宗祖親鸞聖人 750 回御遠忌 長浜教区スローガン

２０１７年
２０１７年１０月
１０月
いただこう、あわせる 掌のぬくもりを

長 浜 教 区 管 内 月 報
Mail nagahama@higashihonganji.or.jp
Web http://www.daitsuji.or.jp/

管内月報は、教区ホーム
ページからもダウンロー
ドしてご覧いただけます。
メニュー＞ダウンロード
（スマートフォン対応）

発行日／２０１７年１０月１日
発行人／長浜教務所長 宮尾 隆造
教務所開所時間 平日 9：00～17：30

○ 教区改編委員会
教区改編委員会（
改編委員会（報告）
報告）
教区会議員の任期満了に伴い、去る９月１４日（木）に教区改編委員会を開催し、下記の
とおり委員が互選されましたので、報告いたします。
委員長

伊吹 惠鐘氏（第２１組 本覺寺：教区会議長）
伊吹 惠鐘氏（第２１組 本覺寺：教区会議長）

地方協議会委員
美濃部 俊裕氏（第２４組 來入寺：教区会副議長）

○ 第５回「解放特別伝道」
解放特別伝道」研修会（
研修会（報告）
報告）
９月１６日（土）大谷会館講堂にて、講師に左
右田昌幸（さうだまさゆき）氏をお招きし「東西
の本願寺教団における『差別の歴史』を考えるた
めに」をテーマとして学びました。歴史で起こっ
た部落差別事象を単なる過去の出来事として終わ
るのではなく、現代を生きる私たちの課題として、
如何に学び伝えていくか、受講者ならびにスタッ
フ、そして一般聴講の方もご参加いただき、共々
に考えさせられる機縁となりました。なお、次回
（第６回）は１２月２３日（土）に開催する予定
となっております。組推薦受講者のほか、どなた
でも聴講できますのでぜひご参加ください。

○ 第１回「聖教学習会」
（報告）
聖教学習会」
報告）
９月２０日（水）に、本年度第１回目となる
聖教学習会を開催しました。講師には昨年度に
引き続き、延塚知道（のぶつかともみち）氏を
お招きし、宗祖親鸞聖人の主著である『顕浄土
真実教行証文類』について学びを進めておりま
す。今回は昨年度の講義の内容をふまえ、教行
信証の全体の構成についてお話いただきまし
た。次回からは教行信証の具体的な内容につい
て学びを深めてまいります。ぜひご参加くださ
い。

○ 五日講・
五日講・教如上人御廟所御修復完了記念法要について
教如上人御廟所御修復完了記念法要について
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。
午後３時より予定しております、
「教如踊り他催
事」では、長浜市出身・在住の民謡歌手、塚田陵子
さんと、津軽三味線奏者の亀井千恵さんをお招きし、
演奏していただきます。
また、塚田さんの唄う教如賛歌と、
『五村別院の文
化を守る会』の皆さんによる踊りの共演もございま
す。お誘いあわせてお参りください。

～午前の部～
１０：００
１０：４５
１１：３０
～午後の部～
１３：００
１３：３０
１４：００
１４：１５
１５：００
１５：４５

本堂勤行
法話
法話終了
御廟前勤行
本堂勤行
記念式
法話
教如踊り他催事
終了

○ 子ども報恩講
ども報恩講をお
報恩講をお勤
をお勤めします
１０月２１日（土）午前１０時から五村別院にて「長浜教区子ども報恩講」をお勤めします。
また、お斎には湖北に伝わる『お講汁』をご用意します。お誘いあわせてお参りください。

～日程～
９：３０
１０：００
１０：３０
１２：００
１３：００
１４：００
１４：３０

受付
開会式・勤行
おたのしみ①
お斎（おにぎり・お講汁）
おたのしみ②
閉会式
解散
昨年度の様子です

○ 長浜別院・
長浜別院・五村別院報恩講のご
五村別院報恩講のご案内
のご案内
下記のとおり両別院において報恩講を厳修いたします。報恩講の案内・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。
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（東本願寺）
東本願寺）

