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○ 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「ロゴ」及び「キャラクター」について 
 
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委員会では、このたび、御遠

忌法要の「ロゴ」及び「キャラクター」を決定いたしましたので、作成にこめられた願い・表

現についてご報告いたします。 

なお、「ロゴ」及び「キャラクター」の使用については、著作権の関係で使用を希望される御

寺院は教務所までご相談ください。 

    

＜＜＜＜法義相続法義相続法義相続法義相続をををを表現表現表現表現したしたしたした「「「「ロゴロゴロゴロゴ」」」」＞＞＞＞    

３本の線は、長浜教区・五村別院・長浜別院を表し、宗祖親鸞聖人の 

教えが過去から現在、そして未来への絶えることなく受け継がれる 

「法義相続」を流れる川で表現しています。 

 

 

＜＜＜＜おおおお勤勤勤勤めするめするめするめする姿姿姿姿のののの「「「「キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター」」」」＞＞＞＞    

長浜教区は日曜学校の結成率が全国で一番高く、最も盛んな教区であります。教えを相続し、

次の世代を担う合掌する子ども達をイメージしました。 

また、このキャラクターの名前を今後、広く公募して決定いたし 

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「キャラクター」の名前募集について 
 
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の情報などをＰＲする際に使

用するキャラクター（上記のお勤めする姿の「キャラクター」）について、より多くの方々が親

しんでもらえるような名前を募集します。 

採用された名前は、印刷物やグッズなど、御遠忌に向け広く使用いたします。 

 

１ 募集期間  ２０１６年３月１日（火）から２０１６年５月３１日（火）まで 

 

２ 応募方法   教務所備え付けの専用用紙にてお申込みください。（お一人一点まで） 

 

３ 採  用  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委員会にて審

査し、採用作品を決定します。 

宗祖親鸞聖人750回御遠忌 長浜教区スローガン 

いただこう、あわせる 掌のぬくもりを 
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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（金）～２０日（日） 午前１０時・午後１時 

五村別院 ３月２１日（月）～２３日（水） 午前１０時・午後１時 

 

○ 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（火・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。 

 

○○○○    真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟（（（（東本願寺東本願寺東本願寺東本願寺）「）「）「）「御本尊還座式御本尊還座式御本尊還座式御本尊還座式」」」」・・・・「「「「阿弥陀堂御修復完了奉告法要阿弥陀堂御修復完了奉告法要阿弥陀堂御修復完了奉告法要阿弥陀堂御修復完了奉告法要」」」」・・・・    

「「「「春春春春のののの法要法要法要法要」」」」についてについてについてについて    
 
真宗本廟において、下記法要が厳修されます。有縁の方お誘いあわせいただきご参詣くだ

さい。 

３月３１日(木)  13:30～ 御本尊還座式 

４月  １日(金)  10:00～ 阿弥陀堂御修復完了奉告法要             

兼師徳奉讃法要 

４月 １日(金)～３日(日)  春の法要 

 

「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。 

    

○ 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は教務所にご連絡く

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 
 

 

 

本山書籍は教務所では税込価格から20％割引でお分けしています！ 

はじめてのおはじめてのおはじめてのおはじめてのお勤勤勤勤めめめめ練習帳練習帳練習帳練習帳    正信偈正信偈正信偈正信偈－ＤＶＤ－ＤＶＤ－ＤＶＤ－ＤＶＤ付付付付きききき－－－－    

税込税込税込税込1,0801,0801,0801,080 円円円円    

正信偈を自信をもって勤めたい…。そんな声を受け、お勤めの練習ができる入門書がで

きました！カラオケのように、映像を見ながら練習できます。    

出版出版出版出版コーナーコーナーコーナーコーナーからからからから    



○ 東日本大震災 復興支援ご協力ありがとうございました。 

１１月２日（月）～５日（木）に、皆様から提供いただきました「お米」を東北の被災地に

直接お届けしました。そのお礼状が届いておりますので、先月号に引き続きご紹介いたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長浜教区・両別院３月行事予定 

    毎年滋賀県毎年滋賀県毎年滋賀県毎年滋賀県のののの遠遠遠遠いいいい所所所所からからからから私共私共私共私共のののの仮設仮設仮設仮設にににに来来来来てててて下下下下さいましてさいましてさいましてさいまして、、、、当地当地当地当地のののの珍珍珍珍しいしいしいしい物又沢山物又沢山物又沢山物又沢山のののの品々品々品々品々

