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○○○○    長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区････五村別院五村別院五村別院五村別院････長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要    

御遠忌御遠忌御遠忌御遠忌キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター名採用名採用名採用名採用者記念品授与式者記念品授与式者記念品授与式者記念品授与式についてについてについてについて（（（（報告報告報告報告））））    

 

去る、８月７日（日）午前９時から長浜別院大通寺本堂にて、御

遠忌キャラクター女の子（左）「あかり」、男の子（右）「とも」の名

前を名付けていただいた方々をお招きし、記念品授与式を挙行いた

しました。 

 

「あかり」と名付けていただいた方 

髙月 唯輝（長浜教区 第２３組  勝德寺） 

釋氏 加津子（四国教区中讃組  長然寺） 

    
「とも」と名付けていただいた方 

木村 春陽（長浜教区 第１８組 即心寺） 

多賀 愛依莉（長浜教区 第１９組 念信寺） 

林  滋子（長浜教区 第２４組 圓常寺）        敬称略・組順・丸括弧内は所属寺院 

 

○○○○    長浜長浜長浜長浜・・・・五村別院五村別院五村別院五村別院    秋季彼岸会秋季彼岸会秋季彼岸会秋季彼岸会のごのごのごのご案内案内案内案内    

下記のとおり両別院において秋季彼岸会を厳修いたします。各寺院宛に、秋季彼岸会

のポスターを同封しますので掲示いただくとともにお誘いあわせてお参りくださるよう

お願いいたします。 

五村別院 ９月２１日（水）～２３日（金） 午前１０時・午後１時 

長浜別院 ９月２４日（土）～２６日（月） 午前１０時・午後１時 

 

○○○○    子子子子どもどもどもども報恩講報恩講報恩講報恩講をおをおをおをお勤勤勤勤めしますめしますめしますめします 
１０月１０日（月・祝）午前９時３０分から、五村別院にて長浜教区子ども報恩講をお

勤めします。お斎には、湖北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。 

 

 

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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つきましては、同封のポスターを掲示いただき参加奨励くださるようお願いいたします。 

なお、詳細は同封のご案内をご参照ください。 

 

○○○○    長浜別院長浜別院長浜別院長浜別院、、、、五村別院報恩講五村別院報恩講五村別院報恩講五村別院報恩講のごのごのごのご案内案内案内案内    

                下記のとおり両別院において報恩講を厳修いたします。お誘いあわせてお参りください。 

長浜別院 報恩講 ２０１６年１０月２２日（土）～１０月２５日（火） 

五村別院 報恩講 ２０１６年１０月２９日（土）～１１月 １日（火） 

 

○○○○ 真宗本廟（東本願寺）  
真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要・・・・御正忌報恩講参拝御正忌報恩講参拝御正忌報恩講参拝御正忌報恩講参拝のごのごのごのご案内案内案内案内 
真宗本廟において１１月２０日（日）～２８日（月）まで真宗本廟両堂等御修復完了奉

告法要・御正忌報恩講が厳修されます。 

    有縁の方々をお誘いあわせいただきご参詣ください。 

 

○○○○ 真宗本廟（東本願寺） 

真宗本廟両堂等御修復完了奉告真宗本廟両堂等御修復完了奉告真宗本廟両堂等御修復完了奉告真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要法要法要法要（（（（音楽法要音楽法要音楽法要音楽法要））））のごのごのごのご案内案内案内案内 
本年１１月２０日（日）～２１日（月）にかけて「真宗本廟両堂等御修復完了奉告法要

が厳修され、その日中法要を音楽法要としてお勤めいたします。御正忌報恩講とともにお

誘いあわせてお参りください。詳細は『真宗』９月号をご参照ください。 

   ◇ 日 時 １１月２１日（月）１０時～ 

 

○○○○ 真宗本廟（東本願寺） 

真宗本廟両堂等御修復完了記念真宗本廟両堂等御修復完了記念真宗本廟両堂等御修復完了記念真宗本廟両堂等御修復完了記念「「「「子子子子どもどもどもども報恩講報恩講報恩講報恩講のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内 

１１月２３日（水･祝）、真宗本廟 報恩講の期間中、「子ども報恩講のつどい」を開催

します。御影堂で子どもたちの調声のもとお勤めをし、その後は同朋会館でお斎、おはな

し、レクレーション等を行います。ご家族そろって報恩講にお参りください。詳細は『真

宗』９月号をご参照ください。 

 

○○○○    ２０１２０１２０１２０１７７７７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    

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 ２０１７年５月２１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） 

 

○○○○    研修会等研修会等研修会等研修会等のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

・親鸞サークルＳＯＳ ―和讃に学ぶ― 

１ 開催日 第１回１０月１４日（金）、第２回１１月１８日（金）、第３回 ４月２１日（金） 

第４回 ６月２３日（金） 

  

