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3月19日～5月28日にわたる「被災者支援のつどい」・「第2期・第3期御遠忌法要」につきまし 

て、無事厳修させていただくことができましたことは、皆様のご協力の賜物と厚く御礼申しあげ 

ます。御遠忌教区団体参拝につきましては、事故もなく無事にご参拝いただきましたこと、大慶

に存じあげます。なかでも、展示パネル「湖北の真宗展」等の教区讃仰事業には、湖北における

真宗の歴史を全国の皆様にご紹介いたすことができ、長浜城歴史博物館にも沢山の方々にご来場

いただいたことであります。また、御正当報恩講（11 月 21 日～28 日）につきましても、是非ご

参拝くださるようお願い申しあげます。 
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ご協力いただきました皆さまに、厚く御礼申しあげます。 

・救援金集計額（5/31現在）１，２３６万円（寺院３２９ヵ寺・一般６団体・個人３７名） 

救援金窓口を引き続き設置しております。継続した支援をしてまいるため、何卒ご理解とご協

力のほど、重ねてお願い申しあげます。 

１ 対  象   寺院（寺族・門徒）・個人・団体 

２ 第2次期限  2011年6月30日（木） 

３ 受付方法   直接教務所にお届けいただくか、指定口座にお振込みください。 

４ 指定口座 

金融機関 支店名 口座番号 

レーク伊吹農業協同組合 長浜北 普通 ００００９９３ 

北びわこ農業協同組合 速 水 普通 ００１２３２４ 

【口座名義】長浜教務所長  篠岡 誓法（しのおか せいほう） 

※ 披露状を発行いたしますので、お振込みの際は長浜教務所（℡0749-62-0737）までご連絡ください。 

※ 寺院の場合は、必ず振込み用紙に寺院名を明記してください。 

※ 恐れ入りますが、送金手数料をご負担いただきますようお願いいたします。 

○クールビズの実施について 

このたび、宗務総長の御遠忌法要挨拶において表明された原子力発電所の事故による「私たち 

の生活の問い直し」の取り組みの一環（節電）として、宗務所、教務所等において下記のとおり 

実施することになりましたのでお知らせします。 

内  容 男性職員の執務中の服装について、６月１日から９月３０日まで、ネクタイを着用 

しない。 

宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要円成御礼 



○２０１１年夏期教師試験検定について 

期  間 ２０１１年８月４日（木）から５日（金）まで 

場  所 真宗大谷派宗務所 

受付期間 ２０１１年７月１日（金）から８日（金）までに教務所へ提出ください。 

合格発表 ８月５日（金）午後４時頃〈宗務所ロビー掲示板にて発表〉 

※詳細につきましては、『真宗』６月号４１頁をご参照ください。 

○２０１１年度京都教区教師試験検定準備学習会開催のご案内 

別紙のとおり、開催要項を同封いたします。受講申込書は教務所にあります。 

○２０１１年安居開設について 

期  間 ２０１１年７月１３日（水）から７月２７日（水）まで 

場  所 真宗本廟：開講式、満講式   大谷大学：講義、攻究 

申込期間 ６月３日（金）から１０日（金）までに教務所へ提出ください。 

※詳細につきましては、『真宗』６月号４１頁をご参照ください。 

○２０１１年度上半期教師修練について 

教師修練が、下記のとおり実施されますのでお知らせいたします。 

 【前期修練】 

期 間 A 2011年７月5日～7月11日 【定員8名】 …2011年5月17日   願書提出締切日 

   B 2011年8月19日～8月25日【定員10名】…2011年7月15日   願書提出締切日 

   C 2011年9月25日～10月1日【定員10名】…2011年8月24日   願書提出締切日 

【後期修練】 

期 間  2011年7月18日～7月24日【定員10名】…2011年6月17日   願書提出締切日 

※必ず書類提出前に受講希望者ご本人が研修部（075-371-9185）までご連絡 

ください。定員になり次第、締め切りとなります。 

※願書は教務所にあります。 

※詳細につきましては、『真宗』６月号４２・４３頁をご参照ください。 

冥加金 １５,０００円 他に米２ｋｇ（米１升４合）または米代１,３００円 

○大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回について 

例年、夏休み期間中に同朋大学視聴覚研究部による日曜学校の巡回を実施しておりましたが、 

部員数の減少により廃部に至った旨のご連絡をいただきました。 

つきましては、本年度は、大谷大学児童文化研究会による巡回を実施いたします。詳しくは、 

別紙案内をご覧ください。 

○長浜別院夏中のご案内 

同封のポスター・日程表のとおり、７月２日(土)から１０日（日）まで長浜別院夏中が勤まり 

ます。是非、ご参拝賜りますようご案内申しあげます。特に今年度は７月７日（木）に合唱団花 

あかりによります「夏中納涼仏教讃歌の夕べ」（コンサート）が開催されます。入場無料ですので、 

是非皆様お誘い合わせのうえ、ご来場ください。 

 



