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○査察委員選挙について 

各組で行われた査察委員の選挙について、下記のとおり決定しましたのでご報告します。 

（任期 2020年10月1日～2023年9月30日・敬称略）                                                                     

○教区婦人会について 

教区婦人会の任期満了により、各組から新たな会員が選出されました。また、９月２９日教 

区婦人会総会において下記のとおり、役員が選出されましたのでお知らせします。 

（任期 2020年7月1日～2022年6月30日・敬称略）               

組 所属寺 氏 名 役 職  組 所属寺 氏 名 役 職 

第１２組 善仁寺 中村きよみ   第１９組 還来寺 田中千代子  

第１２組 真廣寺 西川登世子 副会長  第１９組 覺了寺 野阪美保子  

第１３組 光了寺 山崎真奈美   第２０組 西入寺 廣瀬 和美  

第１３組 真入寺 石河 嘉子   第２０組 白櫻寺 寺田千代子  

第１４組 授法寺 長田 紀美   第２１組 專通寺 伊賀並ふじ子  

第１４組 長願寺 杉山 豊子 庶務  第２１組 運徳寺 南部 孝子  

第１５組 養善寺 井上 悦子   第２２組 慈榮寺 沓水とし子 会長 

第１５組 淨琳寺 西村 邦子   第２２組 浄願寺 片山みち子  

第１６組 遍増寺 国友知恵子   第２３組 勝德寺 藤堂 律子 常任委員 

第１６組 德満寺 薮内 敬子   第２３組 勝德寺 片桐しのぶ  

第１７組 法通寺 杉森 里美   第２４組 充滿寺 杉野 郁子  

第１７組 念相寺 宮元 重子   第２４組 明德寺 藤田美栄子  

第１８組 玄龍寺 伊藤 文江   敦 賀 組 隆法寺 中川 幸子  

第１８組 勝傳寺 中川 初恵 常任委員  敦 賀 組 眞願寺 小倉 直子  

組 寺院名 氏 名 組 寺院名 氏 名 

第１２組 崇德寺 宇野 慶壽 第１９組 真證寺 石田 秀正 

第１３組 慈圓寺 岡   廣見 第２０組 唯敎寺 藤    堅正 

第１４組 念力寺 菅原 碩信 第２１組 本覺寺 伊吹  惠鐘 

第１５組 覺應寺 河﨑 顯了 第２２組 佛心寺 新田  專信 

第１６組 浄願寺 澤面 宣了 第２３組 頓念寺 古松  了祐 

第１７組 念相寺 千田 洋文 第２４組 浄敎寺 川那部恵龍 

第１８組 蓮臺寺 鎌足 慶文 敦 賀 組 願通寺 稲倉  良昭 
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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） 



○ ２０２０年度宗派経常費完納御礼  

２０２０年７月１日から９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、心より御礼申しあげます。次回は２月号にてご寺院をご披露させていただく

予定です。今後ともよろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１２組 第２０組
等倫寺 法善寺 源海寺 正福寺 聞信寺 理念寺 明照寺 良善寺 宗念寺 善良寺
德法寺 浄信寺 法雲寺 稱揚寺 今江寺 長善寺 廣行寺 唯敎寺 西善寺 西入寺
崇德寺 皆圓寺 啓福寺 光常寺 證光寺 養本寺 唯願寺 圓光寺 西照寺 唯行寺
聞法寺 本光寺 白櫻寺 光輪寺 淨信寺 明願寺 空念寺

覺圓寺
第１３組

唯佛寺 光了寺 善證寺 見瑞寺 德願寺 第２１組
專了寺 勝專寺 浄蓮寺 栁岸寺 善通寺 林栖寺 來真寺 明善寺 正信寺 淨流寺
長圓寺 念願寺 浄休寺 真入寺 了敬寺 慶善寺 等光寺 念慶寺 常德寺 樂入寺
通來寺 福願寺 長樂寺 福念寺 真勝寺 正法寺 真願寺 運德寺 浄福寺 入願寺
慈圓寺 明秀寺 光西寺 西元寺 即法寺 清休寺 禮信寺 專通寺 本覺寺 泉龍寺
光運寺 青蓮寺 聽信寺 講善寺 松音寺 願正寺 成真寺 願敎寺
大久寺

第２２組
第１４組 來現寺 雲外寺 慈榮寺 要誓寺 專得寺

皆念寺 通念寺 念力寺 德明寺 極安寺 真宗寺 正安寺 善林寺 西源寺 來通寺
満立寺 浄休寺 西蓮寺 通覺寺 智源寺 最藏寺 正泉寺 相頓寺

廣福寺 浄明寺 安立寺 空德寺 西慶寺
第１５組 浄願寺 金光寺 西樂寺 專照寺

持專寺 養善寺 田勝寺 宗樂寺 了源寺
心縁寺 雲西寺 西福寺 善覺寺 願養寺 第２３組
一心寺 覺應寺 了念寺 願超寺 本光寺 芳澤寺 祐善寺 法受寺

立法寺 保念寺 頓念寺 善福寺 宿善寺
第１６組 圓長寺 浄法寺 西信寺 向源寺 真西寺

圓教寺 願隨寺 圓乘寺 西光寺 岩隆寺 行信寺 圓照寺 勝德寺 浄照寺 龍泉寺
願海寺 了願寺 源光寺 金光寺 專福寺 德恩寺 空観寺 報土寺 元龍寺 龍山寺

長通寺
第１７組

碧藏寺 願善寺 願久寺 西養寺 法通寺 第２４組
宿願寺 廣善寺 浄邦寺 觀念寺 善力寺 浄敎寺 覺勝寺 圓行寺 隨願寺 教覺寺
万傳寺 光泉寺 觀行寺 圓樂寺 行德寺 充滿寺 覺念寺 本宗寺 梅龍寺 雙林寺

