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○○○○    教務所長巡回教務所長巡回教務所長巡回教務所長巡回についてについてについてについて御礼御礼御礼御礼    

８月２７日（日）をもって、全１４ヵ組の各組巡回が終了しました。皆様には、ご多

用のところご出席いただきましたこと厚く御礼申し上げます。教区役職者ともども、皆

様からのご意見を真摯に受け止め、今後教区の円滑なる運営に尽してまいりますので、

何卒お力添え賜りますようお願いします。 

 

○○○○    夏夏夏夏のつどいのつどいのつどいのつどい    子子子子どもどもどもども上山上山上山上山（（（（報告報告報告報告））））    

    

「夏のつどい 子ども上山」を８月５日(土)

～６日(日)まで、一泊二日で、真宗本廟及び

長浜別院大通寺を会場に開催しました。 

この事業は、宗祖に親しむとともに、青少

幼年教化スタッフの育成を目的に、御遠忌お

待ち受け教化事業として取り組まれました。 

当日は、子ども１３名、スタッフ２３名の

参加があり、参加した子ども達からは、「また

東本願寺に遊びに行きたい」「大通寺で泊まっ

て楽しかった」という声が聞かれました。 

 

 

○○○○    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。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（木）～２３日（土） 午前１０時・午後１時 

長浜別院 ９月２４日（日）～２６日（火） 午前１０時・午後１時 

 

○○○○    五日講五日講五日講五日講・・・・教如上人御廟所御修復完了記念法教如上人御廟所御修復完了記念法教如上人御廟所御修復完了記念法教如上人御廟所御修復完了記念法要要要要についてについてについてについて    

１０月５日（木）午前１０時から、五村別院にて五日講・教如上人御廟所御修復完了記

念法要を厳修いたします。お誘いあわせてお参りください。詳細は同封のチラシをご参照

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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○○○○    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２１日（土）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。 

なお、昨年度までは、１０月９日（祝日 体育の日）にお勤めしておりましたが、本年

度は、厳修日を変更いたしておりますので、ご承知おきください。 

    

    

○○○○    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    

                    

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 ２０１７年１０月２２日（日）～１０月２５日（水） 

五村別院 報恩講 ２０１７年１０月２９日（日）～１１月１日（水） 

 

○○○○ 真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟（（（（東本願寺東本願寺東本願寺東本願寺））））  
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    

 
『蓮如上人御一代記聞書』には、「御開山様の御座候うところへまいるべし」とありま

す。 

今年も真宗本廟において、１１月２１日（火）～２８日（火）まで御正忌報恩講が厳修

されますので、有縁の方々をお誘いあわせいただきご参詣ください。 

 

「長浜教区団体参拝用タスキ」（貸出用）が教務所にございます。ぜひご活用ください。 

 

○○○○    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    

教務所（大谷会館）講堂を会場に下記研修会を行います。ご参加ください。 

・聖教学習会 ―教行信證総説― 

１ 開催日 第１回９月２０日（水）、第２回１０月６日（金） 

第３回１１月１７日（金）、第４回１２月５日（火） 

  

２ 時 間 午後７時から午後９時まで 

 

３ 講 師 延塚 知道 氏（大谷大学特任教授） 

 

４ 参加費 １，０００円 

・親鸞サークルＳＯＳ ―和讃に学ぶ― 

１ 開催日 第１回２０１８年３月１６日（金）、第２回４月２６日（木） 

第３回５月３０日（水）、第４回６月（未定） 

  

２ 時 間 午後７時から午後９時まで 

 

３ 講 師 難波 教行 氏（教学研究所助手） 

 

４ 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（（（（着任着任着任着任挨拶挨拶挨拶挨拶））））    

８月号の「月報」にてお知らせいたしましたとおり、髙科 行（長浜教務所駐在教導） が

三重教務所駐在教導へ、また、田宮 清子（長浜教務所書記補）が大谷祖廟事務所書記へ異

動となりました。後任には、永井

な が い

 貴宗

たかむね

（熊本教務所駐在教導）と、員辨

い な べ

 唯一

ただかず

（総務部事

務見習）がそれぞれ着任いたしましたのでご報告します。 

▽▽▽▽着任挨拶着任挨拶着任挨拶着任挨拶    

                   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 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。

