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○大谷会館御修復 

御本尊御移徙法要 兼 長浜教務所開所式を厳修 

 

１月１６日 大谷会館講堂にて、「大谷会館御

修復 御本尊御移徙法要 兼 長浜教務所開所式」

を厳修いたしました。 

御本尊御移徙法要後、望月慶子参務から「この

新たな教化施設が、湖

北・敦賀の御門徒をは

じめ地域の方々に向

けた教区御遠忌スローガン『いただこう あわせる 掌のぬくも

りを』発信の拠点として、併せて本願のみ教えに生きる念仏者の

誕生の場となりますことを切に念願いたします」との但馬弘宗務

総長の祝辞が披露されました。 

続いて大谷大学教授の一楽 真氏から「弥陀の本願信ずべし」

の講題のもと、親鸞聖人の生き方をとおして、現代において仏法

を聴いていく意味についての記念講演が行われ、その後、長浜教

区・長浜・五村別院合同による新年互礼会が開催されました。 

なお、修復された大谷会館には教務所事務機能を移し、さらに

４月からは長浜別院の事務機能も移転し、２０１９年５月に厳修する長浜教区･五村別院･長浜別

院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要に向け、教区と別院が一体となって歩みを進めていきます。 

 

 

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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○ ２０１６年度宗派経常費年末完納御礼  

２０１６年１０月１日から２０１７年１月２０日までに、本年度の宗派経常費をご完納いただ

きましたご寺院をご披露し、心より御礼申し上げます。次回は５月の月報にてご寺院をご披露さ

せていただきます。今後ともよろしくお願い申し上げます 

 

第１２組 善仁寺 正覺寺 一念寺 皆圓寺 第１９組 念信寺 圓融寺 勝圓寺 浄行寺 

 光圓寺 聞法寺    了見寺 休安寺 還来寺 覺法寺 

      正福寺 妙香寺 准願寺  

第１３組 智通寺 光了寺 勝專寺 立勝寺      

 光專寺 慈圓寺 西元寺 光運寺 第２０組 宗信寺 專明寺 唯願寺  

 翠巖寺         

     第２１組 正信寺 淨流寺 等光寺 正法寺 

第１４組 授法寺 浄圓寺 念力寺 利覺寺  入願寺 禮信寺 源照寺 恩長寺 

 德明寺 福泉寺 極性寺 長願寺  了因寺 願敎寺   

 光覺寺         

     第２２組 光乘寺 緑映寺 要誓寺 善林寺 

第１５組 圓法寺 吟松寺 薫德寺 心縁寺  正泉寺 佛心寺   

 大雲寺 願養寺 淨琳寺 一心寺      

 真行寺    第２３組 正観寺 法受寺 稱善寺 勝德寺 

      存法寺 長應寺 專心寺 長通寺 

第１６組 圓乘寺 遍増寺 西空寺 憶念寺      

 誓傳寺 浄覺寺 金光寺 教念寺 第２４組 覺勝寺 了覺寺 妙覺寺 證光寺 

      來入寺 明德寺 西德寺 景好寺 

第１７組 碧藏寺 法通寺 宿願寺 廣善寺      

 念相寺 善力寺   敦賀組 西雲寺 善行寺 了福寺 願立寺 

      高雲寺 蓮敎寺 浄賢寺 西願寺 

第１８組 成満寺 蓮臺寺 玄龍寺 養泉寺  願浄寺    

 慶德寺 蓮光寺 勝傳寺 南流寺      

 明法寺         
 

○ 真宗教団連合滋賀県支部主催「真宗のつどい」開催について 

真宗教団連合滋賀県支部主催の「真宗のつどい」が、下記のとおり開催されます。 

お誘いあわせてご参加ください。 

 詳細については、「管内月報」１２月号に同封いたしました案内をご参照ください。 

 

◇ 日 時 ２０１７年２月５日（日）午後１時から午後４時まで 

◇ 会 場 野洲文化ホール 滋賀県野洲市小篠原 2142（℡077－587－1950） 

◇ 講 師 藤田ジャクリーン氏（京都学園大学名誉教授） 

◇ 講  題 『親鸞さまとのお出会い』 

◇ 内 容 和訳正信偈講習会、講演 

◇ 参加費 無料 

 

 

 

 

