
長浜教区第２４組門徒会研修会報告 

 

真宗大谷派には、先人の方たちが自分の生死を懸けて守り、

育ててこられた数々の長い歴史があり、そして２４組の各お

寺にも多くの「土徳」が大切に引き継がれています。 

 この歴史を探求し、「土徳」を学び、共有することにより、

次の世代に中身のある継承が出来るものと考えます。 

 このことを踏まえて、２４組独自で「お寺訪問」という形

の門徒会研修会を、去る１２月１６日（土）に開催しました。 

 まず第１回目を木之本の明楽寺において、藤谷住職にお願いし、蓮如上人とのご縁を交えて、お寺の歴

史をお話ししていただきました。 

 明楽寺は、真言宗の寺院として京都の太秦に１１９１年（建久２年）に創建され、その後、京都の混乱

を避けて１３９１年（明徳２年）木之本に移転されました。 

 １４７１年（文明３年）蓮如上人が北陸から京都に上られる途中に、明楽寺に立ち寄られ、本堂前に今

の残っている石に腰を掛けて説法をされました。 

 １６２４年（寛永元年）に正式に浄土真宗のお寺になりましたが、その後２度の大火に遭い焼失、現在

の本堂は１７７２～１７８１年（安永年間）に建立されたものです。 

 ３４０年余の永きにわたり、連綿として続けられている御影道中では、蓮如上人とのご縁により、御影

が毎年５月５日、明楽寺にお立ち寄りになります。 

 研修会では１５年前に NHK で放映された「御影道中」の一部を

上映して頂きました。 

 住職のお話によると、その中に明楽寺門徒のお婆さんが二人参

加されていました。 

 後日、その内のお一人が亡くなる２ヵ月前、御影道中が明楽寺

にお立ち寄りになり、そのお婆さんは布団に寝たままの状態でお

寺にお参りに来られ、一心不乱に拝まれていたそうです。 

 そこまでの信仰心をこのお婆さんは、どのようにして育んで来

られたのかをいつも考えさせられますとのお話をされました。 

 第２回目以降のお寺訪問は、次期役員に引き続き、２４組のお寺のそれぞれの歴史をお聞きしていきた

いと考えています。                    組門徒副会長 川隅 治（明楽寺門徒） 
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  24 組門徒会員名簿（敬称略） 

