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○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２７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 2022年 7月 1日～2024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 浄念寺 大林 有加里   第１９組 浄行寺 土田 芳子 常任委員 

第１２組 敬永寺 木部 好美   第１９組 准願寺 小﨑 八千代  

第１３組 入善寺 山口 房子 常任委員  第２０組 廣行寺 中川 貞子  

第１３組 唯佛寺 大谷 千佳代   第２０組 空念寺 沢田 恭子  

第１４組 通念寺 若林 登志子   第２１組 念慶寺 関谷 綾子 庶務 

第１４組 極安寺 北川 正代   第２１組 了因寺 坂口 貞子  

第１５組 勝福寺 西嶋 真子   第２２組 要誓寺 森 かすみ  

第１５組 大雲寺 廣内 佳代子   第２２組 來通寺 丸岡 加壽子  

第１６組 誓傳寺 田中 信子 会長  第２３組 長通寺 川口 真理  

第１６組 西光寺 大谷 久子   第２３組 應因寺 小森 亜希子  

第１７組 宿願寺 馬場 富幸   第２４組 殘景寺 久保 治美 副会長 

第１７組 願久寺 山田 豊子   第２４組 浄敎寺 山岡 旬枝  

第１８組 傳正寺 土田 美幸   敦 賀 組 眞願寺 小倉 直子  

第１８組 即心寺 宇野 喜代子   敦 賀 組 高雲寺 平林 政枝  
 

○第 1回新教区準備委員会について 

去る、９月２９日に第１回新教区準備委員会が開催されました。報告書を同封おりますので、 

ご覧くださいますようお願いします。 
 

○真宗本廟 御正忌 報恩講 参拝のご案内 
 
１１月２１日（月）～２８日（月）の期間、 

真宗本廟にて御正忌報恩講が厳修されます。 

有縁の方々をお誘いあわせいただき、ご参拝 

ください。なお、法要・講演会につきましては 

今年もライブ配信をいたします。詳細は、右図 

をご覧いただき、ご視聴くださいますようお願 

い申しあげます。 

「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。 

 

発行日／２０２２年１１月１日 
発行人／長浜教務所長 宮戸 弘 
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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） 

 

 

右記ＱＲコードより直接

アクセスできますので、是

非ご活用ください！ 
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○２０２２年度宗派経常費完納御礼  

２０２２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。（敬称略） 

 

 嚴因寺 等倫寺 法善寺 源海寺 正福寺 理念寺 明照寺 良善寺 宗念寺 善良寺
聞信寺 德法寺 浄信寺 法雲寺 稱揚寺 長善寺 廣行寺 唯敎寺 西善寺 西入寺
正覺寺 真廣寺 今江寺 崇德寺 正業寺 養本寺 圓光寺 西照寺 唯行寺 白櫻寺
皆圓寺 啓福寺 光常寺 證光寺 聞法寺 念善寺 光輪寺 淨信寺 明願寺 空念寺
本光寺 了信寺 德善寺 覺圓寺

唯佛寺 光了寺 善證寺 見瑞寺 專了寺 林栖寺 來真寺 明善寺 淨流寺 慶善寺
勝專寺 浄蓮寺 栁岸寺 長圓寺 念願寺 念慶寺 常德寺 樂入寺 正法寺 真願寺
浄休寺 真入寺 了敬寺 通來寺 福願寺 運德寺 浄福寺 清休寺 禮信寺 專通寺
長樂寺 福念寺 真勝寺 光專寺 慈圓寺 本覺寺 泉龍寺 願正寺 成真寺 願敎寺

明秀寺 西元寺 即法寺 青蓮寺 聽信寺 髙德寺

講善寺 松音寺 大久寺

本誓寺 來現寺 雲外寺 慈榮寺 要誓寺
皆念寺 念力寺 極安寺 浄休寺 西蓮寺 專得寺 真宗寺 真立寺 正安寺 西源寺

來通寺 正傳寺 智源寺 最藏寺 正泉寺
相頓寺 廣福寺 浄明寺 正賢寺 安立寺

持專寺 養善寺 正等寺 圓法寺 田勝寺 空德寺 西慶寺 浄願寺 金光寺 西樂寺
宗樂寺 了源寺 心縁寺 雲西寺 西福寺 專照寺
善覺寺 勝福寺 一心寺 覺應寺 了念寺

願超寺 本光寺 芳澤寺 祐善寺 立法寺
圓教寺 願隨寺 圓乘寺 西光寺 岩隆寺 保念寺 頓念寺 善福寺 宿善寺 圓長寺
蓮澤寺 願海寺 了願寺 源光寺 憶念寺 浄法寺 西信寺 向源寺 真西寺 勝德寺
浄覺寺 金光寺 存法寺 浄照寺 龍泉寺 德恩寺 空観寺