をををを御馳走様御馳走様御馳走様御馳走様でしたでしたでしたでした。。。。おおおお米米米米もももも頂戴致頂戴致頂戴致頂戴致しましてしましてしましてしまして感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちでいっぱいですちでいっぱいですちでいっぱいですちでいっぱいです。。。。こちらもこちらもこちらもこちらも今年今年今年今年にににに

なりなりなりなり中頃中頃中頃中頃からからからから寒波寒波寒波寒波がががが到来到来到来到来、、、、浜通浜通浜通浜通りもりもりもりも雪雪雪雪でででで驚驚驚驚いていますいていますいていますいています。。。。    

    ３３３３月月月月にはにはにはには５５５５回目回目回目回目のののの東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災のののの日日日日がやってがやってがやってがやって来来来来ますますますます。。。。あのあのあのあの日日日日、、、、あのあのあのあの時時時時をををを思思思思うとうとうとうと心心心心がつぶがつぶがつぶがつぶ

れるれるれるれる思思思思いですいですいですいです。。。。    

今世界今世界今世界今世界はははは様々様々様々様々なななな場所場所場所場所でででで悲悲悲悲しいできごとがしいできごとがしいできごとがしいできごとが起起起起きていますきていますきていますきています。。。。根底根底根底根底にはにはにはには同同同同じものがテロじものがテロじものがテロじものがテロ、、、、戦争戦争戦争戦争、、、、

そしてそしてそしてそして核核核核のののの恐恐恐恐ろしさろしさろしさろしさ、、、、悲惨悲惨悲惨悲惨さをさをさをさを決決決決してしてしてして忘忘忘忘れないれないれないれない思思思思いでニュースいでニュースいでニュースいでニュース等等等等をををを見見見見ていますていますていますています。。。。    

私共私共私共私共もももも原発原発原発原発よりよりよりより１５１５１５１５キロはキロはキロはキロは離離離離れたれたれたれた穏穏穏穏やかなやかなやかなやかな自然自然自然自然なななな所所所所でしたでしたでしたでした。。。。あのあのあのあの時時時時、、、、地震地震地震地震、、、、津波津波津波津波、、、、東電東電東電東電

のののの事故事故事故事故ではではではでは何何何何もももも持持持持たずたずたずたず高高高高いいいい山山山山にににに登登登登りりりり助助助助かりかりかりかり、、、、次次次次のののの日日日日、、、、ヘリコプターがヘリコプターがヘリコプターがヘリコプターが飛飛飛飛んできたのでんできたのでんできたのでんできたので、、、、大大大大

勢勢勢勢でででで手手手手をををを振振振振りりりり合図合図合図合図しししし運運運運ばれましたばれましたばれましたばれました。。。。    

逃逃逃逃げげげげ遅遅遅遅れたれたれたれた方方方方はほとんどはほとんどはほとんどはほとんど亡亡亡亡くなりくなりくなりくなり、、、、集落集落集落集落はははは壊滅状態壊滅状態壊滅状態壊滅状態でででで、、、、現在現在現在現在はははは危険地域危険地域危険地域危険地域になりになりになりになり戻戻戻戻ることることることること

ができません・・・ができません・・・ができません・・・ができません・・・国国国国のののの対応対応対応対応もももも遅遅遅遅くくくく近近近近いいいい内内内内、、、、苦渋苦渋苦渋苦渋のののの選択選択選択選択をしなければならずをしなければならずをしなければならずをしなければならず困困困困っていますっていますっていますっています。。。。    

長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区のののの皆様皆様皆様皆様、、、、全国民全国民全国民全国民のののの方々方々方々方々のののの励励励励ましましましまし応援頂応援頂応援頂応援頂きききき、、、、プラスプラスプラスプラス思考思考思考思考にににに生生生生きてきてきてきて頑張頑張頑張頑張りますりますりますります。。。。もはもはもはもは

やややや２２２２人共人共人共人共７０７０７０７０才才才才になりますになりますになりますになります。。。。又又又又おおおお逢逢逢逢いできるいできるいできるいできる日日日日をををを楽楽楽楽しみに・・・しみに・・・しみに・・・しみに・・・（（（（中略中略中略中略））））本当本当本当本当にありがとにありがとにありがとにありがと

