
 

 

 

 

 

 

 

 

長浜教区宗祖親鸞聖人７５０回忌御遠忌を迎えて 

寺を共に創る「共創」  組長 美濃部俊裕 

これまで２４組では、次世代に教えを継承していけるお寺を目指し、住

職・坊守等と門徒が協力し事業を展開してきました。昨年度は推進員養成

講座を実施するとともに、ホームページの開設によって若い世代や地域に

向けて取り組みを発信できるようになりました。 

長浜教区では今年度（来年５月）宗祖親鸞聖人７５０回御遠忌をお迎え

します。この御遠忌をお勤めすることによって、一人ひとりが親鸞聖人の

み教えに出会っていくことが大切であると思います。 

組においては、聞法の仲間の輪を広げ、共同教化を進めていくためにも、共に歩む人が生まれるこ

とを願って事業を展開していきます。 

１ 組御遠忌事業の実施 

 教区御遠忌を機縁にして、組においても特別事業を計画実施します。聖人ゆかりの地を訪れ、聖人

のご苦労を偲ぶとともに辿られた歴史を学びます。 

２ 同朋会を担う門徒・若手僧侶の育成 

 組では昨年度、若手僧侶がスタッフの中心となり推進員養成講座を実施し、新しい同朋の会推進員

が生まれました。今年度は、教区指定同朋の会を実施します。これらの事業に取り組み、同朋の会等

お寺の活動に参加する門徒や若手僧侶の育成を目指します。 

３ プロジェクト２４の活動 

 プロジェクト２４が結成されて３年目です。所属するお寺の枠を越えて、壮年層を中心に仲間の輪

が広がっています。幅広い世代においてお寺に関心を持ち関わる人が増え、寺や組の活動の活性化に

つながる事業の実施を考えていきます。 

４ 寺の取り組みや仕組みの交流 

各寺を訪問し、教化活動や寺の仕組み、教化教材等について情報を交換することによって、互いに

教化活動への方策を見つける取り組みをしていきます。 

私は、２４組が一つのお寺だけでなく、３０ヶ寺が手を取り合って前に進んでいきたいと思ってい

ます。今年度もどうぞよろしくお願いします。 

 

広報第 24 組 
 

真宗大谷派 長浜教区 

真宗大谷派 長浜教区 第 24 組 ホームページ 

http://nagahamakyouku24.main.jp 



【お念仏の聞こえる生活 「おかげさま」 の伝統を相続していく】 

会場 浄教寺（高月町東阿閉） 
去る６月１０日（日）１３：３０～ 浄教寺様に於いて、同朋大会が開催され、１３０名を超える 

参加を頂きました 
最初に、２４組混声合唱団「山河サンガ」２８名による、アンコールを含め５曲〔衆会（しゅうえ）、

芬陀利華（ふんだりけ）、念仏、いのちまいにちあたらしい、なんまんだぶつの子守唄〕の美しい歌

声をお聞きし、美濃部組長の挨拶と、同朋大会主旨文の説明が秦教導よりありました。 

その後、里雄康意（さとおこうい）師をお迎えし、 “ 浄土真宗の教え －凡夫の仏道－ ” 

と題して講演をして頂きました。 

 
現在における宗教を取り巻く状況と原因の分析を通し、寺の役割は、親鸞聖人の教えを後に続く人

に伝え引き継ぐために、すべての人々が平等な立場で座して談合する場とし、仏を前に落ち着ける空

間でなければならないと語られました。 
また、日頃は凡夫として罪深く妬みなどを持ちながら暮らす生活であることを、聞法を重ねること

で仏に救われ育てられるというお話をお聞きしました。 
参加の方からの質問に対し、「各寺の護持運営の活性化には、住職・坊守が地道に門徒との関係を

構築していくことが有効ではないか」と、ご指導いただきました。 
最後になりましたが、浄教寺のご住職ご門徒の皆様には、早朝より

会場準備等をしていただき誠にありがとうございました。多くのご参

加がありましたが、1 名も参加していただけなかったお寺も何ヶ寺かご

ざいました。ご都合もあることでしょうが、できる限りの参加をお願

いいたします。 

 

 
（取材 広報部 北川、吉内） 
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№ 寺院名 氏名（正） 氏名（副） № 寺院名 氏名（正） 氏名（副） 

