
２０２０年６月 

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

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

 

○教区会（臨時会）の議決事項について 

２０２０年５月１３日開催の教区会（臨時会）にて、長浜教区会議長、長浜教区会副議長、

並びに長浜教区会参事会員及び補充員が選出されましたのでお知らせします。 

  

 

                                       

   

  

 

 

 

 

 

○教区会参事会の議決事項について 

２０２０年５月１３日開催の教区会参事会にて、長浜教区監事、並びに真宗教団連合滋賀県

支部委員が選出されましたのでお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

○教区会（臨時会）及び教区門徒会（臨時会）の議決事項について 

２０２０年５月２７日開催の教区会（臨時会）及び教区門徒会（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。 

第１号議案 長浜教区教化委員会規則（案）について 

第２号議案 長浜教区部落差別問題協議会規則（案）について 

第３号議案 長浜教区推進員連絡協議会規程の一部変更（案）について 

第４号議案 長浜教区宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃事業に関する 

準備委員会規則（案）について 

第５号議案 教区及び組の改編に関する条例第13条第1項第3号に定める委員委嘱の同意を求める件について 

役 職 氏 名 所属組・寺院 

教 区 会 議 長 曽我 謙成 第12組 等倫寺 

教区会副議長 藤谷 秀樹 第22組 慈榮寺 

教区会参事会員 

福井  惠 第13組 見瑞寺 

別府 憲雄 第14組 極安寺 

橘  憲照 第16組 恭敬寺 

北辺 禎雄 第19組 西敎寺 

山田 孝夫 第21組 禮信寺 

森  清隆 第23組 本光寺 

巖  隆夫 敦賀組 浄賢寺 

教区会参事会 第１補充員 一色  孝 第13組 光西寺 

教区会参事会 第２補充員 中濱 顯文 第20組 白櫻寺 

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 

福井  惠 第13組 見瑞寺 

橘  憲照 第16組 恭敬寺 

山田 孝夫 第21組 禮信寺 

発行日／２０２０年６月１日 
発行人／長浜教務所長 宮戸 弘 
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） 



○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 曽我
そ が

 謙
けん

成
じょう

 

 この度、教区会議長を拝命致しました。経験浅い身でありますが、どう 

ぞご指導ご鞭撻のほどお願い致します。 

 さて、新型コロナウイルス感染拡大によって、これまで私たちが常識と 

してきたことがひっくり返る状況にあります。「いつ終息するのか」「これ 

からどうなっていくのか」と、己の命・仕事・経済・教育などへの私たち 

の心配のタネは尽きません。 

ヨーロッパでペストが流行した時には、人口が三分の一に減るほどだったそうですが、そ

れをきっかけにルネサンスが起こり、資本主義・自由主義経済が生まれました。上下水道の

整備や都市のインフラ整備なども疫病の後に進んだとのこと…。今回も、かつてのように新

しいものが生まれていくことは間違いないでしょうが、未知数なる変化そのものが私たちの

不安や怯えの正体なのではないでしょうか。『寺』に関わりをもつ者は、これを機に寺離れ

が加速するのではないか、寺は存続していくのだろうか等、懸念が深まっています。 

「本願を信じ、念仏をもうさば仏になる」…それは、虚妄の人生を生きる人間の根本的苦

悩を解決する道を明らかにするということでありましょう。今だからこそ、念仏の教えを相

続し、人々の依りどころとなる『寺』を支える教区運営を進めてまいりたいと思います。ど

うかよろしくお願い致します。 

長浜教区会副議長 藤谷
ふじたに

 秀樹
ひ で き

 