證光寺 慶福寺 猶存寺 長照寺 圓常寺
第１８組 來入寺 誓海寺 樹德寺 明正寺 景好寺

傳正寺 了西寺 忍法寺 運行寺 極樂寺
安勝寺 法音寺 養泉寺 詫明寺 即心寺 敦賀組
蓮受寺 光現寺 飯田寺 來生寺 南流寺 量泉寺 西德寺 永壽寺 願通寺 眞願寺
行念寺 明法寺 高德寺 唯願寺 無量寺 高雲寺 蓮敎寺

西願寺 願浄寺 高福寺 皆圓寺
第１９組

西雲寺 法信寺 願應寺 頓證寺 專宗寺
了福寺 本德寺 覺法寺 西敎寺 真證寺
覺了寺 常善寺 浄國寺 准願寺 西通寺

   
【住職任命】〈２０２０年９月２８日 任命〉 

第１４組 授法寺 一乘 ゆき代    第１４組 利覺寺 長谷 暢 

第２０組 淨信寺  中川 信吾                    以上（敬称略） 



○「親子で受式する帰敬式法座」のご案内 

「帰依三宝」をテーマに据え「日曜学校」や「子ども会」

に参加されている子ども（小学生高学年）さんが、保護者と

一緒に「おかみそり」を受式していただくことに主眼を置く

と同時に、子どもと一緒に仏さまの教えを聞き学ぶ「連続講

座」を開きます。各法座では、楽しいレクリエーションを通

して、仏さまの教えにあってもらう「体験型」の学びといた

しますので、ぜひご応募ください。詳細は同封の案内チラシ

をご覧ください。 

 

○『長浜・五村別院離脱問題に学ぶ』について 

本年度から第６回組門徒会研修にて、冊子『長浜・五村別

院離脱問題に学ぶ』を、組門徒会員の方にお渡ししておりま

す。 

この冊子は、両別院の御遠忌を機縁として、教区教化委員

会から発行された『長浜・五村別院離脱問題学習資料集』を

もとに要約したものですので、ご一読ください。 

なお、冊子は数に限りがあり、紛失の場合は再度お渡しで

きないことがありますので、保管には十分ご注意ください。 

 

○長浜教区・長浜・五村別院合同新年互礼会について  

１０月２３日（金）に参事会・常任委員会合同懇談会が行われ、毎年１月に開催しておりま

した新年互礼会について、今年度に限っては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止

とさせいただくこととなりました。何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。 

 

 

「一念多念文意・一念多念分別事 聞法テキスト①」  

    定価：本体 1,000 円（税別） 
 

●宗祖著作の聖教に立ち返った学びを深めていただくことを願い

とした聞法テキストシリーズ第 1 弾。 本文篇と付録篇の二篇構

成。本文篇には、本文に加え読解に資する註を、付録篇には、読

解の一助として現代語訳や両聖教の対照表、親鸞聖人の略年表を

掲載。 『一念多念文意』『一念多念分別事』を学ぶ上での必須テ

キスト。 

●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 



長浜教区・長浜・五村別院 2020 年 11 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

11/1(日) 13:30 帰敬式法座Movie班 会議 大谷会館別館 

3(火)  帰敬式法座 本山視察 真宗本廟 

4(水) 14:00 部落差別問題協議会「総会」 大谷会館講堂 

5(木) 10:00 教区坊守会編集委員会 大谷会館講堂 

6(金) 9:30 花あかり会議 大谷会館別館 

10(火) 13:00 しんらん講座講師打ち合わせ会 大谷会館講堂 

11(水) 14:00 教学教化部門会議② 大谷会館講堂 

12(木) 19:00 青少幼年部門会議④ 大谷会館講堂 

17(火) 11:00 長浜別院 永代経祥月法要 長浜別院 

18(水) 
11:00 

19:00 

五村別院 永代経祥月法要 

組青少幼年担当者連絡協議会 

五村別院 

大谷会館講堂 

20(金) 10:00 門首継承式 真宗本廟 

21(土)  御正忌報恩講（～11/28まで） 真宗本廟 

26(木) 14:00 教化委員会企画室⑤ 大谷会館講堂 

 
※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。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。 

 

○教務所からのお知らせ 

現在、教務所は通常通り業務を行っておりますが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

下記の２点については、４月より継続して行っておりますので、何卒ご了承ください。 

①１１時３０分から１２時３０分まで教務所を閉所し、消毒及び換気を行う 

②感染予防対策として来客時のお茶出しを行わない 

また、御依頼等の納金については、感染拡大防止のため、銀行振込による納金にご協力をお

願いいたします。 
 

 【教務所事務休暇のお知らせ】 

２０２０年１１月２０日（金） 

門首継承式のため、事務休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 長浜教務所携帯電話 ０８０-６１８４-３４７８ 