総員 72 名 （2018 年 2 月 14 日現在） 

任期：平成 30 年 3 月 10 日～33 年 3 月 9 日 

NO 寺名 寺住所 会  員  名 

1 浄教寺 東阿閉 安居 重晴 広部 平明 山岡 喜久子 

2 恩覺寺 西阿閉 下村 博史 広部 藤一郎   

3 覺勝寺 西阿閉 細江  彌 廣部 孝義   

4 了覺寺 熊野 岩崎 敏雄 柴田 重孝 柴田 真由美 

5 圓行寺 西柳野 天野 隆司 安藤 正紀 岩佐 信子 

6 随願寺 柳野中 横塚 庄平 平川 弥一郎 篠田 和子 

7 妙覺寺 東柳野 弓削 邦晴 荒木 正一   

8 教覺寺 重則 小柳 英雄 川崎  誠 川越 陽子 

9 充満寺 西野 野洌  寛 北川 和男 山田 昌子 

10 覺念寺 松尾 前田 一彦 前田 正人   

11 本宗寺 磯野 橋本  泉 橋本  茂 橋本 孝子 

12 梅龍寺 磯野 上松  繁 上松 司善   

13 雙林寺 西物部 片山 敏晴 片山 浅子   

14 證光寺 東物部 北川  正 村田 利文   

15 慶福寺 横山 中橋  昭 高山 幸雄   

16 立圓寺 東高田 吉内  滋 川田 吉和   

17 猶存寺 布施 水上 喜久男 布施 和行 水上 洋子 

18 長照寺 唐川 赤井  博 中川 和幸   

19 圓常寺 千田 木村 喜久治 冨永 敬二 酒井 澄子 

20 来入寺 千田 林  弥生 田川  剛 村田 すみ子 

21 報春寺 田部 田部  努 田部 敏一   

22 明楽寺 木之本 布施 善明 山岡 哲郎   

23 明徳寺 黒田 行岡 憲治 藤田 新吉   

24 誓海寺 大音 清水  茂 清水 明男   

25 樹徳寺 田居 前川 耕一郎 今井 勘一   

26 西徳寺 赤尾 林   保 布施 清和   

27 残景寺 下余呉 谷口 孝敏 堀江 正雄    

28 明源寺 今市 東野  了 小西 克己 畑野 孝子 

29 明正寺 小谷 田中 直美 森  剛司 谷口 智江子 

30 景好寺 柳ヶ瀬 宮川 幸一 熊谷 幸孝    

 



 

             

「 」 
             －ほとけさまと お友だちになろうよー 

【日時】２０１８年３月３１日（土） 

１３：３０～１５：３０ 雨天決行 

【会場】明楽寺（木之本町木之本 937 番地） 

【内容】子どもたちでお勤め（初めてでも大丈夫です） 

長浜バイオ大学町家キャンパスによるスライム作り等 

【対象】小学生～中学生 

    ※未就学のお子さんの参加の場合は保護者様の付き添いをお願いします。 

【参加費】無料（おみやげつき） 

【持ち物】念珠・勤行本・ハンカチ・水筒 

動きやすく汚れてもよい服装でお越しください。 

※お申込み（用紙があります）やお問い合わせは各寺院へお願いします。 

 

 

 

 
 

  

真 宗 講 座（山河サンガ出演） 
日時 ４月 10 日（火） 19 時より    会場 明徳寺（黒田） 
講師 古田和弘師（九州大谷短大名誉学長）    講題 正信偈に学ぶ 

 

✤講義の前に、24 組混声合唱団「山河サンガ」の演奏があります。古田先生の「正信

偈」の講義は今回で５年連続です。お誘い合わせてご参加ください。 



組・各寺の法座のご案内 
                ※報告寺院のみ掲載 

寺院名 法座名 期 日 法話者 

浄教寺（東阿閉） 南部相続講 ３月１８日（日）9時 30 分 円行寺 

双林寺（西物部） 永代経 ３月１０日（土）10 時 住職 

猶存寺（布施） 永代経 ４月１５日（日）10 時  

圓常寺（千田） 永代経 ３月１１日（日）10 時・13 時 早嵜得雄氏 

来入寺（千田） 永代経 ４月３０日（月）10 時・13 時 老泉俊樹氏 

明楽寺（木之本） 永代経 ４月１０日（火）10 時・13 時 乙部大信氏 

明徳寺（黒田） 永代経 ３月１７日（土）10 時・13 時 冨岡量秀氏 

誓海寺（大音） 永代経 ３月 ３日（土）10 時・13 時 30 分 誉田和人氏 

明源寺（今市） 永代経 ３月２５日（日）10 時・13 時 横山義淳氏 

 

組混声合唱団「山河サンガ」 団員募集中 
昨年 24 組に混声合唱団「山河サンガ」が結成されました。現在約５0 名の方が団員として参加

されています。今も一緒に歌っていただける方を募集しています。特に男性の方のご参加をお待

ちしています。今後の活動は次の通りです。お問い合わせは組長まで。 

３月 ８日（木） 14 時 練習 木之本まちづくりセンター 
３月 11 日（日） 14 時  出演 浄教寺（東阿閉） 
３月 17 日（土） 13 時 出演 明徳寺（黒田） 
４月 10 日（火） 19 時 出演 明徳寺（黒田）⇒「24 組真宗講座」 
４月 12 日（木） 14 時 練習 来入寺（千田） 
 

 

                                        

しんらん講座         五日会連続講座 

 

 

 

 

 

 

３月５日（月） 
４月５日（木） 
午後２時から４時 

（受付１時半より） 

講師  荒山 淳師 
会場  五村別院本堂 
聴講料 1 回３００円 

皆様のご来場をお待ちしています 

 

３月７日（水） 
４月９日（月） 
いずれも午後２時より 

（受付１時半より） 

講師  佐野明弘師 
会場  長浜別院大通寺 

テーマ「如来よりたまわる信」 

受講料 おひとり５００円 


