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●2019年 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について 
 

○「キャラクター」のなまえ募集について 
 

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（右図・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、なまえを募集しま

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。 

 なお、申込用紙には、応募先をお手次の寺院又は、長浜教務所といたして

おりますので、寺院で取りまとめいただく場合は、５月３１日までに教務所

にお届けいただきますようお願いいたします。 

また、応募用紙については、同封の用紙をコピーしてご使用いただくか、 

教務所までお申し出ください。 

 

１ 募集期間  ２０１６年５月３１日（火）まで 

２ 応募方法   応募用紙にてお申込みください。（お一人一点まで） 

３ 申 込 先  長浜教務所 

４ 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。 

 

 

○長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人 

御遠忌懸垂幕及びポスターの掲示について 

 

組長様を通じて各寺院に配布させていただきました、御遠忌懸垂幕（右図）

及びポスターについて、各御寺院で掲示いただきますようお願いいたします。 

なお、懸垂幕については、材質の都合上できる限り直射日光を避けて、本

堂内等屋内で掲示ください。（年数が経過すると、印刷が薄くなることがあ

ります） 

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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●●●●花花花花まつりまつりまつりまつり子子子子どもどもどもども大会大会大会大会についてについてについてについて❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀    

有縁の方お誘いあわせの上、ご参加ください。 

◇ 日 時 ２０１６年５月３日（火・祝）午前１０時～午後２時 

（受付９時～） 

◇ 場 所 長浜別院 ◇ 対 象 小学生以上 

◇ 参加費 １００円 ◇ 持参品 念珠、勤行集、お弁当、水筒 

◇ 内 容 おつとめ、レクリエーション他 

◇ お一人から参加できます。 

    

    

    

    

    

● ２０１２０１２０１２０１６６６６年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会年長浜教区同朋大会についてについてについてについて    

教区同朋大会を下記のとおり開催いたします。会場が２，０００名収容可能

であることから、本年は入場整理券を５枚同封いたします。有縁の方をお誘いい

ただきご参加ください。また、入場整理券裏面にあらかじめ必要事項をご記入の

上、当日お忘れなくご持参ください。 

 

◇ 期 日 ２０１６年５月１５日（日）１２時３０分 受付～１６時３０分 閉会 

◇ 場 所 滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 

◇  大会テーマ 「平和と念仏申すこと」 

◇ 講 師 森 達也氏（明治大学特任教授･映画監督・作家） 

◇ 会 費 ５００円 

  ◇ 日 程    12：30 受付 

          13：00 仏教讃歌のつどい（合唱団“花あかり”） 

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 

              感話 

          14：30 講演 （途中休憩） 

        16：30 閉会 

 

●●●●    第第第第３４３４３４３４３３３３回吉崎別院御忌法要回吉崎別院御忌法要回吉崎別院御忌法要回吉崎別院御忌法要のごのごのごのご案内案内案内案内    

同封チラシのとおり、本年も蓮如上人御影道中並びに吉崎別院にて御忌法要が勤まりま 

す。ぜひご出仕及びご参詣ください。 

なお、蓮如上人御影道中は５月６日（金）１４時４０分頃五村別院に、また、５月７日

（土）９時頃に長浜別院に立ち寄りになられます。お誘いあわせてご参詣ください。 

はなまつりブックフェアはなまつりブックフェアはなまつりブックフェアはなまつりブックフェア    教務所にて開催中！ 

仏典童話の絵本やＤＶＤ、腕輪念珠などを取り揃えております。 

←「花まつり」 

子どもたちに「花まつり」を身近に感じてもらえ

るように、お釈迦さま誕生の物語を描いたマンガ

や「天上天下唯我独尊って何？」などを掲載。 

税込162162162162 円円円円（割引対象） 

←DVD「仏典童話」 

映像で楽しむ仏典童話。 

税込3,2403,2403,2403,240 円円円円    

（割引対象） 



●●●●    「「「「真宗真宗真宗真宗のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」講演記録講演記録講演記録講演記録のののの配布配布配布配布についてについてについてについて 

真宗教団連合 滋賀県支部では、３月６日に「真宗のつどい」を開催いたしました。 

その際に配布いたしました、記念冊子「願生浄土という生き方」（一楽 真氏述）を送付

させていただきますので、ご査収ください。 

 

