２０１７年３月
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（スマートフォン対応）

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
＜教学・教化部会からのお知らせ＞
○ お待ち受け助成事業「ごえんき ごきげんワークショップ」について
御遠忌お待ち受け助成事業「ごえんき ごきげんワークショップ」では、浄土真宗の教え
を表現する企画を実施する団体を募集し、併せて応募団体の中から選考により助成をいた
します。ぜひ御遠忌厳修の願い「生きる力を伝える」を多くの方々と
共有できるような事業計画をご応募ください。
なお、リーフレット（カラー刷り）は希望部数を送付いたしますので、希望される部数
同封のハガキにてお申込みください。
あかり

とも

○ 得度事前学習会 受講者説明会・自主学習会について
２月２５日に大谷会館（講堂）にて、３月２８日から３０日まで開催される得度事前学
習会に向け、参加者及びその保護者を対象に、
自主学習会が開催されました。当日は、得度式
を受式することの心得、得度願書の書き方につ
いて説明が行われました。
また、声明作法を担当いただいた、髙岡 淳
氏（教区准堂衆会）からは「本日の自主学習会
で学んだことを基に、当日までに各自で声明の
練習を行って欲しい」と話されました。

○ 「真宗のつどい」開催及び講演記録の配布について
滋賀県内には、大谷派の他に、本願寺派、仏光寺派、木辺派、興正派、高田派の寺院が
あり、各派の代表が集まり「真宗教団連合 滋賀県支部」が組織され、毎年「真宗のつど
い」を開催しています。

本年度は２月５日に野洲文化ホール(滋賀県野洲市)
にて、講師に藤田ジャクリーン氏（京都学園大学名誉
教授）をお招きし、講題「親鸞さまとのお出会い」の
もとお話しをいただきました。
また、その際に参加者記念品として配布いたしまし
た、冊子「人生の解決とは「お浄土があってよかった
ね」（昨年度「真宗のつどい」講演 宮崎 幸枝述）を
送付させていただきますので、ご査収ください。

○ ２０１７年 真宗本廟「春の法要」参拝のご案内
真宗本廟において、４月１日（土）～４日（火）まで「春の法要」をお勤めいたします
ので、有縁の方々をお誘いただきご参拝ください。
また、粥膳につきましては、４月１日は、既に満席となっておりますが、２日～４日は、
お席に余裕がございますのでお申込みください。（申込先 参拝接待所 075‐371-9212）
４月１日（土)
４月２日（日)
４月３日（月)
４月４日（火)

10:00
14:00
10:00
11:00
14:00
10:00

師徳奉讃法要
親鸞聖人御誕生会（音楽法要）
全戦没者追弔法会
相続講員物故者追弔会兼帰敬式受式物故者追弔会
闡如上人二十五回忌法要 逮夜
闡如上人二十五回忌法要 日中

貸出用「長浜教区団体参拝用タスキ」が教務所にあります。ぜひご活用ください。

○ ２０１６年度長浜教区同朋大会について
◇ 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 石原 昌家氏（いしはら まさいえ 沖縄国際大学名誉教授）
◇ 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）―」
講師の変更について
先月号「月報」にて、講師を大田 昌秀 氏とご案内いたしましたが、大田氏の体調不良
により、石原 昌家氏に講師を変更いたしましたので、ご承知おきください。

○ 勿忘（わすれな）の鐘 ２０１７ について
東日本大震を「決して忘れない…、この震災を心に刻み、犠牲者に思いを馳せ、今後も復興
と支援の思いを繋いでいきたい」という願いのもと、仙台教区東日本大震災復興本部からの呼
びかけにより、
全国それぞれの場所で同じ時刻 (３月１１日午後２時４６分) に鐘をつき、
「勿
忘の鐘」と名づけ法要が勤められます。東日本大震災から６年が経過し、今年は七回忌にあた
ります。
長浜・五村両別院では、この趣旨に賛同して「勿忘（わすれな）の鐘 ２０１７」をお勤め
いたしますので是非お参りください。
（詳細は同封のチラシを参照ください）

○ 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等がございましたら、
お知らせください。
≪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