元龍寺 安覺寺

碧藏寺 存光寺 願善寺 願久寺 永勝寺
浄泉寺 浄邦寺 念相寺 善力寺 万傳寺 浄敎寺 覺勝寺 圓行寺 隨願寺 教覺寺
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 立圓寺 猶存寺 長照寺
來入寺 報春寺 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 慶德寺 詫明寺
即心寺 蓮受寺 光現寺 飯田寺 來生寺 量泉寺 西雲寺 西德寺 西誓寺 永壽寺
南流寺 行念寺 明法寺 眞願寺 高德寺 唯願寺 無量寺 長賢寺

稱名寺 願立寺 高雲寺 蓮敎寺 高福寺
皆圓寺

圓融寺 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 篠原寺 覺了寺 常善寺 浄國寺
西通寺

第19組

第20組

第21組

第22組

第23組

第24組

敦賀組

第12組

第13組

第14組

第15組

第16組

第17組

第18組



 

 

○「第１回組教化推進協議会」開催報告  

去る、１０月４日（火）に、長浜教務所（大谷会館講堂） 

にて、「第１回組教化推進協議会」を開催しました。今回は 

組長、組門徒会長、組推進員連絡協議会会長、教区教化本部 

員が参加対象となり「僧侶が大事にしているお寺・門徒が 

願うお寺」をテーマに据え、ご門徒と共に聞法道場が活性化 

していくお寺の将来像についての班別座談を行い、ワークシ 

ョップによる共同作業をいたしました。 

 

 

○第２種共済制度に関する事案について  

教区内寺院より、第２種共済の申請に関するお問い合わせが多数寄せられております。 

寺院の本堂や庫裡、任意で加入されている付属建物に被害があった場合は、被害箇所等が

わかる写真・書類等を添えて、原則１ヶ月以内（雪害等の被害については、あらかじめ教務

所へご相談ください）に教務所へ連絡いただくことで共済金給付の申請が可能になります。 

今後、起こりうる災害に備えつつ、被害があった場合は早急にご対応いただきますようお願

いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教区青少幼年部門主催「子ども報恩講」開催報告 

  去る、１０月１５日（土）に五村別院を会所に「子ども報恩講」 

が開催されました。コロナウイルス感染拡大の影響で３年ぶりの 

開催となりましたが、感染症対策を徹底し、総勢６０名が参加し 

ました。当日は、青少幼年部門委員で吹き替えを行った『紙芝居 

－しんらんさまとやまぶしべんねん－』を視聴し、「しんらんさま 

はどのような人であったのか」ということを参加者と一緒に考える 

ことができました。また、レクリエーション企画では「バースデー 

ライン」・「生き残り４ゲーム」等を行い、参加者・引率者・スタッフが全力で汗をかきながら 

楽しむことができました。３年ぶりの開催でしたが、「また来年も参加したい」との声を聴け 

たことは何よりの喜びでした。 

当日、スタッフの服に着用した缶バッチ（左図）は、先月号

でもお知らせいたしました「お絵かきコンテスト『デザイン

仏』」の記念品でございます。作品を提出いただいた方に記念

品としてお渡しを素敵な作品をお待ちしております。 

申込に関する詳細は右記 QRコードにてご確認くだ 

さい。 

                  

ワークショップの様子 



○「これからの仏事を考える学習会」のお知らせ 
 

○「教区育成員研修会」のお知らせ 

 

長浜教区・長浜別院・五村別院 2022 年 11 月行事予定 

 

 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

1(火) 13:30 新教区準備委員会 長浜特区小委員会 大谷会館講堂 

4(金) 19:00 共学研修院公開講座「宗祖親鸞聖人の御生涯に学ぶ」（黒田 進 氏） 大谷会館講堂 

7(月) 14:00 講座研修部門会議③ 大谷会館講堂 

8(火) 13:30 企画室③ 大谷会館講堂 

9(水) 

9:30 

13:30 

14:00 

19:00 

推進員連絡協議会常任委員会 

一道会 

選挙管理会 

青少幼年部門会議③ 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

旧教務所 

大谷会館講堂 

15(火) 
11:00 

13:30 

長浜別院永代経祥月法要 

しんらん講座 

長浜別院 

五村別院 

16(水) 

11:00 

13:30 

19:00 

五村別院永代経祥月法要 

新教区準備委員会 財務小委員会 

これからの仏事を考える学習会②輪読会 

五村別院 

京都教務所 

大谷会館講堂 

17(木) 13:30 教化委員会 大谷会館講堂 

21(月)  真宗本廟報恩講（～28日まで） 真宗本廟 

24(木) 
13:30 

19:00 

教学教化部門会議 

月例部落差別問題学習会⑤ 

五村別院 

大谷会館講堂 

30(水) 13:30 新教区準備委員会 教化・組織小委員会 京都教務所 

❶輪読会 

１ 開催日：１１月１６日（水） 

２ 時 間：午後７時～午後９時 

３ テーマ：「葬儀式に学ぶ」 

４ 参加費：無料 

５ 講読本：『浄土真宗の葬儀』 

６ 会 場：大谷会館講堂 

 

