宗祖親鸞聖人 750 回御遠忌長浜教区スローガン

２０１５年１０月

いただこう、あわせる 掌のぬくもりを
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○

長浜教区
長浜教区･五村別院･
五村別院･長浜別院
宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要

発行日／２０１５年１０月１日

発行人／長浜教務所長 幽 溪

浩

高札立柱式について
高札立柱式について（
について（案内）
案内）

２０１９年５月に厳修されます、長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回
御遠忌法要に向け、御遠忌法要厳修を告知する高札の立柱を行う「高札立柱式」を五村・長
浜両別院にて挙行いたしますので、ご出席いただきますようご案内いたします。
また、有縁の方々にも広く呼びかけていただき、多くの方のご出席を賜りますよう、お願
いいたします。

１ 立柱式

長浜別院 ２０１５年１０月２２日(木)
午前９時３０分から１０時まで
五村別院 ２０１５年１０月２９日(木)
午前９時３０分から１０時まで

２ 服 装

寺族の方は、間衣・輪袈裟・白服（坊守の方は坊守章を依用ください）
門徒の方は、略肩衣（念珠を持参ください）

３ 集合場所

別院山門

４ 集合時間

午前９時２０分

５ 雨天の場合 別院本堂にて式典を挙行いたしますので、午前９時２０分までに本堂
にお集まりください。

○ 子ども報恩講
ども報恩講について
報恩講について（
について（案内）
案内）
１０月１２日（月・祝日）午前１０時から五村別院にて「長浜教区子ども報恩講」をお勤
めします。また、お斎には、この地方に伝わる『お講汁』をご用意します。お誘いあわせてお
参りください。

○ 教務所長巡回について
教務所長巡回について（
について（御礼）
御礼）
９月４日をもって、全１４ヵ組の各組巡回が終了しました。皆様には、ご多用のところご
出席いただきましたこと厚く御礼申し上げます。教区役職者ともども、皆様からの御意見を
真摯に受け止め、今後教区の円滑なる運営に尽してまいりますので、何卒お力添え賜ります
ようお願いします。

○ 研修会等のお
研修会等のお知
のお知らせ
○お誘いあわせのうえ、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―
１０月５日（月）１９時～
講師：井上 尚実（いのうえ・たかみ）氏（大谷大学准教授）
場所：長浜教務所２階 参加費：５００円
■しんらん講座
■しんらん講座『
講座『如来よりたまわる
如来よりたまわる信
よりたまわる信―仏智疑惑和讃に
仏智疑惑和讃に学ぶ―』
ぶ―』
１０月１４日（水）１４時～
講師：佐野 明弘（さの・あきひろ）氏（光闡坊 住持）
場所：五村別院 参加費：５００円
■教区部落問題研修会
１０月１６日（金）１９時３０分～
テキスト「響」輪読・座談・ビデオ学習など
場所：長浜教務所２階 参加費：無料

○ ２０１６年長浜教区同朋大会
２０１６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（
について（案内）
案内）
同朋大会を下記のとおり開催します。ご予定くださるようお願いいたします。
◇ 期 日 ２０１６年５月１５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）

○ 臨時教区雇員の
臨時教区雇員の退職及び
退職及び採用について
採用について（
について（報告）
報告）
２０１４年９月２２日より臨時教区雇員として勤務しておりました、藤井 育子（第２３組 勝德寺門徒）
が退職し、９月１日より澤面 真世（さわも まさよ 第１６組 浄願寺 坊守）が長浜教務所に勤務して
おります。どうぞよろしくお願いいたします。

澤面 真世 挨拶
お寺に嫁いで１８年が経ちます。自坊の事以外は目を背けて生きてまいりましたが、こ
の度、ご縁がありまして、長浜教務所でお世話になる事になりました。
一から勉強させて頂きます。よろしくお願い致します。

