
 

 

 

 

 

 

 

 

 

２４組新年度始動に向けて 

                  組門徒会会長  安居 重晴 

例年にない厳しい暑さも峠を越えたとはいえ、まだまだ暑さが残る毎日ですが、

皆様には如何お過ごしでしょうか。各御寺院におかれましても、お墓参りや子

供会活動等諸々の夏行事を終えられた事と思いますが、暑さ対策も大変だった

のではと思っております。 
さて２４組も、７月には組及び門徒会の総会が行われ、昨年度の事業・会計

報告及び新年度の事業計画と予算について御承認をいただき新年度がスター

ト致しました。 
２４組は、平成２７年度以降「ともに創るお寺の形」をテーマに教化の重要性や寺や組のあるべき

姿を発信してまいりました。本年度も親鸞聖人の教えを継承していけるお寺の姿を目指し、ホームペ

ージを通じて若い世代へ向けての情報の発信や推進員養成講座終了後の継続的な活動の基盤作りを

課題としてまいります。また平成３１年５月に勤まる、五村・長浜両別院での親鸞聖人７５０回御遠

忌法要にご縁をつなぐため、聖人が流罪となったゆかりの地を訪ね、大切にしたいその歴史から教え

を学ぶ特別事業が計画されました。 
「今いのちがあなたを生きている」この 750 回御遠忌のテーマは、いのちは人間の思いでつくられ

るものでなく、授かったものという考え方から、その恩に報いる意味から生まれたテーマだと認識し

ています。「如来大悲の恩徳は身を粉にしても報ずべし・・・」 今、こうして生かさせていただい

ている事に感謝する気持ちが報恩の心になるものと思います。聖人ゆかりの地を訪ねる研修旅行も、

来年の７５０回御遠忌法要も諸々の感謝の気持ちで大勢の方のご参加を頂ければと願うところでご

ざいます。 
門徒会の活動におきましては、門徒の高齢化や事業への参加が少ない等、門徒や地域社会が求めて

いる課題に対して、横の連携が不十分なため情報が伝わっていないのではないかという指摘がありま

したので、昨年からは「お寺訪問」という形で新規事業を行いました。 
本年１２月には、この事業をさらに展開した門徒会自主研修会を行います。お寺を訪問する中で各

寺の現状を相互に話し合い、教化活動や同朋会活動の推進を図る一助となる様に情報交換を進め、「と

もに創るお寺の形」を考えてゆきたいと思います。 
本年度も皆様とともに 24 組の諸活動が有意義に推進できます様に格段のご理解とご協力を頂けれ

ば大変ありがたい事でございます。どうぞ宜しくお願い致します。 
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就任ご挨拶 

組婦人会長 林 定子 

この度、２４組婦人会長という重責をたまわることとなりました。このような大役を、私自身務ま

るかどうか不安ですが、組長様、門徒会長様のご指導を仰ぎながら、役員様をはじめ皆様のご支援ご

協力で、２年間務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い致します。 
さて、長浜教区では今年度宗祖親鸞聖人７５０回御遠忌をお迎えされる事業が計画されております。

そのような時期に、御縁頂けることを大変幸せなことと喜んでおります。 
たくさんの方々とのお出会いを大切にして、特に各お寺の役員様と有意義な時を過ごさせていただき

たいと願っております。どうぞよろしくお願いします。 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

[24 組婦人会役員名] 

会 長   林  定 子 （円常寺）  副会長   森 田 良 江 （慶福寺） 
会 計   村 田 桂 子 （證光寺）  庶 務   山本智香子 （了覺寺） 

 

       
 去る８月４日（土）、5 日（日）の両日午前 6時 15 分から、組の暁天講座が開かれました 

4 日は本宗寺（高月町磯野）で行われ、川那部龍司氏（浄教寺若院）が講師で「願われている自己」

の講題でお話されました。5 日は報春寺（木之本町田部）で行われ、美濃部俊道氏（來入寺若院）が

講師で「家族になるということ」の講題でお話されました。 
 早朝の開催でありましたが、両日ともに 40 名前後の方が聴聞されました。毎年８月の第一土曜日・

日曜日に開催しています。皆様のお越しをお待ちしております。      (熊野寺族部会長) 