○ 研修会のお知らせ

お誘いあわせてご参加ください。

聖教学習会
◇ 日時 ３月３日（金）午後７時～
◇ 講師 延塚 知道氏（大谷大学特別任用教授）
◇ 会場 大谷会館講堂 ◇ 受講料 １回１，０００円

五日会連続講座
◇ 日時 ３月７日（火）午後２時～ ◇ 会場 五村別院 ◇ 受講料 １回 ３００円
◇ 講師 真城 義麿氏（四国教区善照寺住職、真宗大谷学園専務理事）

御坊さんお勤め講習会
◇ 日時 ３月８日（水）午前１０時３０分～
◇ 会場 長浜別院 ◇ 受講料 １回 ５００円

解放運動特別指定伝道研修会（第 2 回）
◇ 日時 ３月１２日（日）午後１時～ ◇ 会場 大谷会館講堂
◇ 講師 小森龍邦氏 解放同盟広島県連顧問

しんらん講座
◇ 日時 ４月７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）

※「聖教学習会」については、年度計画では３月６日でしたが、講師の都合により開
催日を３月３日に変更いたしましたので、ご承知おきください。

長浜教区・両別院３月行事予定
期日
3/1(水)

時刻

行

事

内

容

14:00 しんらん講座

会 場
長浜別院

2(木)

19:00 青少年花まつり会議

旧教務所２Ｆ

3(金)

19:00 聖教学習会

大谷会館 講堂

6(月)
7(火)
8(水)

9：30
13:30
13:30
14:00
19:00

花あかり練習
近畿連区坊守研修会(～3/7 迄：当番教区 京都教区）
教区門徒戸数調査委員会
五日会連続講座
解放特伝事前協議会

10:30 お勤め講習会

五村別院
リーガロイヤルホテル京都

大谷会館 講堂
五村別院
大谷会館 講堂
長浜別院

11(土)

14:46 勿忘の鐘（2017）
・七回忌法要

長浜・五村別院

12(日)

13:00 解放運動特別指定伝道研修会（第２回）

大谷会館 講堂

13(月)

14:00 御遠忌委員会 儀式・参拝部会

大谷会館 講堂

14(火)
15(水)

9：30
14:00
14:00
11:00
19:00

花あかり練習
坊守会 常任委員会
長浜選挙区選挙管理会
永代経祥月法要
青少年花まつり会議

五村別院
旧教務所２Ｆ
大谷会館 講堂
五村別院
旧教務所

16(木)

13:00 一道会定例

17(金)

13:30 教化委員会「企画室」
19:00 教化委員会「寺族研修小委員会」

大谷会館 講堂

18(土)

10:00 長浜別院 春季彼岸会(～20 日迄）

長浜別院

21(火)

10:00 五村別院 春季彼岸会(～23 日迄)
11:00 永代経祥月法要

五村別院

22(水)

19:00 青少年花まつり会議

24(金)

9：30 花あかり練習

27(月)

14:00 教区坊守学習会

長浜別院

大谷会館 講堂

長浜別院
旧教務所２Ｆ
五村別院
大谷会館 講堂

28(火)

9:15 得度事前学習会(～30 日迄)

大谷会館 講堂

31(金)

14:00 御遠忌委員会 幹事会
19:00 第 2 回解放特伝事後協議会

大谷会館 講堂

【住職任命】
第１２組

真廣寺

竹中 慈祥（２０１７年２月２８日任命）

【代務者任命】
第１５組 正等寺
第２１組 入願寺
第２３組 保念寺

七岡 朊子（２０１７年２月１９日任命）
藤居 専昭（２０１７年２月 ４日任命）
古松 了祐（２０１７年２月 １日任命）

大谷会館 講堂

以上 敬称略

【同封書類】 （１）花まつり子ども大会開催案内等 、
（２）長浜・五村別院春季彼岸会案内等、
（３）真宗のつどい講演記録
（４）解放特伝チラシ、
（５）
「勿忘の鐘」チラシ、
（６）ごえんき ごきげんワークショップチラシ、
（７）第３回坊守学習会