○研修会予定！！ 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【住職代務者任命】 

第１７組  光泉寺   法雲 俊邑         （２０１１年４月  ５日任命） 

第１９組  願應寺   堀澤  俊行         （２０１１年４月２４日任命） 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第１５組  了源寺   住職    橋本 修    （２０１１年４月３０日命終） 

第２４組  立圓寺   前坊守  東野 朝子 （２０１１年５月 ５日命終） 

以上 敬称略 

 

●『寿命を生きた人中村久子』  三島多聞                 定価250円 

「私は両手両足がない。ないばっかりにこんな目に遇わないといけない。なんでこんな私を産んだの。」 

という久子さんの苦しみから生まれた叫び「人間になりたい」。凡夫としての自分自身に出遇っていっ 

た久子さんの生涯には、歎異抄をとおした親鸞聖人との出遇いがあった。 

教区部落問題研修会教区部落問題研修会教区部落問題研修会教区部落問題研修会        ６月２３日（木）午後７時３０分から（会場：教務所２階） 

ﾃｷｽﾄ『仏の名のもとに』（東本願寺出版・定価３００円）を使用し、研修を行います。 

広く有縁の方々の参加をお待ちしております。 

御坊御坊御坊御坊さんさんさんさん人生講座人生講座人生講座人生講座   『待たれている私』   【受付午後６時３０分から】 

午後７時から（会場：長浜別院） 

６月１７日（金）「認知症、正しい知識と理解で介護の軽減」 

－つらいのは本人それとも介護者？－ 

講師 石井 了恵 氏（金沢教区 法圓寺副住職） 

しんらんしんらんしんらんしんらん講座講座講座講座     『正信偈に学ぶ』    【受付午後６時３０分から】 

講師 古田 和弘 氏       午後７時から（会場：長浜別院） 

６月２４日（金）  「仏の正意」 ―― 善導大師の教え 

御坊御坊御坊御坊さんおさんおさんおさんお勤勤勤勤めめめめ講習会講習会講習会講習会  ６月１２日（日）午前１０時３０分～１２時 

会場：長浜別院桜の間・講師：長浜別院列座・内容 御和讃（中陰） 

＊今後の予定：７月１２日（火） 

親鸞親鸞親鸞親鸞サークルサークルサークルサークル    ＳＯＳ（ＳＯＳ（ＳＯＳ（ＳＯＳ（真宗真宗真宗真宗・おたすけ・サンガ・おたすけ・サンガ・おたすけ・サンガ・おたすけ・サンガ））））    

６月８日（水）午後７時から（会場：教務所２階） 

『教師試験検定問題集』の声明作法について  アドバイザー 八木 朋崇氏（准堂衆会会員） 

持ち物：念珠、筆記用具 ※レジュメはこちらで用意いたします。 

新刊書の紹介 



長浜教区・両別院６月行事予定表 

 

 

宗祖聖人、蓮如上人、先門首の御命日逮夜（１２・２４・２７日）、宗祖聖人の御命日（２８日） 

は、若干通常のお扱いと異なりますので、事前に教務所までご確認ください。 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

6/5(日) 14:00 五村別院五日会（三條和重氏） 五村別院 

6(月) 19:00 寺族研修小委員会 教務所 

7(火) 9:00 長浜別院春季清掃奉仕（第22組・第23組・第24組） 長浜別院 

8(水) 19:00 親鸞サークルＳＯＳ【教師検定試験について】 教務所 

9(木) 

14:00 

19:30 

19:30 

教区教化委員会総会 

暁天講座出講講師事前打合せ会① 

花あかり練習日 

教務所 

教務所 

五村別院 

10(金) 13:30 組長会 教務所 

12(日) 13:30 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

13(月) 9:30 花あかり練習日 五村別院 

15(水) 

11:00 

14:00 

19:30 

永代経祥月法要 

五村別院定例法話（宮尾卓氏） 

暁天講座出講講師事前打合せ会② 

五村別院 

五村別院 

教務所 

17(金) 

13:30 

19:00 

募財割当等に関する委員会常任委員会 

御坊さん人生講座（石井了恵氏） 

教務所 

長浜別院 

21(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

22(水) 19:30 暁天講座出講講師事前打合せ会③ 教務所 

23(木) 

9:30 

19:30 

19:30 

花あかり練習日 

教区部落問題研修会 

花あかり練習日 

五村別院 

教務所 

五村別院 

24(金) 19:00 しんらん講座（古田和弘氏） 長浜別院 

27(月) 9:30 花あかり練習日 五村別院 

29(水) 13:30 連区坊守会 教務所 

7/2(土) 13:00 長浜別院夏中（～１０日）    長浜別院 

7(木) 19:30 夏中納涼仏教讃歌の夕べ 長浜別院 

8(金) 13:00 相続講員物故者追弔会 長浜別院 

9(土) 13:00 師徳奉讃法要    長浜別院 

真宗本廟での収骨・帰敬式・読経等のお扱いについて 