 
 

竜巻被害に対する１３組通来寺支援金の 

勧募金について 
去る６月２９日に発生した米原市を中心とする竜巻被害に対して、標記の寺院が甚大な被害を 

うけられました。一日も早い復興支援のため、教区や各組と連携して 24 組で支援金の勧募を 
行っています。何卒ご協力くださるようお願い致します。 
詳細については、各寺院にお尋ねください。よろしくお願い申しあげます。                         

８／４本宗寺 川那部龍司氏（浄教寺若院） ８／５報春寺 美濃部俊道氏（來入寺若院） 



平成３０年度事業計画 

月 事 業 名 日 時 場 所 備   考 

 

７ 

 

 

教化委員幹事会 4日（水）19:30 來入寺（千田） 教化方針・事業計画案検討 

坊守会総会 8日（日）10:00  大通寺（長浜） 事業計画検討 

教化委員会 13日（金）19:30 來入寺（千田） 教化方針・事業計画案検討 

組総会・門徒会総会 22日（日）14:00 來入寺（千田） 事業決算報告・事業計画予算案審議 

 

 

８ 

 

 

 

組暁天講座Ⅰ 4日（土） 6:15 本宗寺（磯野） 講師：川那部龍司氏(浄教寺若院) 

婦人会総会 4日（日）10:00  円常寺（千田） 事業計画・予算案審議 

組暁天講座Ⅱ 5日（日） 6:15  報春寺（田部） 講師：美濃部俊道氏(來入寺若院) 

相続講追弔会･所長巡回 18日（土）19:00 來入寺（千田） 住職、門徒役員代表 

坊守会本廟奉仕 18日(土)・19日(日) 本山・同朋会館 講師：本山教導 

若手僧侶研修会 調整中 來入寺（千田） 指定同朋の会の開催に向けて 

 

９ 

 

プロジェクト２４研修会 1日（土）19:00 明徳寺（黒田） 講師：秦信映氏（明徳寺住職） お内仏のお給仕 

門徒会研修会２ 22日（土）19:30 立圓寺（高田） 教区主催事業 講師：小江義美氏（22組相頓寺住職） 

坊守会学習会① 26日（水）19:30 立圓寺（高田） 講師：永井貴宗師（教区駐在教導） 

 

 

10 

 

青少年研修 6日（土）13:30 円行寺（西柳野） ベンガラ染めで打敷づくり 

坊守会自主研修① 16日（火）19:30 猶存寺（布施） 音楽法要曲講習会 

御遠忌記念研修事業 17日(水)・18日(木) 上越高田方面 親鸞聖人の御旧跡をたずねて 

社会問題学習会 24日（水）19:30 覚勝寺（西阿閉） 講師：藤邉匡文（18組南流寺住職） 

坊守会自主研修② 31日（水）10:00 五村別院 報恩講音楽法要参詣 
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門徒会自主研修 8日（土）10～14 猶存寺（布施） 門徒会員の情報交換 

婦人会研修会 9日（日）14:00 明徳寺（黒田） 講師：秦信映氏（明徳寺住職） 

坊守会自主研修③ 9日（日）14:00 長照寺（唐川） 講師：高岡淳師（敦賀組唯願寺住職） 

２ 

 

婦人会本廟奉仕 23日(土)・24日（日） 本山・同朋会館 講師：本山教導 

門徒会本廟奉仕 23日(土)・24日（日） 本山・同朋会館 講師：本山教導 

３ 

 

春の集い 30日（土）午前 明徳寺（黒田） 講師：びわこ学院和太鼓雷音 

プロジェクト２４研修 30日（土）19:00 來入寺（千田） 講師：美濃部俊裕（来入寺住職） お内仏のお給仕 

 

４ 

 

坊守会学習会② 13日（土）14:00 慶福寺（横山） 講師：平等良香師 声明講習等 

真宗講座 

（山河サンガ出演） 

14日（日）14:00 來入寺（千田） 正信偈に学ぶ 講師：古田和弘師（九州大

谷短大名誉学長） 

門徒会研修３ 27日（土）19:30 未 定 教区主催事業 講師：小江義美氏（22組相頓寺住職） 

５ 

 