（応募開始は１０月１日からです。） 

また、リーフレットは必要部数を送付いたしますので、教務所まで 

お申し出ください。 

 

永井 貴宗（長浜教務所駐在教導）    

謹啓 残暑の候 皆様方におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げま 

す。 

 このたび、八月一日付をもちまして、長浜教区駐在教導を拝命いたしました。 

もとより浅学非才な若輩の身でありますが、長浜教区・長浜別院・五村別院宗祖 

親鸞聖人七百五十回御遠忌法要をお迎えするにあたり、微力ながら皆様方のお力 

添えを賜り、ともに念仏の僧伽となれるよう精一杯尽くす所存でございます。前 

任地は熊本教区、自教区は大阪教区でございます。前任者同様、ご指導ご鞭撻を 

賜りますよう宜しくお願い申し上げます。              合掌 

員辨 唯一（長浜教務所書記補） 

このたび、２０１７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。出身は三重教区です。７月まで事務見習として、本山で２ヵ月 

間、長浜教務所で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宜しくお願い 

申し上げます。                      合掌 

 

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 
 

あかり    とも 



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２３組 浄照寺 住職 井口 良寛 （２０１７年７月１５日命終） 

【代務者任命】 

第２１組 明善寺 中澤 章浩（２０１７年６月２０日任命） 

第２０組 淨信寺 中川 信吾（２０１７年７月７日任命） 

第１５組 了源寺 芳井 悦雄（２０１７年７月２０日任命） 

第１８組 極樂寺 藤谷 秀樹（２０１７年７月２０日任命） 

【得度】 

〈２０１７年８月４日 受式〉 

第１３組 光西寺 一色 遊    第１４組 満立寺 黒田 ちひろ 

第１６組 岩隆寺 大田 炉圓   第１８組 蓮光寺 梅本 一元 

第１９組 圓融寺 宮下 ふみ江  第１９組 圓融寺 宮下 莉乃羽 

第２２組 專照寺 鷦鷯 健真   第２４組 長照寺 福田 蓮悟 

〈２０１７年８月７日 受式〉 

第１２組 浄念寺 世継 直子   第１２組 浄念寺 世継 唯真 

第１７組 廣善寺 溪 慧     第２１組 常德寺 井下山 美典 

 第２１組 常德寺 井下山 芽生   第２１組 了因寺 松居 志侑 

第２３組 浄法寺 東溪 教充                           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）しんらん講座ポスター（５）五日講・教如上人御廟所御修復完了記念法要案内（６）習礼案内 

（７）教如忌法要教如踊り参加について案内（８）解放特伝研修会案内（９）おおたにキッズキャンパス案内 

期日 時刻 行   事   内   容 会 場 

4(月) 19:00  第 2回子ども報恩講スタッフ会議 大谷会館 講堂 

5(火) 14:00  組門徒会講師会 大谷会館 講堂 

6(水) 

10:00 

14:00 

御坊さんお勤め講習会 

教区推進員連絡協議会総会 

長浜別院 

大谷会館 講堂 

8(金) 14:00 しんらん講座 五村別院 

11(月) 19:00 第 3回子ども報恩講スタッフ会議 旧教務所 

13(水) 19:00 解放特伝スタッフ協議会 大谷会館 講堂 

14(水) 14:00 教区改編委員会 大谷会館 講堂 

16(金) 12:30 第 6回解放特伝研修会 大谷会館 講堂 

19(火) 11:00 永代経祥月法要（～20日迄） 長浜別院 

20(水) 19:00 聖教学習会 大谷会館講堂 

21(木) 10:00 五村別院秋季彼岸会（～23日迄） 五村別院 

24(日) 10:00 長浜別院秋季彼岸会（～26日迄） 長浜別院 

25(月) 19:00 解放特伝スタッフ協議会 大谷会館 講堂 

27(水) 14:00 婦人会総会 大谷会館 講堂 

29(金) 14:00 坊守会学習会 大谷会館 講堂 

10/5(木) 10:00 五日講・教如上人御廟所御修復完了記念法要 五村別院 


