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) 19:00 教化委員会「青少幼年小委員会」 大谷会館講堂 

23(金)  あせび展（4月18日まで） 長浜別院 

24(土) 10:00 得度「自主学習会」 大谷会館講堂 

25(日) 14:00 真宗のつどい 文化産業交流会館 

26(月) 14:00 教化委員会「企画室」 大谷会館講堂 

3/3(土) 13:00 推進員養成講座合同オリエンテーション（15、19、21組） 長浜別院他 

5(月) 14:00 五日会連続講座 五村別院 

7(水) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

11(日) 14:46 勿忘の鐘 長浜・五村別院 

12(月) 

10:00 

14:00 

施設派遣講師会 

教化委員会「企画室」 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

13(火) 13:30 一道会定例 桜の間 

14(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

16(金) 19:00 親鸞サークルＳＯＳ 大谷会館講堂 

18(日)  長浜別院 春季彼岸会(～20日まで） 長浜別院 

21(水)  五村別院 春季彼岸会(～23日まで) 五村別院 

23(金) 14:00 坊守会学習会 大谷会館講堂 

27(火) 

9:15 

11:00 

得度事前学習会(～29日まで) 

永代経祥月法要 

大谷会館講堂 

長浜別院 

【同封書類】（１）御遠忌通信準備号（２）解放特伝案内（３）親鸞サークルＳＯＳ案内（４）五日会連続講座案内 

（５）勿忘の鐘チラシ（６）大垣真宗学院募集要項（７）滋賀同宗連全体研修会（８）坊守学習会案内 