坊守会学習会③ 25日（土）14:00 本宗寺（磯野） 講師：宮尾卓師（15組長源寺住職） お内陣の荘厳 

寺族協議会 26日（日）19:00 來入寺（千田） 情報交換 

 

６ 

 

同朋大会 9日（日）13:30 円行寺（西柳野） 寺を共に創る「共創」 

坊守会学習会④ 23日（日）14:00 証光寺（東物部） 講師：平等良香師 声明講習等 

教化委員会 23日（日）19:30 來入寺（千田） 事業の総括・次年度に向けて 

   広報委員会：組報年間６回発行・ホームページ更新 



各寺の法座の案内     ❇報告寺院のみ掲載 

 

[長浜別院]   秋季彼岸会        [五村別院]   秋季彼岸会 

9 月 24 日(月) 春近 環氏 (14 組・皆念寺)    9 月 21 日(金) 谷  洋氏 (大垣教区・圓受寺) 
25 日(火) 一色 孝氏 (13 組・光西寺)      22 日(土) 中濱顯文氏 (20 組・白櫻寺) 

   26 日(水) 秦 信映氏 (24 組・明徳寺)      23 日(日) 法雲俊邑氏 (17 組・観行寺) 

         報 恩 講              報 恩 講 

10 月 22 日(月) 澤面宣了氏 (16 組・浄願寺)   10 月 29 日(月) 一色 孝氏 (13 組・光西寺) 
23 日(火) 門井 斉氏 (大阪教区・圓龍寺)    30 日(火) 春近 寛氏 (14 組・皆念寺) 
24 日(水) 京極眞了氏 (12 組・即往寺)      31 日(水) 宮部 渡氏 (大阪教区・西稱寺) 

    25 日(木) 京極眞了氏 (12 組・即往寺)   11 月  1 日(木) 宮部 渡氏 (大阪教区・西稱寺) 

 

長浜教区御遠忌記念研修事業             [参加者募集中] 

親鸞聖人の御旧跡をたずねて  上越高田バスツアー 

 
来年５月に長浜教区では宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌をお迎えします。この機会に２４組では 

記念事業として、「親鸞聖人の御旧跡をたずねて」と題して、上越高田方面バスツアーを計画いたし

ました。流罪になった親鸞聖人が７年間過ごされた地の御旧跡をたずねて、聖人の御苦労とその教え

を学びたいと思います。 
１ 期日   平成３０年１０月１７日（水）～１８日（木） 
２ 交通手段 貸し切りバス（１～２台） 
３ 旅行先  「居多ヶ浜記念堂」   親鸞聖人上陸の地 
       「ゑしんにの里記念館」 恵信尼（親鸞聖人の妻）が晩年を過ごした地 
       「高橋まゆみ人形館」  創作人形で有名（長野県飯山市） 
４ ホテル  赤倉ホテル ロビーに立派なお内仏があることで有名 
５ 受付人数 ５０～８０人 
６ 参加費  約２００００円～２３０００円 
７ 申込み  各寺の住職へご連絡ください 
８ その他  申込者数によって参加費などが変動します。ご了承ください。 

寺院 法座名 期日 法話者 
覺勝寺（西阿閉） 南部相続講 ９月１６日（日）9時半 了覺寺様 

充満寺（西野） 永代経 １０月１３日（土）10 時 住職 

  13 時 曽我謙成氏 

梅龍寺（磯野） 永代経 ９月 16 日（日）10 時 住職 

猶存寺（布施） 永代経 １０月１４日（日）10 時 住職 

來入寺（千田） 永代経 ９月９日（日）10 時・13 時 曽我謙成氏 

明徳寺（黒田） 永代経 ９月１７日（月）10 時・13 時 佐藤義成氏 

誓海寺（大音） 永代経 ９月３０日（日）10 時・13 時半 亀井 鑛氏 

樹徳寺（田居） 永代経 ９月３０日（日）10 時・13 時半 佐藤義成氏 

明源寺（今市） 永代経 ９月２日（日）10 時・13 時 横山義淳氏 