○

真宗本廟（
真宗本廟（東本願寺）
東本願寺）

御正忌報恩講及び
御正忌報恩講及び讃仰法要（音楽法要）
音楽法要）について（案内）
案内）

１１月２１日（土）午前１０時

讃仰法要（音楽法要）

１１月２１日（土）～２８日（土） 御正忌報恩講
１１月２３日（月・祝）

子ども報恩講のつどい

「長浜教区団体参拝用タスキ」（貸出用）が教務所にございます。ぜひご活用ください。

○

真宗本廟（
真宗本廟（東本願寺）
東本願寺）

阿弥陀堂内特別見学について
阿弥陀堂内特別見学について（
について（案内）
案内）

真宗本廟において厳修されます御正忌報恩講の期間中（１１月２１日（土）～２８日（土）
）
に、阿弥陀堂内修復の様子を一部公開いたします。
なお、御影堂門御修復にあわせて楼上からおろされていた、釋迦三尊像についても修復が
完了いたしましたので、阿弥陀堂内にて拝観いただけますので、御正忌報恩講の参詣と併せ
てご計画ください。
見学時間 午前９時から午後４時まで（ただし、２８日は午後１時まで）

長浜
東北

東日本大震災復興支援物資（お米）ご提供のお願い

今年も被災地の方々に好評であったお米をお届けします。
引き続き教区内のご寺院・ご門徒の皆様のご理解とご協力をお願い
申し上げます。

▽ 提供期間 ２０１５年１０月１日（木）から１０月２５日（日）まで
提供いただいた救援物資は１１月２日から５日に、復興支援物資搬送チーム、有志のメン
バーで東北の被災地へお届けします。

▽ 提供場所

提供期間内に、組長事務所にお届けください。

▽ 物資
・白 米
（今年収穫されたお米を白米に精米の上、ご提供ください。
）
※５kg 入米袋は各搬入指定場所、もしくは教務所にあります。
・支援金

（運搬にかかる経費として使用いたします。
）
※１０月３０日までに指定口座に振込いただくか、教務所までご持参ください。
また、組で取りまとめいただく場合も、１０月３０日までにお願いいたします。

▽ 指定口座 (復興支援金専用)
郵便振替口座 口座記号・番号 00920-4-225780
加入者名
大谷派長浜教務所
※ 金融機関への振込依頼書・払込受領書をもって領収書に代えさせていただきます。
※ 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。青色の払込依頼書をご使
用ください。

長浜教区・両別院１０月行事予定

2(金)

14:00 教区婦人会総会

教務所

5(月)

15:00 教団問題資料集編集委員会
19:00 親鸞サークルＳＯＳ

教務所
教務所

8(木)

9:30 秋季清掃奉仕(第１２組・２３組･２４組)

長浜別院

12(月)

10:00 子ども報恩講

五村別院

13(火)

14:00 東日本大震災復興支援物資搬送チーム作業班会議

14(水)

14:00 しんらん講座

16(金)

14:00 教化委員会総会
19:30 教区部落問題研修会

教務所
教務所

19(月)

15:00 施設法話講師会

教務所

20(火)

11:00 永代経祥月法要

長浜別院

21(水)

11:00 永代経祥月法要

五村別院

教務所
五村別院

9:30 高札柱立式
22(木)

長浜別院
長浜別院報恩講（～25 日）
10:00 復興支援物資 低温倉庫搬入（14 組･19 組）

26(月)

27(火)

28(水)

29(木)
11/2～5

13:00 復興支援物資 低温倉庫搬入（15 組･16 組･17 組）
10:00 復興支援物資 低温倉庫搬入（12 組･13･18 組）
13:00 復興支援物資 低温倉庫搬入（20 組･21 組）
10:00 復興支援物資 低温倉庫搬入（22 組･23 組）
13:00 復興支援物資 低温倉庫搬入（24 組･敦賀組）
9:30 高札柱立式
五村別院報恩講（～11/1）

五村別院

東日本大震災復興支援物資搬送(東北)

先月の敬弔欄に誤りがございました。お詫びして訂正いたします。大変申し訳ございませんでした。

第１７組 廣善寺 住 職 溪 圓昭

（２０１５年７月２５日命終）
訂正８月１０日命終

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。

第１３組 通來寺 前坊守 禿子 みすゑ（２０１５年９月１２日 命終）
【代務者任命】
第１８組 珀清寺
海北 誓子
（２０１５年９月３日 任命）
第１９組 常善寺
菅原 俊夫
（２０１５年９月３日 任命）
以上 敬称略
【同封書類 】 （１）高札立柱式案内

（２）長浜・五村別院報恩講ポスター等

以 上

