
別院 第１９組

五村別院 念信寺 圓融寺 勝圓寺 浄行寺 了見寺

第１２組 休安寺 還来寺 正福寺 篠原寺 妙香寺

等倫寺 緑苔寺 源海寺 善仁寺 正覺寺 西通寺

一念寺 光圓寺 永福寺 第２０組

第１３組 唯敎寺 宗信寺 唯願寺 唯行寺 念善寺

智通寺 立勝寺 了敬寺 光專寺 翠巖寺 第２１組

第１４組 等光寺 樂入寺 正法寺 西光寺 源照寺

慶雲寺 授法寺 浄圓寺 利覺寺 福泉寺 恩長寺 了因寺 髙德寺

極性寺 願浄寺 第２２組

第１５組 光乘寺 緑映寺 專得寺 真宗寺 正泉寺

圓法寺 吟松寺 淨琳寺 廣福寺 佛心寺

第１６組 第２３組

遍増寺 西空寺 憶念寺 誓傳寺 浄覺寺 正観寺 法受寺 稱善寺 圓照寺 勝德寺

善照寺 教念寺 長應寺 長通寺

第１７組 第２４組

法通寺 宿願寺 念相寺 圓德寺 光泉寺 覺勝寺 了覺寺 妙覺寺 本宗寺 來入寺

第１８組 明樂寺 明德寺 西德寺 明源寺

成満寺 蓮臺寺 玄龍寺 慶德寺 蓮光寺 敦賀組

詫明寺 西誓寺 願通寺 眞願寺 願立寺 高雲寺

蓮敎寺 浄賢寺 西願寺 願浄寺

２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年２２２２月月月月    

長 浜 教 区 管 内 月 報 
Mail nagahama@higashihonganji.or.jp   

Web http://www.daitsuji.or.jp/      

 

○○○○    ２０１２０１２０１２０１８８８８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    

 ２０１８年１０月１日から２０１９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あげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

○○○○    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／２０１９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。 
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○○○○長浜教区雇員長浜教区雇員長浜教区雇員長浜教区雇員（（（（教務所職員教務所職員教務所職員教務所職員））））をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

◇ 募集人数 １名 

◇ 勤 務 先 長浜教務所 

◇ 勤  務 平日９時から１７時３０分まで 

※ただし、土曜日、日曜日及び祝日出勤の場合あり 

◇ 雇用期間 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで 

      ※ただし、４回（通算５年）を限度に更新する場合がある 

◇ 給  与 月額契約給 １６９，１００円（他に諸手当及び各種保険有） 

◇ 業務内容 一般事務及び教化事務 

◇ 応募資格  

① 高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者 

② 真宗大谷派の僧侶又は門徒（帰敬式を受式し、所属寺が明確であること） 

③ 普通自動車運転免許を有する者（取得見込み可） 

◇ 応募必要書類 

① 履歴書（所定所定所定所定のののの用紙用紙用紙用紙はははは教務所教務所教務所教務所にありますにありますにありますにあります） 

② 最終学校卒業証明書又は卒業見込み証明書 

③ 健康診断書 

④ 写真（上半身で３ヵ月以内に撮影のものを履歴書に添付のこと） 

◇ 応募書類提出期間 ２０１９年１月７日（月）～２月８日（金） 

 ※ 書類は、直接持参もしくは書留郵便（簡易書留可）にて２月８日（金）までに 

必着のこと。（持参の場合は、平日 ９時から１７時３０分まで） 

◇ 採用試験  期日 ２０１９年２月１５日（金）午後１時３０分から 

    ※ 詳細については、応募書類受理後、追って通知します 

 

○○○○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１８日（金）に、新年互礼会を長浜別院にて開催いたしました。本堂での勤行の後、大

谷会館講堂にて、宮尾教務所長兼長浜・五村別院輪番挨拶、伊吹教区会議長による乾杯発声の

後、祝宴が催されました。 

今回の互礼会は、３月から始まる長浜教区・五村別院・長浜別院 宗祖親鸞聖人七百五十回

御遠忌を、教区人一人ひとりが御遠忌円成に向けて、歩みを進めていかなければならないこと

を改めて、確認する場となりました。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

本堂にて勤行                 大谷会館にて祝宴 

 



○○○○長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区・・・・五村別院五村別院五村別院五村別院・・・・長浜別院長浜別院長浜別院長浜別院    宗祖親鸞聖人七百五十回宗祖親鸞聖人七百五十回宗祖親鸞聖人七百五十回宗祖親鸞聖人七百五十回    

御遠忌法要御遠忌法要御遠忌法要御遠忌法要のののの出仕出仕出仕出仕についてについてについてについて    

 