うございましたうございましたうございましたうございました。。。。                                                                                            福島県相馬市福島県相馬市福島県相馬市福島県相馬市    女性女性女性女性 

 

同朋大会を下記のとおり開催しますので、ご予定ください。 

 

◇ 期 日 ２０１６年５月１５日（日） 

１２時３０分 受付～１６時３０分 閉会 

◇  大会テーマ 「平和と念仏申すこと」 

◇ 場 所 滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 

◇ 講 師 森 達也氏（明治大学特任教授･映画監督） 

○ 研修会のお知らせ    お誘いあわせてご参加ください。 

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       

◇ 日時 ３月２日（水）午前１０時～  

◇ 会場 長浜別院 ◇ 受講料 １回 ５００円    

    
しんらんしんらんしんらんしんらん講座講座講座講座  

◇ 日時 ３月４日（金）午後２時～ ◇ 会場 長浜別院 ◇ 受講料 １回 ５００円    

◇ 講師 佐野 明弘氏（光闡坊住持）    
    
五日会連続講座五日会連続講座五日会連続講座五日会連続講座    
◇ 日時 ３月５日（土）午後２時～ ◇ 会場 五村別院 ◇ 受講料 １回 ３００円    

◇ 講師 栖雲 深泥氏（真宗大谷派僧侶 樹洩陽舎 舎幹）    
    
聖教学習会聖教学習会聖教学習会聖教学習会    
◇ 日時 ３月７日（月）午後７時～ ◇ 講師 延塚 知道氏（大谷大学特別任用教授） 

◇ 会場  長浜教務所２階 ◇ 受講料 １回１，０００円    

    



長浜教区・両別院３月行事予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

3/2(水) 10:00 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

3(木)  連区坊守研修会（～４日） エクシブ 

4(金) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

5(土) 

13:00 

14:00 

推進員養成講座合同オリエンテ－ション 

五日会連続講座（第1回） 

長浜別院 

五村別院 

6(日) 13:00 真宗のつどい 文化産業交流会館 

7(月) 19:00 聖教学習会 教務所 

8(火) 9:30 花あかり練習 五村別院 

10(木) 19:00 花まつりスタッフ会議 教務所 

11(金) 

10:00 

14:00 

施設法話講師会 

教化委員会「企画室」 

教務所 

教務所 

14(月) 14:00 御遠忌「儀式・参拝部会」 
教務所 

15(火) 14:00 御遠忌「幹事会」 
教務所 

16(水) 

11:00 

19:00 

永代経祥月法要 

花まつりスタッフ会議 

五村別院 

教務所 

17(木) 

9:30 

19:00 

花あかり練習 

教化委員会「寺族研修小委員会」 

五村別院 

教務所 

18(金)  長浜別院 春季彼岸会（～20日） 長浜別院 

21(月)  五村別院 春季彼岸会（～23日) 五村別院 

24(木)  長浜教務所所員研修（教務所事務休暇）  

25(金) 

10:00 

19:30 

青少幼年教化研修 

教区部落問題研修（解放特伝スタッフ会議） 

第24組誓海寺 

教務所 

28(月) 

9:30 

 

花あかり練習 

得度事前学習会（～30日） 

五村別院 

教務所・長浜別院 

30(金) 19:00 花まつりスタッフ会議 教務所 

31(木)  婦人会一日研修会（真宗本廟 御本尊還座式） 真宗本廟 

 

【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 、（２）長浜・五村別院春季彼岸会案内、ポスター等  

（３）第１８回若坊守研修会 

教務所事務休暇教務所事務休暇教務所事務休暇教務所事務休暇のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

３月２４日（木）は長浜教務所所員研修のため、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 

 
【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第１８組  玄龍寺  前坊守  八島  龍子（２０１６年２月１３日命終） 

第２２組  相頓寺  前坊守  小江  寛子（２０１６年２月１７日命終） 

【代務者任命】 

第２０組 唯敎寺    藤  堅慈（２０１６年１月３１日任命） 

第２１組 正信寺    中澤 章浩（２０１６年２月３１日任命）    以上 敬称略 



 


