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○ 長浜・五村別院 春季彼岸会について
下記のとおり両別院において春季彼岸会を厳修いたします。お誘いあわせてお参りくだ
さい。
長浜別院 ３月１８日（水）～２０日（金） 午前１０時・午後１時
五村別院 ３月２１日（土）～２３日（月） 午前１０時・午後１時

○ 第１０回原子力問題に関する公開研修会
下記のとおり、真宗本廟（東本願寺）において標記研修会が開催されます。この度の研修会
は、
「故郷への願い－耳をすます 思いを馳せる－」というテーマで開催し、チェルノブイリ原
発事故により故郷を失ったナターシャ･グジー氏（ウクライナ生まれの民族楽器バンドゥーラ
奏者）の演奏とお話をお聞きします。また、各地で原子力問題に関するさまざまな取り組み
を続けてこられた方々からのビデオメッセージを上映します。お誘いあわせてご参加くださ
い。詳細は『真宗』３月号６８頁をご参照ください。
◇ 日 時
２０１５年３月１１日（水） １４時～１６時３０分（１２時３０分開場）
◇ 会 場
真宗本廟視聴覚ホール
◇ 日 程
12：30 開場 原子力問題に関する映像上映
14：00 開会 宗務総長挨拶
14：05 ビデオメッセージ ①
14：20 開催趣旨文朗読
14：25 お勤め（同朋奉讃式）
14：45 追弔の詩
14：55 ビデオメッセージ ②
15：10 演奏･語り ナターシャ･グジー コンサート
16：30 閉会
※ 聴講無料 どなたでも聴講できます。

○ 長浜教区花まつり子ども大会について
本年の花まつり子ども大会は、例年通り５月３日（日・祝）に長浜別院大通寺にて開催い
たします。詳細は同封の寺院宛案内をご覧ください。

○ 責任役員・総代選定届（寺院控）の送付について
組長を通じてご提出いただきました責任役員・総代選定届について、教務所にて受付をいた
しました。つきましては、寺院控を同封いたしましたので、ご確認ください。
なお、今後役員の任期中（３年間）は、お届けいただきました印鑑をご使用くださいますよう
お願いします。また、未提出の寺院におかれましては、直接教務所までご提出くださるようお願
いします。

○ ２０１５年 真宗本廟「春の法要」参拝のご案内
団参用タスキ
真宗本廟において、４月１日（水）～３日（金）まで「春の法要」を
貸出あります。
お勤めいたします。
１日には、
「師徳奉讃法要」と親鸞聖人の御誕生を慶讚する「親鸞聖人
御誕生会（音楽法要）
、２日には、非戦・平和の誓いをたしかめる「全戦没
者追弔法会」
、３日には「相続講員物故者追弔会兼帰敬式受式物故者追弔会」
が勤められます。また、期間中渉成園において粥膳を用意しております。
（１人 1,500 円 4/1 は満席となりました。
）有縁の方お誘いあわせ、ご参拝ください。

◇「春の法要」団体参拝の引率者の方へ
貸出用「長浜教区団体参拝用タスキ」が教務所にあります。ぜひご活用ください。

○ 宗教法人の会計年度終了後の提出書類について
各宗教法人には、毎会計年度終了後４ヵ月以内に役員名簿及び財産目録等を作成し、所轄
庁たる県知事宛に提出することが義務づけられております。この期限までに提出されない場
合は、代表役員、もしくは代表役員代務者が１０万円以下の過料に処せられますのでご注意
ください。
なお、提出書類の雛型は教務所にあります。記入方法等でご不明な点がございましたら教
務所にご連絡ください。
≪届出書類の提出先≫（第１２組から第２４組）
〒520-8577 大津市京町 4-1-1 滋賀県総務部総務課 私学･宗教法人・県立大学担当
電話 （077）528-3114
（敦賀組）〒910-8580 福井市大手 3-17-1 福井県総務部情報公開・法制課
電話 （0776） 20-0246

○ 東日本大震災 復興支援ご協力ありがとうございました。
昨年１１月にお米をお届けした方からたくさんのお礼状が届いております。下記以外のお礼
状は、紙面の都合上次月号以降に順次掲載してまいります。
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福島県 南相馬市 女性
ございました。
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※ 長期的に支援を行いたく、本年秋に、今回同様復興支援物資をお届けする予定です。詳細
は次年度当初にお知らせいたしますので、引き続きご協力くださるようお願いいたします。

○ 研修会のお知らせ

お誘いあわせてご参加ください。

親鸞サークル
親鸞サークルＳＯＳ
サークルＳＯＳ ―和讃に
和讃に学ぶー
◇ 日時 ３月２３日（月）午後７時～ ◇ 講師 井上 尚実氏（大谷大学准教授）
◇ 会場 長浜教務所２階 ◇ 参加費 ５００円

御坊さん
御坊さん人生講座
さん人生講座
◇ 日時 ３月２５日（水）午後２時～ ◇ 会場 五村別院 ◇ 受講料 １回 ５００円
◇ 講師 戸次 公正（べっき・こうしょう）氏（大阪教区 南溟寺住職）