1 浄教寺 山岡真由美 藤田 孝子 16 立圓寺 川田 定子 七里 一恵 

2 恩覺寺 西川 広子 橘 登美子 17 猶存寺 水上 幸 水上 洋子 

3 覺勝寺 廣部 祐子 松山 明美 18 長照寺 宮澤 浩子 布施 麻美子 

4 了覺寺 山本 智香子 高山 美穂 19 圓常寺 林 定子 藤田 紀子 

5 圓行寺 横川 和子 横川 利絵 20 来入寺 林 恭子 林 啓子 

6 随願寺 篠田 和子 山中 町子 21 報春寺 田部 佐代子 田部 伸子 

7 妙覺寺 川崎 多津子 荒木 則子 22 明楽寺 岩根 節子 千田 佐登美 

8 教覺寺 森田 厚子 前田 久美子 23 明徳寺 筒井 浩子 東野 とよ子 

9 充満寺 川竹 信子 川崎 道江 24 誓海寺 速水 圭子 横関 明子 

10 覺念寺 田邊 つたえ 榎本 邦子 25 樹徳寺 今井 幸美 前川 真由美 

11 本宗寺 宮部 弥生 橋本 順子 26 西徳寺   

12 梅龍寺 上松 広美 上松 清美 27 残景寺 橋本 員子 久保 治美 

13 雙林寺 片山 千代子 磯野 武千代 28 明源寺 畑野 華子 畑野 孝子 

14 證光寺 村田 佳子 藤川 百合子 29 明正寺   

15 慶福寺 森田 良江 森田 正子 30 景好寺 山崎 俊野 西村ひとみ 

聞法の輪が広がる   プロジェクト 24 の研修会に１７名の参加 

去る６月８日 (土) 午後７時 30 分より、明徳寺（木之本町黒田）に於いて、24 組プロジェクト

24 の研修会が開催されました。プロジェクト 24 は、一昨年結成された組内壮年門徒の組織で、昨

年木之本スティックホールで開催しました「同朋のつどい」を計画立案し、その実働体となってく

ださったメンバーが中心となっています。 

 今回は、明徳寺若葉会(壮年会)と合同で開かれ、17 名が参加されました。当日は近年まれな雷

雨を伴う大荒れの天気になり、開催が危ぶまれましたが、多くの方に参加していただき安堵いたし

ました。 

 開会行事では、真宗宗歌斉唱の後、美濃部教化委員長の挨拶、続いて神田廣章プロジェクト 24

部長より挨拶がありました。研修会では、秦信映明徳寺住職が講師となり、「お内仏の荘厳・作法」

を学びました。「お内仏」や「御本尊」の意味、そして仏具のお飾りと意味などを教えていただき

ました。研修の後は懇親会が準備され、自己紹介をして和やかな雰囲気の中で親睦を深めました。

参加者の中には、霊魂についての質問もあり、とても有意義なひと時となりました。こうした聞法

の輪を広げていきながら、引き続いて研修会を開催していくことを確認して、午後 10 時前に恩徳

讃を斉唱して散会となりました。             （プロジェクト２４部長 神田） 

【長浜別院 夏中日程】 

 7 月 2 日（13：00）～7 月 10 日 

◆「夏のお文」拝読・法話 10：00・13：00 

◆暁天講座 7 月 3 日～7 月 10 日 6：00～ 

【五村別院 夏中日程】 

 8 月 5 日（午後より）～8 月 10 日 



 ２４組主催研修会が新たなメンバーで始まりました。

２０２０年１２月までの期間に６回の開催が予定され

ています。第１回目として、去る４月２１日１９時３０

分より覺念寺（高月町松尾）にて開催されました。 
 熊野副組長と安居門徒会会長のあいさつの後、即往寺

（湖北町尾上）小江義美師を講師に、「宗門の歩みと真

宗同朋会運動の今」と題して、約２時間の講話をいただ

きました。 
 ４０名の門徒の皆さんにとって、同朋会運動について

のお話は、初めて触れる仏教の歴史の一端でした。 
（取材 広報部  北川） 

 

各寺の法座の案内     ❇報告寺院のみ掲載 

 

寺院 法座名 期日 法話者 
浄教寺（東阿閉） 墓参り ８月１２日（日）11 時 沢面宣了氏 

恩覺寺（西阿閉） 墓参り ８月１１日（土）14 時 住職 

覺勝寺（西阿閉） 墓参り ８月１１日（土）14 時 住職 

圓行寺（西柳野） 墓参り ８月１３日（月）10 時 住職 

 盂蘭盆会 ８月１４日（火）17 時 住職 

教覺寺（重則） 追弔会 ７月２９日（日）10 時 井口光俊氏 

 お盆会 ８月１３日（月）8時半 松尾 淳氏 

随願寺（柳野中） 墓参り ８月１３日（月）11 時 住職 

妙覺寺（東柳野） 墓参り ８月１２日（日）11 時（他所）、16 時 古松了祐氏 

 盂蘭盆会 ８月１４日（火）16 時 古松了祐氏 

充満寺（西野） 墓参り ８月１１日（土）10 時 住職 

 盂蘭盆会 ８月１４日（火）13 時 住職 

本宗寺（磯野） 墓参り ８月１３日（月）9時 星津英照氏 

雙林寺（西物部） 永代経 ７月１４日（土）11 時 住職 

 墓参り ８月１２日（日）11 時 住職 

猶存寺（布施） 墓参り ８月１３日（月）9時半 佐藤義成氏 

長照寺（唐川） 墓参り ８月１０日（金）10 時 高岡 淳氏 

  ８月１１日（土）6時、10 時 住職、副住職 

圓常寺（千田） 墓参り ８月１３日（月）10 時 住職 

来入寺（千田） 墓参り ８月１３日（月）10 時 住職 

明楽寺（木之本） 文月講演 ７月  ８日（日）13 時半 釈 徹宗氏 

 墓参り ８月８.１１日 10 時半（遠方門徒） 

８月１４日（火） 

 

明徳寺（黒田） 墓参り ８月１２日（日）5時半 住職 

誓海寺（大音） 墓参り ８月１３日（月）10 時 秦 信映氏 

 盂蘭盆会 ８月１５日（水） 8 時 住職 

樹徳寺（田居） 墓参り ８月１１日（土）10 時 楳山正樹氏 

明源寺（今市） 墓参り ８月１２日（日）11 時 住職 

景好寺（柳ケ瀬） 墓参り ８月１４日（火）10 時 秦 信映氏 

門徒会研修会の開催 