２ 時 間 午後７時から午後９時まで 

 

３ 講 師 井上 尚実 氏（大谷大学教授） 

 

４ 場 所 長浜教務所２階 

 

５ 参加費 ５００円 



○○○○    職員職員職員職員のののの異動異動異動異動についてについてについてについて（（（（転任挨拶転任挨拶転任挨拶転任挨拶））））    

８月号の「月報」にてお知らせいたしましたとおり、藤井 摩耶（長浜教務所書記）が 

組織部に異動し、後任に田宮 清子（総務部事務見習）が着任いたしましたので、転任挨拶

を掲載します。 

                   

 

 

 

 

  

 

 

 

○○○○    教区婦人会教区婦人会教区婦人会教区婦人会についてについてについてについて    

教区婦人会の任期満了により、各組から新たな会員が選出されましたのでお知らせします。 

（任期 2016年7月1日～2018年6月30日・敬称略）  

氏名 所属組・寺院 氏名 所属組・寺院 

立木 純子 第１２組 永福寺 西河 正乃 第１９組 真證寺 

山田 末子 第１２組 正覺寺 村上 智恵子 第１９組 浄國寺 

柏 峰子 第１３組 大久寺 大橋 ますみ 第２０組 圓光寺 

浅岡 久美子 第１３組 長恩寺 室 美和子 第２０組 唯行寺 

辻 数子 第１４組 福泉寺 千田 幸子 第２１組 願敎寺 

中井 ひとみ 第１４組 浄圓寺 藤田 節子 第２１組 了因寺 

横幕 千代子 第１５組 了念寺 岸田 佳子 第２２組 空德寺 

西堀 弘栄 第１５組 大雲寺 澤村 恵津子 第２２組 來現寺 

柴田 佳子 第１６組 歸命寺 藤堂 歌子 第２３組 勝德寺 

福永 春代 第１６組 誓傳寺 小倉 洋子 第２３組 速満寺 

川上 悦子 第１７組 廣善寺 山田 美恵子 第２４組 長照寺 

中川 容子 第１７組 浄泉寺 大橋 節子 第２４組 明樂寺 

佐竹 幸子 第１８組 明法寺 松居 照子 敦賀組 眞願寺 

北川 静代 第１８組 傳正寺 山口 敬子 敦賀組 西願寺 

 

▽▽▽▽転任挨拶転任挨拶転任挨拶転任挨拶    

このたび、２０１６年８月１日付にて長浜教務所書記補を拝命いたし 

ました。三条教区出身です。７月まで事務見習として、本山で２ヵ月 

間、三重教務所で２ヵ月間研修させていただいておりました。右も左 

も分からない若輩者でございますが、何卒ご指導ご鞭撻の程よろしく 

お願いいたします。 



長浜教区・両別院９月行事予定 

 
 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第１６組 恭敬寺 前坊守 橘 富江 （２０１６年８月１３日命終） 

 

【住職代務者任命】〈２０１６年８月２８日 任命〉 

第１２組 浄信寺 桑門 昭憲  

 

【得度】 

〈２０１６年８月４日 受式〉 

第１３組 長樂寺 上橋 暖   第１８組 忍法寺 藤 照宗 

第２０組 西照寺 玉樹 美樹  第２０組 西照寺 玉樹 照 

敦 賀 組 唯願寺 髙岡 愛 

 

〈２０１６年８月７日 受式〉 

第１３組 唯佛寺 田原 祐子  第１３組 唯佛寺 田原 大聖 

第１３組 栁岸寺 大野 優真  第１５組 安浄寺 藤濵 陽 

 第２４組 充滿寺 西野 哲真  第２４組 充滿寺 西野 勇太 

第２４組 充滿寺 西野 陽子                            以上（敬称略） 

 

【 同封書類 】 

（１）子ども報恩講案内・ポスター   （２）別院秋季彼岸会案内ポスター 

（３）聖教学習会案内         （４）坊守会学習会 

以 上 

 

期日 時刻 行   事   内   容 会 場 

9/5(月) 

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
 

7(水) 10:00 御坊さんお勤め講習会 長浜別院 

9(金) 14:00 しんらん講座 五村別院 

10(土) 10:50 第 16組所長巡回 憶念寺 

12(月) 14:00 教区婦人会（総会） 教務所 

14(水) 

11:00 

19:00 

永代経祥月法要 

聖教学習会 

五村別院 

教務所 

15(木) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

16(金) 13:00 御遠忌委員会「儀式・参拝部会」 教務所 

20(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

21(水) 10:00 五村別院秋季彼岸会（～23日） 五村別院 

24(土) 10:00 長浜別院秋季彼岸会（～26日） 長浜別院 

28(水) 9:30 “花あかり”練習 五村別院 

30(金) 10:00 坊守会学習会 五村別院 