御正忌報恩講参拝のご
御正忌報恩講参拝のご案内
のご案内
『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。

○ 研修会等のお
研修会等のお知
のお知らせ
・しんらん講座『如来よりたまわる信―仏智疑惑和讃に学ぶ―』
１ 開催日 １０月２日（月）
２ 時 間 午後２時から午後４時まで
３ 講 師 佐野 明弘 氏（石川県 光闡坊 住持）
４ 受講料 ５００円
５ 会 場 五村別院

・御坊さんお勤め講習会
１ 開催日 １０月４日（水）
２ 時 間 午前１０時３０分から正午まで（受付：午前１０時より）
３ 受講料 ５００円
４ 会 場 長浜別院・大谷会館・桜の間等

・聖教学習会 ―教行信證総説―
１ 開催日 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
５ 会 場 大谷会館講堂

出版コーナー
出版コーナーから

新刊書紹介

『浄土真宗 仏教・仏事のハテナ？』
定価： 600 円（税別）
・各項 Q＆A 形式で、簡潔に疑問に答えます！
・見開きごとにイラストや写真が添えられ、わかりや
すい！
※大変好評につき、現在重版中です。
次回入荷予定は 10 月 9 日（月）以降となりま
すので、ご了承ください。
なお、ご予約も承っておりますので、教務所（TEL：
0７４９-６２-０７３７）までお問い合わせくださ
い。

長浜教区・両別院１０月行事予定
期 日

時 刻

行

事

内

容

会 場

14:00 しんらん講座

五村別院

19:30 習礼

大谷会館講堂

10:00 報恩講準備連絡会

大谷会館講堂

14:00 企画室

大谷会館講堂

10:00 お勤め講習会

長浜別院

14:00 真宗教団連合常任委員会・事務局会議

ライズヴィル都賀山

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

10/2(月)

3(火)

4(水)
5(木)

9:30 長浜別院清掃奉仕（第 22・23・24 組）

長浜別院

6(金)
19:00 聖教学習会
10(火)

9:00 “花あかり”練習

大谷会館講堂
大谷会館講堂

12(木)

19:00 子ども報恩講スタッフ会議

五村別院

15(日)

15:00 子ども報恩講準備

五村別院

16(月)

13:30 一道会

桜の間

11:00 永代経祥月法要

長浜別院

14:00 音楽法要リハーサル

長浜別院

18(水)

11:00 永代経祥月法要

五村別院

21(土)

10:00 子ども報恩講

五村別院

22(日)

10:00 全戦没者追弔法会
13:00 長浜別院報恩講（～25 日)

長浜別院

27(金)

19:00 解放特伝スタッフ協議会

大谷会館講堂

29(日)

10:00 全戦没者追弔法会
13:00 五村別院報恩講（～11 月 1 日）

五村別院

31(火)

14:00 企画室

大谷会館講堂

17(火)

【住職任命】（２０１７年８月２８日任命）
第１５組 田勝寺 七岡 朋子
第１９組 浄國寺 渡邉 光德
第２０組 理念寺 野村 顕俊
第２０組 念善寺 立花 徳秀
【代務者任命】
第１７組 宗元寺 德永 格誠（２０１７年８月１１日任命）
第１７組 圓樂寺 德永 格誠（２０１７年８月２１日任命）
【得度】９月号に掲載すべき記事に漏れがございました。大変申し訳ございませんでした。
第１９組 圓融寺 宮下 真実 （２０１７年８月４日受式）
第２２組 專照寺 鷦鷯 かおり（２０１７年８月４日受式）
以上（敬称略）
【同封書類 】
（１）長浜・五村別院報恩講ご案内、ポスター等（２）御遠忌通信準備号

