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○○○○    長浜別院夏中長浜別院夏中長浜別院夏中長浜別院夏中のごのごのごのご案内案内案内案内    

  同封のポスター・日程表のとおり、７月２日(土)～１０日(日)長浜別院夏中が勤 

まります。是非、ご参拝賜りますようご案内申し上げます。 

    
○○○○    大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回大谷大学児童文化研究会日曜学校巡回のののの実施実施実施実施についてについてについてについて    

 ８月２２日（月）～２４日（水）、大谷大学児童文化研究会の方々に、サー

クル活動の一環として、教区内のご要望のある寺院を巡回していただきます。

日曜学校や子ども会の思い出づくりにご活用ください。詳細は寺院宛同封の

ご案内をご参照ください。 

    

○○○○    ２０１２０１２０１２０１６６６６年度京都教区教師試験検定準備学習会年度京都教区教師試験検定準備学習会年度京都教区教師試験検定準備学習会年度京都教区教師試験検定準備学習会についてについてについてについて    

   本山で行われる「教師試験検定」を受検される方を対象に、京都教務所にて準備学習会が 

 開催されますのでお知らせします。開催要項及び出願書類は長浜教務所にもあります。 

 ◇ 期 間 ２０１６年７月２５日（月）～７月３１日（日） 

 ◇ 会 場 京都教務所２階大講堂 京都市下京区花屋町通烏丸西入 電話075-351-5260 

 ◇ 受講料 全科目（仏教学・真宗学･教化・声明・法規）受講 ８０，０００円  

       科目別受講 １ヵ目１６，０００円 

 ※詳細については、京都教務所（075-351-5260）へ直接お問い合わせください。 

 

○○○○    ２０１６２０１６２０１６２０１６年夏期教師試験検定施行年夏期教師試験検定施行年夏期教師試験検定施行年夏期教師試験検定施行についてについてについてについて 

 ◇ 期    間  ２０１６年８月２日（火）～３日（水） 

 ◇ 場    所  真宗大谷派宗務所 

 ◇ 科    目  真宗学・仏教学・教化・声明作法・法規・口述試問 

 ◇ 検定冥加金  ６０，０００円（出願書類とともに納入ください。） 

※科目別受験の場合は、１科目につき１２，０００円（口述試問は除く） 

◇ 出願受付期間  ７月１日（金）～８日（金） 教務所へ提出ください。 

 ◇ 出 願 書 類  所定の「教師試験検定願書」及び「履歴書」「写真2枚」 

 ◇ 合 格 発 表  ８月３日（水）午後４時頃 <宗務所ロビー掲示板にて発表> 

   ※詳細については『真宗』６月号８３頁をご参照ください。 

 

○○○○    湖北学講座湖北学講座湖北学講座湖北学講座（（（（主催主催主催主催    長浜市長浜市長浜市長浜市長浜城歴史博物館長浜城歴史博物館長浜城歴史博物館長浜城歴史博物館友友友友のののの会会会会））））    

６月２６日（日）勤労者福祉会館「臨湖」にて「浄土真宗の求道者～近角常観とその時代 

～」の講座が開催されますのでご案内いたします。 

なお、詳細は同封のチラシを参照ください。 

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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▽▽▽▽    長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区花花花花まつりまつりまつりまつりがががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました    

５月３日に約３００名の参加のもと、「花まつ

り子ども大会」が開催されました。午前は開会

式・お勤め後に市内を行進し、午後からは本堂

や白洲、総会所を使って９つのレクリエーショ

ンコーナーを設け、子どもたちは楽しそうに境

内を往復していました。 

なお、今年は初のキャラクター法話（東本願

寺キャラクター「鸞恩くん」、「蓮ちゃん」、「あ

かほんくん」による法話）を行い、子ども達に

今年度のテーマである「てをあわそっ」の意味

を伝えました。 

 

▽▽▽▽    長浜教区同朋大会長浜教区同朋大会長浜教区同朋大会長浜教区同朋大会がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました    

５月１５日に教区同朋大会（大会テーマ 「平和と念

仏申すこと」）を開催いたしました。当日は晴天のもと、

スタッフを含めて参加者は１,０９０名にのぼり、講師

の森 達也氏からは「世界はもっと豊かだし、人はもっ

と優しい」の講題でお話をいただきました。 

   またまたまたまた、、、、２０１７２０１７２０１７２０１７年開催年開催年開催年開催のののの同朋大会同朋大会同朋大会同朋大会のののの期日期日期日期日はははは、、、、例年例年例年例年どおどおどおどお

り５り５り５り５月月月月のののの第第第第３３３３日曜日日曜日日曜日日曜日となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

        ごごごご予定予定予定予定くださるようおくださるようおくださるようおくださるようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

    

◇◇◇◇    期期期期    日日日日    ２０１２０１２０１２０１７７７７年年年年５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（日日日日））））１２１２１２１２時時時時３０３０３０３０分分分分    受付受付受付受付～～～～１６１６１６１６時時時時３０３０３０３０分分分分    閉会閉会閉会閉会    