部落問題学習会

◇ 参加費 無料
◇ 日時 ３月２７日（金） 午後７時３０分～ ◇ 会場 長浜教務所２階

2014 年度人生講座のパンフレットを
年度人生講座のパンフレットを調製
のパンフレットを調製いたしました
調製いたしました。
いたしました。
今回の月報に 5 部同封させていただきますので、有縁の方々におすすめいただき
ますよう、お願いいたします。
また、さらにご入用の方は、教務所までご連絡ください。
たくさんのご参聴をお待ちいたしております。

２０１５年長浜教区同朋大会
２０１５年長浜教区同朋大会について
年長浜教区同朋大会について

◇
◇
◇
◇
◇

下記のとおり、同朋大会を開催します。会場の都合により例年とは変更と
なります。
あらかじめご予定くださるようお願いいたします。
期 日 ２０１５年５月１０日（日）１２時３０分 受付～１６時３０分 閉会
場 所 滋賀県立文化産業交流会館（米原市）
テーマ 「念仏申すべし」－私の生活課題を明らかにする－
講 師 池田 勇諦 氏（三重教区西恩寺前住職・同朋大学名誉教授）
日 程 12：30 受付
13：00 仏教讃歌のつどい
13：30 開会（真宗宗歌・勤行）・教務所長挨拶・教区会議長趣旨説明
問題提起（感話）
① 東日本大震災復興支援物資搬送報告
三上 悦示 氏（18 組 即心寺門徒）
② 指定同朋の会報告
武生 克幸 氏（敦賀組 西雲寺住職）
14：30 講演 （途中休憩）
16：30 閉会

出版コーナー
出版コーナーから
しんらん講座、人生講座、同朋大会講師の本も取り揃えております。
人生講座 3／25 講師

2015 年同朋大会講師

戸次 公正 氏
「子どもおつとめ本 正信偈」
350 円→280 円
子ども向けのやさしい現代語訳
は、大人の方へもおすすめです。

池田 勇諦 氏
「仏教の救い 1
アジャセ王の帰仏に学ぶ」

1080 円
シリーズ 2 も近日入庫予定

長浜教区・両別院３月行事予定
期日
3/2(月)
3(火)
4(水)

時刻

行

事

内

容

会 場

14:00 しんらん講座

長浜別院

9:30
14:00
10:30
19:00

五村別院
教務所
長浜別院
教務所

“花あかり”練習
教区･両別院御遠忌委員会「幹事会」
御坊さんお勤め講習会
花まつりスタッフ会議

5(木)

14:00 五日会連続講座（第 1 回）

五村別院

7(土)

13:00 得度事前説明会･自主学習会

教務所

10(火)

15:00 同朋大会事前学習会

教務所

11(水)

11:00 永代経祥月法要

五村別院

12(木)

9:30 “花あかり”練習
19:00 花まつりスタッフ会議

五村別院
教務所

19:00 教区坊守会正副会長会
11:00 永代経祥月法要
19:00 教区特別講演会（大谷専修学院 呼応の教育）

教務所
長浜別院
教務所

13(金)
17(火)
18(水)

長浜別院 春季彼岸会（～20 日）

長浜別院

21(土)

五村別院 春季彼岸会（～23 日)

五村別院

23(月)

19:00 親鸞サークル SOS

25(水)

14:00 御坊さん人生講座
得度事前学習会（～27 日）

26(木)

19:00 花まつりスタッフ会議

教務所

27(金)

19:30 教区部落問題学習会

教務所

4/1(水)

坊守会一日研修会（真宗本廟 春の法要参拝）

教務所
五村別院
教務所

真宗本廟

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。
第２０組 明照寺 前住職 細川 行證 （２０１５年２月１５日 命終）
【住職任命】
第２０組 唯願寺 蓮元 さゆり （２０１５年２月２８日 任命）
【代務者任命】
第１７組 善力寺 筒井 順心
（２０１５年２月 ３日 任命）
第１３組 勝專寺 大鹿 英彰
（２０１５年２月１０日 任命）
第１７組 万傳寺 法雲 俊邑
（２０１５年２月１２日 任命）
第１２組 嚴因寺 竹中 静純
（２０１５年２月１２日 任命）
第２２組 通覺寺 松江
樹
（２０１５年２月１２日 任命）
第２３組 誓順寺 三原 了雲
（２０１５年２月１２日 任命） 以上 敬称略

教務所事務休暇
教務所事務休暇のお
事務休暇のお知
のお知らせ
４月９日（木）～１０日（金）は近畿連区教務所員研修のため、事務休暇とさせていただ
きます。
緊急連絡先 （080）6184-3478 教務所プリペイド携帯電話（期間中のみ通信可能）
【同封書類】 （１）長浜教区花まつり子ども大会開催案内、ポスター 各 1 部 （２）長浜・五村別院春季彼岸会案内、ポスター等
（３）人生講座パンフレット 5 部 （４）春の法要粥膳案内チラシ １部 （５）滋賀同宗連全体研修会案内チラシ １部
（６）真宗のつどい参加記念小冊子 1 冊（７）滋賀同宗連機関誌『一窓』 1 部 （８）長浜教区 特別講演会案内チラシ １部 以上