❷講義 

１ 開催日：１２月１４日（水） 

２ 時 間：午後７時～午後９時３０分 

３ 講 師：竹中 慈祥 氏（第１２組 真廣寺） 

４ テーマ：「葬儀式に学ぶ」 

５ 参加費：５００円 

６ 講読本：『浄土真宗の葬儀』 

７ 会 場：大谷会館講堂 

Ａブロック 開催日時 ２０２２年１２月１１日（日）午後１時３０分～午後４時３０分 

対象組（第１２組・第１４組・第１６組・第１８組・第２０組・第２２組・第２４組） 

Ｂブロック  開催日時 ２０２２年１２月１８日（日）午後１時３０分～午後４時３０分 

対象組（第１３組・第１５組・第１７組・第１９組・第２１組・第２３組・敦賀組） 

※参加費無料、会場は両日とも五村別院 

    

－同封物－ 

・「育成員研修会」開催案内（有教師・坊守宛【別封筒】） 

・真宗大谷派坊守会連盟 慶讃法要記念大会開催案内（寺院宛） 

・「てらこん２０２２in京都」開催案内（寺院宛） 

 

次回の月報は 

１１月２１日（月）に 
発送を予定しております。 

 



第１回 新教区準備委員会について（報告） 

（ 2022 年 10 月 20 日作成  NO.2）  

 

去る、９月２９日に「しんらん交流館 」大谷ホール（京都市）にて、第１回新教区準備委

員会（長浜・京都教区の教区会正副議長、教区門徒会正副会長を含む、教区会参事会員及び教

区門徒会常任委員 ３６名よって組織）が開催されました。 

委員会では、９月１日に統括教務所長に任命された、宮戸 弘 長浜教務所長に辞令が手交さ

れ、委員長、副委員長をはじめ、下記の委員が互選されたほか、委員の任務と今後の協議内容

を確認しました。 

  なお、小委員会の進捗状況については、次号管内「月報」にてお知らせいたします。 

 

 正副委員長 

新教区準備委員会委員長   曽我 謙成（長浜教区 第１２組 等倫寺住職） 

新教区準備委員会副委員長  深尾 浄信（京都教区近江第７組 淨敬寺住職） 

   

常任委員会委員（長浜教区の委員のみ記載） 

曽我 謙成（第 12組 等倫寺住職）、福井 惠（第 13組 見瑞寺住職） 

北川 清治（第 19組 西敎寺門徒）、金山 正雄（第 20組 唯敎寺門徒） 

藤谷 秀樹（第 22組 慈榮寺住職） 

   

小委員会（長浜教区の委員のみ記載） 

  〈教化・組織小委員会〉（主な協議事項：教化方針及び諸規則について） 

   【副主査】北川 清治  （第 19組 西敎寺門徒） 

曽我 謙成  （第 12組 等倫寺住職）、福井  惠    （第 13組 見瑞寺住職） 

佐金 利幸  （第 14組 極性寺門徒）、武田 幸太郎 （第 15組 長源寺門徒） 

橘  憲照  （第 16組 恭敬寺住職） 

澤面 宣了  （第 16組 浄願寺住職・教区部落差別問題協議会会長） 

山田 孝夫  （第 21組 禮信寺住職）、中谷 幸博（第 21組 專通寺門徒） 

森  清隆  （第 23組 本光寺住職） 

美濃部 俊裕（第 24組來入寺住職：教区教化委員会教化本部長） 
 

〈財務小委員会〉（主な協議事項：予算及び御依頼割当について） 

 【主査】 藤谷 秀樹 （第 22組 慈榮寺住職） 

      池田 廣美 （第 13組 栁岸寺門徒）、別府 憲雄 （第 14組 極安寺住職） 

金森  繁 （第 18組 玄龍寺門徒）、北辺 禎雄 （第 19組 西敎寺住職） 

金山 正雄 （第 20組 唯敎寺門徒）、野村 一成 （第 23組 西信寺門徒） 

山岡 𠮷彦 （第 24組 報春寺門徒）、巖  隆夫 （敦賀組 浄賢寺住職） 
 

  〈長浜特区小委員会〉（主な協議事項：長浜特区における教化体制及び予算について） 

    【主査】 金山 正雄 （第 20組 唯敎寺門徒）【副主査】福井 惠（第 13組 見瑞寺住職） 

        曽我 謙成 （第 12組 等倫寺住職） 

澤面 宣了 （第 16組 浄願寺住職・教区部落差別問題協議会会長） 

蜂屋  良生（第 16組 德満寺住職・教区教化委員会企画室委員） 

北辺 禎雄 （第 19組 西敎寺住職）、北川 清治 （第 19組 西敎寺門徒） 

藤谷 秀樹 （第 22組 慈榮寺住職）  

美濃部 俊裕（第 24組來入寺住職・教区教化委員会教化本部長） 

            ＜敬称略・組順＞  

以 上 