この度の臨時教区会で図らずしも曽我議長のご指名により、教区会副議 

長の大任を仰せつかることになりました。 

昨年、教区別院の親鸞聖人七百五十回御遠忌法要が多くの参詣者のなか 

厳修されました。御遠忌で結集されました教区の皆様方のお力や願いをど 

のように受け継いでいくのかという、御遠忌後の長浜教区の将来像（方向 

性）を示す大切な時期になります。 

現在コロナ禍における様々な問題が噴出し、先の見通せない不安な社会状況です。親鸞聖

人の生きた時代も天災や飢饉、疫病の蔓延といった世の中でした。聖人はその中で茫然と立

ち尽くす人々に南無阿弥陀仏のお念仏の教えを説いて歩まれました。今こそ、親鸞聖人の顕

かにされた御教えを、苦しみ傷つき悩む、今を生きる人々に発信してゆかなければならない

と強く思います。 

また、京都教区との教区改編の課題や、宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年

慶讃法要に向けての取り組み、大通寺本堂瓦の葺替え事業等々教区の課題は山積していま

す。 

これらの諸課題に教区の皆様方のご意見を頂きながら、議長と共に微力を尽くしていく所

存でございます。教区の皆様方のご指導とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげ

ます。 



○  ２０１９年度経常費完納御礼  

２０２０年１月２１日から２０２０年４月３０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、心より厚く御礼申しあげます。次回は、８月号にてご披露させ

ていただく予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教務所振込口座の変更について 

金融機関の支店の統廃合により、下記のとおり、教務所の振込口座の支店名が変更となってお

りますので、お知らせいたします。 

 金融機関 支店名 口座番号 口座名義 

北びわこ農業協同組合 
湖北支店 

(旧速水支店) 
0012324 

長浜教務所 

（ナガハマキョウムショ） 

 

○新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急企画について 

真宗大谷派では、新

型コロナウイルス感染

症の感染拡大に伴う取

り組みとして、様々な

企画を実施しています。

詳細等は、長浜教区の

ホームページにてお知

らせしてまいりますの

で、ぜひご覧ください。 

長浜教区ホームページはコチラから⇒ http://www.daitsuji.or.jp/ 

 

○  教区同朋大会講演録について  

２０１８年５月に開催された「長浜教区同朋大会」の講演録が発

行されました。講師には、楠 信生 氏をお迎えし、「汝、起ちて更に

衣服を整うべし」という講題でお話いただきました。今月の月報に

同封しておりますので、ご一読ください。 

第１２組 第１６組
正恩寺 即徃寺 德善寺 浄念寺 蓮澤寺 善照寺
第１３組 第１７組
長恩寺 浄泉寺 善力寺
第１４組 第１８組
德明寺 景流寺 蓮光寺
第１５組 敦賀組
願養寺 安浄寺 真行寺 長賢寺 意力寺



長浜教区・五村・長浜別院 2020 年 6 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

6/1(月) 14:00 教化委員会 総会（現委員） 大谷会館講堂 

2(火) 13:30 坊守会編集員会 大谷会館講堂 

4(木) 9:30 花あかり会議 大谷会館別館 

8(月) 14:00 組門徒会研修講師会 大谷会館講堂 

14(日) 14:00 教区坊守会 臨時総会 大谷会館講堂 

16(火) 
11:00 

16:30 

長浜別院 永代経祥月法要 

保護司会 総会 

長浜別院 

大谷会館講堂 

17(水) 11:00 五村別院 永代経祥月法要 五村別院 

25(木) 14:00 教化委員会 総会（新委員） 大谷会館講堂 

7/6(月) 
 

10:00 

長浜別院 夏中（～9日まで） 

教区監査（別院・教区） 

長浜別院 

別院・教務所 

8(水) 10:00 相続講員物故者追弔会 長浜別院 

9(木) 10:00 師徳奉讃法要 長浜別院 

※上記「行事予定」につきましても、新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合がご

ざいます。ご承認いただきますようお願いいたします。 

 

○長浜別院夏中のご案内  

７月６日（月）から９日（木）まで長浜別院夏中をお勤めします。今年の夏中は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小して執り行い、暁天講座、午後の法座は中止とい

たします。 

なお、参詣の際は、体調に充分ご留意いただき、マスクの着用をお願いいたします。何卒、

ご理解賜りますようお願い申しあげます。 

 

2020 年 講 師 日 程 

7/6(月) 多賀 英樹 師（第 19 組 念信寺） 午前 10 時～ 

勤行、「夏の御文」、法話 

8 日「相続講員物故者追弔会」 

9 日「師徳奉讃法要」 

7/7(火) 別府 憲雄 師（第 14 組 極安寺） 

7/8(水) 春近 寛 師（第 14 組 皆圓寺） 

7/9(木) 藤本 勝 師（敦 賀 組 高雲寺） 

 