● 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 
 

●●●●    研修会研修会研修会研修会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    お誘いあわせてご参加ください。 

    

    

    

    

    

    

    

 

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 ４月４日（月）・５月９日（月）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）  

親鸞親鸞親鸞親鸞サークルサークルサークルサークルＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳ    ――――和讃和讃和讃和讃にににに学学学学ぶーぶーぶーぶー    
◇ 日時 ４月１８日（月）午後７時～  

◇ 会場 長浜教務所２階  

◇ 参加費 ５００円 

◇ 講師 井上 尚実氏（大谷大学准教授） 

５５５５日会連続講座日会連続講座日会連続講座日会連続講座    
◇ 日時 ４月５日（火）・６月５日（日）午後２時～ 

◇ 会場 五村別院 

◇ 聴講料 １回３００円    

◇ 講師 栖雲 深泥氏（真宗大谷派僧侶） 

聖教学習会聖教学習会聖教学習会聖教学習会        内 容：「教行信証総説」      
◇ 日 時 ５月１６日（月）午後７時から 

◇ 会 場 長浜教務所２階   

◇ 参加費 １，０００円  

◇ 講 師 延塚 知道 氏（大谷大学特任教授） 

 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第２４組 明源寺 住職 松浦  晋 ２０１６年２月２９日命終 

第２３組 元龍寺 住職 片桐   了  ２０１６年３月命終 

第１６組 專福寺    松村  智慶 ２０１６年３月１２日命終 

 

【住職任命】 ２０１６年３月２８日任命 

第１２組  光常寺 長尾  光道 

第２１組  專光寺 藤脇  真樹 

 

【代務者任命】 

第１９組  休安寺 貴山   明（２０１６年３月１３日任命）     以上 敬称略 

 



長浜教区・両別院４月～５月行事予定 

【同封書類 】（１）同朋大会開催案内チラシ・入場整理券 （２）ごえんきキャラなまえ大募集（３）五日会案内チラシ 

（４） 吉崎別院蓮如上人御忌法要（５）組婦人会員の選定及び報告（６）敦賀組同朋会運動推進大会 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

4/4(月) 

9:30 

14:00 

“花あかり”練習 

しんらん講座 

桜の間 

長浜別院 

5(火) 

14:00 

14:00 

男女共同参画推進会議 

五日会連続講座（第2回） 

教務所 

五村別院 

6(水) 

10:30 

14:00 

お勤め講習会 

御遠忌委員会「儀式・参拝部会」 

桜の間 

教務所 

7(木) 19:00 花まつりスタッフ会 教務所 

8(金) 19:00 教化委員会「青少幼年小委員会」 教務所 

12(火) 9:30 “花あかり”練習 桜の間 

13(水) 19:00 花まつりスタッフ会 教務所 

18(月) 

14:00 

 

19:00 

同朋大会実行委員会 

教化委員会「企画室」 

親鸞サークルＳＯＳ 

長浜別院 

教務所 

教務所 

19(火) 

11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

御遠忌委員会「幹事会」 

長浜別院 

教務所 

20(水) 

9:30 

11:00 

“花あかり”練習 

永代経祥月法要 

桜の間 

五村別院 

22(金) 19:30 解放特伝スタッフ協議会 教務所 

28(木) 9:30 “花あかり”練習 桜の間 

5/1(日) 13：00 花まつりスタッフ会 教務所 

2(月) 10：00 花まつり前日準備 長浜別院 

3(火) 10:00 教区花まつり子ども大会 長浜別院 

6(金) 

13:00 

14:40頃 

五日会 

御影道中お立ち寄り 

五村別院 

7(土) 9:00頃 御影道中お立ち寄り 長浜別院 

9(月) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

11(水) 10:00 お勤め講習会 桜の間 

12(木) 9:30 “花あかり”練習 桜の間 

15(日) 13:00 教区同朋大会 滋賀文化産業交流会館 

16(月) 19:00 聖教学習会 教務所 

17(火) 

9:30 

11:00 

“花あかり”練習 

永代経祥月法要 

桜の間 

長浜別院 

18(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

19(木) 14:00 婦人会研修 教務所 

27(金) 19:30 解放特伝スタッフ協議会 教務所 


