宗祖親鸞聖人 750 回御遠忌 長浜教区スローガン
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「平成２８年熊本地震」で被災されたみなさまへ
２０１６年４月１４日に発生した「平成２８年熊本地震」により、大勢の方がお亡くなりにな
ったことに対しまして、衷心より哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に謹んでお見舞
い申し上げます。
▽ 被害状況について（２０１６年４月２５日現在）
＜熊本教区＞
熊本教務所 本堂立入禁止。
教区内寺院 １１９ヵ寺の内、少なくとも８０ヵ寺程に被害。熊本市及び阿蘇方面などを中心に
熊本県内の広域にわたり、本堂倒壊 １ヵ寺、本堂立入禁止 複数ヵ寺、お亡くなりになられた
ご門徒１０名。
＜日豊教区＞
教区内寺院 ３００ヵ寺の内、少なくとも２９ヵ寺に被害。特に、大分県内（由布市、竹田市など）
において被害。
＜久留米教区＞ 教区内寺院 ２５８ヵ寺の内、少なくとも１３ヵ寺に被害。
▽ 救援金について

救援金の協力をお願いします。（詳細は別便にて送付いたしております「救援金のお願い」
を参照ください）

●花まつり子
まつり子ども大会
ども大会について
大会について❀
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。

●２０１６
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
教区同朋大会を下記のとおり開催いたします。有縁の方をお誘いいただきご参
加ください。先月号に同封の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。

◇

◇
◇
◇
◇
◇

◇ 日 程
12：30 受付
13：00 仏教讃歌のつどい
期 日 ２０１６年５月１５日（日）
13：30 開会（真宗宗歌・勤行）
１２：３０受付～１６：３０ 閉会
教務所長挨拶
場 所
滋賀県立文化産業交流会館（米原市）
教区会議長趣旨説明
大会テーマ 「平和と念仏申すこと」
感話 瀬邊 勸 氏
講 師 森 達也氏（明治大学特任教授･映画監督・作家）
（第 20 組専明寺 前住職）
講 題 世界はもっと豊かだし、人はもっと優しい
14：30 講演 （途中休憩）
会 費 ５００円
16：30 閉会

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

御遠忌委員会各部会の進捗状況等について報告いたします。

儀式・参拝部会
・法要次第及び記念勤行集調製について検討中です。
（１）表白は、口語で分かりやすいものを作成中。
（２）御遠忌の勤行内容を掲載した記念勤行集を調製する予定。
（３）２０１５年度中に法要次第を決定する。

教学・教化部会
・御遠忌お待ち受け助成事業及び御遠忌お待ち受け教化事業について検討中です。
（１）出版事業『両別院離脱問題等 資料集(仮称)』
（２）第 12、14、16、17、敦賀の各組で教区指定同朋の会推進事業を実施中。
（３）青少幼年事業について
２０１８年１０月８日（祝）
「教区子ども御遠忌（仮称）
」於:五村別院。
２０１９年５月３日（祝）
「教区花まつり子ども大会（仮称）
」於:大通寺

広報部会
・
「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
キャラクター（左図・お勤めする姿の「キャラクター」
）の名前
を、２０１６年５月３１日（火）までの募集期間にて募集中で
す。現在、申込数 ５５件（内１３カ寺から１７件、教化関係
団体から３８件）の申込をいただいています。御遠忌周知のた
めにも募集にさらなるご協力をいただきますようお願いいたし
ます。
（応募方法の詳細については、先月の「月報」に同封いた
しておりますのでご参照ください）
・懸垂幕及びポスターについて
組長様を通じて各寺院に配布させていただきました、
懸垂幕及び
ポスターについては、
本堂内又は掲示板に掲示いただきご活用くだ
さい。
なお、ポスターについては、御遠忌事業の進捗状況に併せてデザ
インを変更し、今後も発行してまいります。