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、教区内僧侶の方々に

お一人でも多く出仕をいただきたく、「月報」（２０１８年１０月号）にご案内及び出仕届を同封

いたしておりますので、法要へのご出仕を賜りますようよろしくお願い申しあげます。 

 

◇ 法要期間 五村別院 ２０１９年５月１０日（金）～５月１２日（日） 

       長浜別院 ２０１９年５月１７日（金）～５月１９日（日） 
 

◇ 参集場所 五村別院 客殿 ／ 長浜別院 新御座 
 

◇ 参集刻限 法要１時間前（※晨朝は３０分前） 
 

◇ 申込方法 法要出仕届を１月３１日（木）までに組長にご提出ください。 

なお、２月１日（金）からは、教務所までご提出ください。（２月１２日（火）

締切） 

 

○○○○２０１２０１２０１２０１９９９９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（月）～４日（木）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」と「法然上人八百回法要」（～４日）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。 

 

「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    

・しんらん講座『正信偈に聞く ―日頃のこころとお念仏のこころ―』 

１ 開催日 【第４回】３月１３日（水）、【第５回】４月１０日（水） 

      【第６回】５月２８日（火）、【第７回】６月１８日（火） 

   ２ 時 間 午後２時から午後４時まで 

３ 講 師 高橋 法信 氏（大阪教区 光德寺 住職） 

４ 参加費 ５００円 

   ５ 会 場 長浜別院 

 

 
 

 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

  第１５組 宗樂寺 前住職 藤枝 義宣（２０１８年１０月１４日命終） 

 

【住職代務者任命】 

第２２組 廣福寺 中濱  顯文（２０１８年１２月１７日任命）  

以 上（敬称略） 



長浜教区・五村・長浜別院２月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『わが心の歎異抄』『わが心の歎異抄』『わが心の歎異抄』『わが心の歎異抄』（（（（真宗文庫真宗文庫真宗文庫真宗文庫））））今井今井今井今井    雅晴（著）雅晴（著）雅晴（著）雅晴（著）    

        定価：７５０円（税別） 

 

親鸞語録とも言われる『歎異抄』の魅力を尋ねる。 鎌倉時代に記され、

今なお読まれ続ける『歎異抄』。なぜこれほどまでに読まれ続けている

のか…。著者のこれまでの歩みをとおしてその魅力をたずねる。後半に

は、『歎異抄』の成立や著者といわれる唯円の人物像などについての研

究成果も掲載。 

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 

時 刻 行　　事　　内　　容 会　場

1 金 14:00 教化委員会「企画室」会議 大谷会館講堂

3 日 13:00 真宗教団連合　「真宗のつどい」 野洲文化ホール

15:00 教化委員会「企画室」課題検討会 大谷会館講堂

19:00 ごきげんワークショップ　「おつとめおけいこ会」 大谷会館講堂

9:30 合唱団「花あかり」練習 大谷会館講堂

14:00 御遠忌事業部（復興支援パート）会議 大谷会館講堂

19:00 御遠忌事業部（子どもイベント班）会議 大谷会館別館

13:30 長浜別院臨時院議会 大谷会館講堂

14:00 解放特伝講義録編集会議 大谷会館講堂

7 木 9:30 御遠忌儀式部会議 大谷会館講堂

12 火 10:00 教化委員会「企画室」・離脱問題資料集編集委員会合同会議 大谷会館講堂

14:00 御遠忌事業部（復興支援パート）会議 大谷会館講堂

18:30 御遠忌情宣部会議 大谷会館講堂

9:30 合唱団「花あかり」 大谷会館講堂

14:00 御遠忌事業部（復興支援パート）会議 大谷会館講堂

19 火 11:00 永代経祥月法要 長浜別院

11:00 永代経祥月法要 五村別院

13:00 教区推進員連絡協議会（全体会） 大谷会館講堂

19:00 御遠忌事業部（子どもイベント班）会議 大谷会館別館

21 木 14:00 御遠忌本部会議 大谷会館講堂

9:30 坊守会（常任委員会） 大谷会館別館

13:30 教区改編地方協議会「教化専門部会」会議 京都教務所

19:30 部落問題月例学習会 五村別院茶所

13:30 得度自主学習会 大谷会館講堂

16:00 教化委員会「寺族研修小委員会」会議 大谷会館講堂

13:30 御遠忌参拝部会議 大通寺桜の間

15:00 正副組長・正副会長合同会儀 大谷会館講堂

27 水 14:00 解放特伝講義録編集会議 大谷会館別館

３月

4 月 19:00 御遠忌法要講師打合会 大谷会館講堂

10 日 10:00 御遠忌オープニングイベント「いのちとことばの響舞台」 長浜別院

期　日

5 火

4 月

23 土

26 火

6 水

金22

13 水

18 月

20 水