東本願寺の本 教務所で頒布中！ 

法蔵館の本など取り寄せも可能です。 

お気軽にお申し付けください。 



○ 門徒用授与物「額装御本尊」について 

このたび宗派では、御本尊のある生活が次世代にも継承されていくことを願い、室内で

の壁掛けに対応する「額装御本尊」(授与礼金 １万円)を新設いたしました。 

詳細については、教務所までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

                  

 

＜額装御本尊大きさ＞ 

高さ 19.5ｃｍ 幅 9.2ｃｍ 

奥行  2.8ｃｍ 重さ 105ｇ 

 

 

○ 長浜別院の夜間通用口について 

夜間（午後５時以降）に教務所及び長浜別院を会場に、会議・研修会等が行われる場合

は、防犯上の都合により、西門のみ開放しておりますので、ご承知おきください。 

 

○ ２０１８年長浜教区同朋大会について 

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 ２０１７年５月２１日（日） １２時 受付～１６時閉会 

◇ 場 所 滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 

◇ 講 師 大田 昌秀 氏（おおた まさひで 元沖縄県知事）  

◇ テーマ「平和と念仏申すこと  

― 戦争からみえてくる人間の相（すがた）―」 

 

 

 

 

 
 
 

○ 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法要 

御遠忌キャラクターグッズ販売について 

御遠忌キャラクターグッズ（ノート）を販売いた 

しておりますので、希望される場合は、教務所まで 

お問い合わせください。（一冊 １５０円）    

    

 

 

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 
 

「額装御本尊」裏面には、掛け

るためのフックがついています 

あ
か
り 

と 
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【住職代務者任命】 

  第 19 組 覺法寺 松見 学（2016 年 12 月 24 日 任命） 

  第 24 組 明正寺 松浦 整（2016 年 12 月 28 日 任命） 

                                   以上 敬称略 

【同封書類】 
（１）しんらん講座案内 （２）御坊さんお勤め講習会案内 （３）五日会連続講座案内 （４）第２回解放特伝研修会案内 

（５）御遠忌特別懇志金について （６）第１９回若坊守研修会 （７）坊守研修会開催要項 

期日 時刻 行   事  内   容 会 場 

2/1(水) 13:30 教区改編委員会 大谷会館 講堂 

3(金) 
14:00 

14:00 

長浜教区・京都教区地方協議会 

男女共同参画協議会 

大谷会館 講堂 

旧教務所２階 

5(日) 13:00 真宗のつどい 野洲文化ホール 

10(金) 9:30 花あかり練習 長浜別院 桜の間 

11(土)  馬酔木展（～4/16まで） 長浜別院 

15(水) 
11:00 

13:00 

永代経祥月法要 

一道会 

五村別院 

長浜別院 桜の間 

17(金) 19:00 寺族研修小委員会 大谷会館 講堂 

21(火) 
11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

企画室 

長浜別院 

大谷会館 講堂 

23(木) 13:30 教区雇員採用試験 大谷会館 講堂 

24(金) 14:00 御遠忌委員会 幹事会 大谷会館 講堂 

25(土) 13:30 得度受講者説明会・自主学習会 大谷会館 講堂 

27(月) 9:30 花あかり練習 長浜別院 桜の間 

3/1(水) 14:00 しんらん講座 長浜別院 

2(木) 13:00 同朋大会事前学習会 大谷会館 講堂 

6(月) 

9：30 

13:30 

19:00 

花あかり練習 

近畿連区坊守研修会（～3/7まで：当番教区 京都教区） 

聖教学習会 

五村別院 茶所 

リーガロイヤルホテル京都 

大谷会館 講堂 

7(火) 
13:00 

13:30 

五日会連続講座 

教区門徒戸数調査委員会 

五村別院 

大谷会館 講堂 

8(水) 10:00 お勤め講習会 長浜別院 桜の間 

14(火) 9：30 花あかり練習 五村別院 茶所 

12(日) 13:00 第２回解放特伝研修会 大谷会館 講堂 

15(水) 11:00 永代経祥月法要 五村別院 

16(木) 13:00 一道会 長浜別院 桜の間 

18(土)   長浜別院 春季彼岸会(～20日迄） 長浜別院 

21(火) 
11:00 

 

永代経祥月法要 

五村別院 春季彼岸会(～23日迄) 

長浜別院 

五村別院 

 24(金) 9：30 花あかり練習 五村別院 茶所 

長浜教区・両別院２月～３月行事予定 

 


