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○長浜教区・長浜五村両別院の研修会の中止について 

新型肺炎（コロナウイルス）の感染拡大に伴う教区及び両別院の対応として、下記研修会等

を中止いたしますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。 

記 

日程 講座・研修会 会場 主催等 

4/ 5(日) 五日会連続講座② 五村別院 五村別院 

4/ 7(火) 聖教学習会④ 大谷会館講堂 教区 

4/ 9(木) 
御坊さんお勤め講習会⑤ 大谷会館講堂 長浜別院 

しんらん講座⑫ 長浜別院 両別院 

4/20(月) おつとめおけいこ会② 大谷会館講堂 准堂衆会 

4/24(金) 月例部落問題学習会⑩ 大谷会館講堂 教区 

4/26(日)～27(月) 教区坊守会一泊研修会 新潟県上越市 他 坊守会 

5/ 3(日) 花まつり子ども大会 長浜別院 教区 

5/ 6(水) 五日会 五村別院 五村別院 

5/7(木)～8(金) ハンセン病問題現地学習会 邑久光明園/長島愛生園 教区 

5/12(火) 親鸞サークルSOS 大谷会館講堂 教区 

5/17(日) 教区同朋大会 米原文化産業交流会館 教区 

5/18(月) 

御坊さんお勤め講習会⑥ 大谷会館講堂 長浜別院 

しんらん講座⑬ 長浜別院 両別院 

おつとめおけいこ会③ 大谷会館講堂 准堂衆会 

5/22(金) 月例部落問題学習会⑪ 大谷会館講堂 教区 

5/30(土) 教区推進員連絡協議会と一道会との合同研修会 五村別院 茶所 教区・一道会 

6/ 5(金) 五日会連続講座③ 五村別院 五村別院 

6/15(月) おつとめおけいこ会④ 大谷会館講堂 准堂衆会 

6/18(木) 
御坊さんお勤め講習会⑦ 大谷会館講堂 長浜別院 

しんらん講座⑭ 長浜別院 両別院 
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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：２０２０年４月１日～２０２２年１１月３０日） 

組  名 組長 副組長 

第１２組 曽我  謙成 (等倫寺) 髙堂  祐眞 (光圓寺)   

第１３組 福井  惠 (見瑞寺) 廣瀨  真人 (浄休寺) 一色  孝 (光西寺) 

第１４組 別府  憲雄 (極安寺) 東谷   智 (福泉寺)  

第１５組 長   尚澄 (願養寺) 常盤  孝信 (養善寺)  

第１６組 橘    憲照 (恭敬寺) 藤元   武 (蓮澤寺)  

第１７組 小倉  雅文 (願善寺) 明石  祐憲 (觀念寺) 法雲  俊邑 (觀行寺) 

第１８組 藤邉  匡文 (南流寺) 筧    承 (蓮光寺)  

第１９組 北辺  禎雄 (西敎寺) 笹原  弘正 (正福寺) 藤本  史彦 (覺了寺) 

第２０組 中濱  顯文 (白櫻寺) 足利  弘樹 (光輪寺)  

第２１組 山田  孝夫 (禮信寺) 藤本   有 (浄福寺)  

第２２組 藤谷 秀樹 (慈榮寺) 朝山  憲雄 (空德寺)  

第２３組 森   清隆 (本光寺)  筧   浩雄 (空観寺) 岩井  一博 (龍山寺) 

第２４組 熊野  俊史 (了覺寺) 髙橋  宗明 (猶存寺)  

敦賀組 巖   隆夫 (浄賢寺) 興法  慶実 (隆法寺) 髙岡   淳 (唯願寺) 

                                                

○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。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。 

 

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

不在者投票期間 ４月２１日（火）～４月２３日（木）【各日とも午前７時～午後７時】 

投票日 ４月２４日（金）         【午前７時～午後７時】 

 

○「真宗のつどい」講演録について 

昨年２月に開催された「真宗のつどい」（真宗教団連合滋賀県支部主

催）の講演録が発行されました。講師に釈 徹宗 氏をお迎えし、「お正

信偈に聴く」という講題でお話いただきました。今月の月報に１部同

封しておりますのでご一読ください。 

 



退職挨拶 髙堂 祐賢 

拝啓 春暖の候 ますますご清栄のこととお慶び申しあげます。 

さて、私事で恐縮ですが、三月三十日をもちまして、長浜別院を退職いたしました。在

職中は、格別のご厚情を賜り、謹んでお礼申しあげます。 

なお、退職後は、教区の一副住職となりますとともに、米原市の工場にて、製造業務に

従事します。今までお育ていただいたことをむねに、新たな場所に尽くして参ります。 

何卒、今後とも変わらぬご鞭撻の程よろしくお願いいたします。 

末筆ながら、ますますのご発展をひとえに念じあげ、略儀ながらご挨拶申しあげます。 

                          敬 具 

○長浜別院の開門時間並びに晨朝法要の時間の変更について 

２０２０年４月１日より、長浜別院大通寺の開門時間並びに、晨朝法要の時間が変更となり

ます。詳細は下記のとおりですのでご確認ください。 

●開門時間 8:00（閉門時間 17:00）※大通寺公園も同様に変更となっております。 

●晨朝法要 8:30～ 

 

○第３４７回吉崎別院御忌法要について 

新型肺炎（コロナウイルス）の感染拡大に伴い、ご参拝の皆様

の安全を考慮して、「蓮如上人御影道中」並びに「蓮如上人御忌法

要」は、日程を変更し勤修されます。詳細は同封の案内をご参照

ください。 

なお、御下向、御上洛ともに各会処及び、両別院へのお立ち寄

りは行いません。何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

 

○宗教法人の会計年度終了後の提出書類について 

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。 

 

 

 

 

○長浜別院職員の退職挨拶について 

２０２０年３月末日をもちまして、長浜別院に２年９ヶ月在職いたしました、髙堂 祐賢 列

座が退職いたしましたのでお知らせいたします。退職の挨拶を掲載いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪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 



長浜教区・五村・長浜別院 2020 年 4 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

4/1(水) 14:00 解放特伝講義録編集会議 大谷会館講堂 

3(金)  教区会議員選挙名簿縦覧（～4/6）  

8(水) 14:00 組門徒会講師会 大谷会館講堂 

9(木) 13:30 責任役員会  

10(金)  教区会議員選挙立候補届出期間（～4/12）  

12(日) 16:00 選挙管理会 大谷会館講堂 

15(水) 11:00 五村別院 永代経祥月法要 五村別院 

21(火) 

 

11:00 

13:00 

教区会議員選挙不在者投票期間（～4/23） 

長浜別院 永代経祥月法要 

教化委員会「企画室」⑦ 

 

長浜別院 

大谷会館講堂 

23(木) 14:00 教化委員会「寺族研修小委員会」 大谷会館講堂 

24(金)  教区会議員選挙投票日  

27(月) 13:30 坊守会常任委員会・編集委員会 大谷会館別館 

 

「はじめてふれる親鸞聖人伝絵（御伝鈔・御絵伝）」  

    定価：本体 1,500 円（税別） 
 

●覚如上人が、親鸞聖人が説いた本願念仏の教えを後世に伝えるた

め、渾身の思いで制作された『親鸞伝絵』に込められた願いを味わ

う１冊。『親鸞伝絵』に初めてふれる方に最適な入門書で、報恩講

のお参りに必携です。 

●詳細は、長浜教務所（0749-62-0737）までご連絡ください。 

出版コーナーから 新刊書紹介 