▽「御本尊還座式」
本尊還座式」が執り行われました
われました
３月３１日に真宗本廟（東本願寺）にて、御本尊還座
式（ごほんぞんげんざしき）が執り行われ、当日は約１
万人の参詣者があり、御影堂・阿弥陀堂は満堂となった
ため、境内の白洲で立って参詣をされる方も大勢おられ
ました。
なお、長浜教区からも、教区婦人会、各組、各寺院か
ら約１００名を超える団体参拝がありました。
また、今年１１月２０日から２１日には、
「真宗本廟両
堂等御修復完了奉告法要」がお勤めされますのでご予定ください。

▽「第１０回真宗大谷派
１０回真宗大谷派ハンセン
回真宗大谷派ハンセン病問題交流
ハンセン病問題交流集会
病問題交流集会」
集会」が開催されました
開催されました
４月１９日から２１日まで、姫路船場別院本徳寺、邑久光明園、長島愛
生園を会場として、ハンセン病問題全国交流集会（解放運動推進本部・山
陽教区主催）が開催されました。今回は、１９９６年の「らい予防法」廃
止、そして「ハンセン病に関わる真宗大谷派の謝罪声明」表明から２０年
目の節目の集会であり、海外からの方も含め、３００名ほどの参加者が集
いました。長浜教区からは２名が参加し、ハンセン病国賠訴訟西日本弁護
団代表の弁護士・徳田靖之氏による基調講演の他、シンポジウムや療養所
でのフィールドワークなど、各日充実した日程を過ごしました。

● 東日本大震災「復興支援物資搬送報告書」について
先月の『管内月報』にて報告書を送付させていただきましたが、残部がご
ざいますので、希望があれば教務所まで必要部数をお申し出ください。
なお、残部がなくなり次第配布を終了いたします。

● 研修会のお
研修会のお知
のお知らせ

お誘いあわせてご参加ください。

しんらん講座
しんらん講座

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 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）

５日会連続講座
◇
◇
◇
◇

日時 ６月５日（日）午後２時～
会場 五村別院
聴講料 ３００円
講師 栖雲 深泥氏（真宗大谷派僧侶）

日時 ６月１３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）
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）

長浜教区・両別院５月～６月行事予定
期日

時刻

行

事

内

容

13:00 花まつりスタッフ会

5/1(日)

会 場
教務所

2(月)

13:00 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)

14:40 頃 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

10:00 お勤め講習会

桜の間

14:00 御遠忌委員会「儀式・参拝部会」

教務所

11(水)
14:00 御遠忌委員会「広報部会」
19:00 教化委員会「青少幼年小委員会」
9:30 “花あかり”練習

12(木)
13(金)

13:00 御遠忌委員会「幹事会」
15:00 教化委員会「企画室」

15(日)

13:00 教区同朋大会

16(月)

19:00 聖教学習会
9:30 “花あかり”練習

長浜別院庫裏

教務所
五村別院
教務所
教務所
滋賀文化産業交流会館

教務所
五村別院

17(火)
11:00 永代経祥月法要

長浜別院

11:00 永代経祥月法要

五村別院

18(水)
19(木)
20(金)
25(水)

14:00 御遠忌委員会「財務部会」

教務所

14:00 婦人会研修
14:00 参事会・常任委員会
16:00 教区改編委員会

教務所
教務所
教務所

9:30 “花あかり”練習

五村別院

26(木)

19:00 教化委員会「寺族研修小委員会」

教務所

27(金)

19:30 解放特伝スタッフ協議会

教務所

30(月)～31（火）

6/3 (金)
5(日)

第４３回近畿連区推進員研修
14:00 坊守会編集会議
14:00 五日会

【代務者任命】
第１４組 授法寺 一乘 ゆき代（２０１６年４月１３日任命）

長浜ロイヤルホテル

教務所
五村別院

以上 敬称略

【同封書類 】
（１）花あかり ２５周年記念 仏教讃歌のつどい、
（２）
「平成 28 年熊本地震」における真宗大谷派ボランティア
活動綱領、
（３）第３回坊守学習会