 

○○○○「「「「平成平成平成平成２８２８２８２８年熊本地震年熊本地震年熊本地震年熊本地震」」」」へのへのへのへの救援金救援金救援金救援金についてについてについてについて    

「平成２８年熊本地震」への救援金について、５月末にて取り纏めをお願いいたしました

ところ、寺院・団体・個人（２１１件）から３，８６９，３６１円（５月３１日現在）の救

援金をお届けいただきました。 

救援金勧募にご協力いただき誠に有難うございました。 

なお、救援金につきましては、本山（災害救援本部）にお届けし、被災地の復興支援を目

的として使用いたします。（６月になり教務所にお届けいただいた救援金につきましても、

今回と同様に災害救援本部にお届けいたします） 

また、熊本教区では倒壊の危険性がありました、東本願寺熊本会館本堂柱を応急的に引き

戻す工事が着工されました。（工期予定は7月末） 

現在、被災地では現状に応じた様々なボランティア活動が展開され、引き続き寺院を核と

した現場の要求に応じた支援活動を展開されております。（ボランティア活動については、

「月報」５月号に同封いたしました「大谷派ボランティア活動綱領」をご参照ください） 

 

【住職任命】２０１６年５月２８日任命  第１５組  宗樂寺  山口  敦子 

 

【得  度】２０１６年５月 ７日受式  第１６組  西光寺  大谷 升美 

                   以上 敬称略 



 

 

 

 

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 

・表白  口語で分かりやすいものを作成中 

・記念勤行集  御遠忌の勤行内容を掲載した勤行集作成に向け、部会内に編集委員会を発足 

・教区御遠忌の参考にするため、大垣教区宗祖親鸞聖人７５０回御遠忌法要（５月２３日 結 

願日中）に参詣  

 

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。 

   （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 

「キャラクター」の名前募集にご協力いただき、有難 

うございました。全部で３３２件のご応募をいただきま

した。 

今後は御遠忌委員会にて、お寄せいただいた中から 

「キャラクター」の名前を決定し、「月報」にて報告いた

します。 

 

・懸垂幕について 

配布いたしました懸垂幕は、屋内（本堂内）での設置を想定して作成しておりま

す。屋外に設置した場合、色褪せすることがありますので、設置場所についてご注

意ください。 

 

●●●●    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 

五五五五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 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）  

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 ６月１０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） 

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 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） 

 

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 
 



 

長浜教区・両別院６月行事予定 

《同封書類》 

（1）日曜学校巡回案内 1部 （2）長浜別院夏中案内等 （3）湖北学講座チラシ １部 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

6/1(水) 9:30 “花あかり”練習 長浜別院 

3(金) 

14:00 

14:00 

14:00 

教区坊守会だより編集会議 

御遠忌委員会「広報部会」 

教区教化委員会「門徒研修小委員会」 

教務所 

長浜別院 

長浜別院 

5(日) 14:00 五日会 五村別院 

6(月) 

14:00 

19:30 

御遠忌委員会「財務部会」 

暁天講座事前学習会 

教務所 

教務所 

7(火) 14:00 教区教化委員会｢門徒研修小委員会｣ 教務所 

8(水) 

9:00 

14:00 

19:00 

長浜別院清掃奉仕 

御遠忌委員会「幹事会」 

教区教化委員会「青少幼年小委員会」 

長浜別院 

教務所 

教務所 

9(木) 9:30 “花あかり”練習 長浜別院 

10(金) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

13(月) 19:00 親鸞サークルＳＯＳ 教務所 

14(火) 10:00 「教区推進員連絡協議会」一日研修会 五村別院 

15(水) 

10:00 

11:00 

14:00 

19:30 

御坊さんお勤め講習会 

永代経祥月法要 

教化委員会「企画室」 

暁天講座事前学習会 

長浜別院 

五村別院

教務所 

教務所 

16(木) 14:00 参事会・常任委員会合同会議 教務所 

17(金) 

9:30 

11:00 

13:00 

“花あかり”練習 

教区教化委員会「総会」 

同朋大会実行委員会 

長浜別院 

教務所 

長浜別院 

19(日) 13:30 花あかり２５周年記念 仏教讃歌のつどい 長浜別院 

20(月) 

 

14:00 

坊守学習会 

御遠忌委員会「全体会」 

敦賀組 

教務所 

21(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

23(木) 

14:00 

19:30 

教区会･教区門徒会懇談会 

暁天講座事前学習会 

長浜別院

教務所 

24(金) 19:30 解放特伝スタッフ会議 教務所 

29(水) 16:00 保護司会「総会」 教務所 

7/2(土) 
13:00 

長浜別院夏中（～10日） 長浜別院 

  3(日)  5:40 暁天講座（～10日） 長浜別院 


