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○○○○    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要教如上人御廟所御修復完了記念法要教如上人御廟所御修復完了記念法要教如上人御廟所御修復完了記念法要（（（（報告報告報告報告））））    

１０月５日（木）に、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」を厳修しました。 

記念法要後、木越渉参務から「教如上人は、本願念

仏のみ教えを伝えることを何よりも大切にされた方で

あり、その教えに帰依し、護持に心を寄せる多くの方々

により、教如上人祥月の１０月５日に境内の御廟所前

で五日講の集い

が長く行われて

いることは、真宗への帰依心の伝統を想起せずにはおれ

ません」との但馬弘宗務総長の祝辞が代読されました。

続いて、里雄康意氏（大垣教区第１７組緑林寺住職）か

ら記念法話が行われ、その後、『五村別院の文化を守る会』

の皆さんによる教如踊りが披露されました。 

 

○○○○    長浜長浜長浜長浜・・・・京都教区京都教区京都教区京都教区地方協議会地方協議会地方協議会地方協議会（（（（報告報告報告報告））））    

 去る９月２８日（木）に長浜・京都教区の改編に伴う地方協議会が開催され、両教区の改

編委員会から互選された委員（各教区５名）で協議会が行われ、地方協議会会長及び副会長

が互選されましたので報告いたします。 

 

 

 

 

○○○○    子子子子どもどもどもども報恩講報恩講報恩講報恩講（（（（報告報告報告報告））））    

 

 

 

 

 

会 長 伊吹 惠鐘氏（長浜教区 第２１組 本覺寺：教区会議長） 

副会長 冨田 直樹氏（京都教区 山城第４組 圓光寺：教区会議長） 

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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１０月２１日（土）に、長浜教区子ども報恩

講を五村別院で開催しました。当日は、子ども

５６名、引率２２名、スタッフ２０名の参加が

あり、みんなでお勤めし、お斎をいただきまし

た。参加した子ども達からは、「お講汁がおい

しかった」「みんなと遊べて楽しかった」とい

う声が聞かれました。来年は、２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年１０１０１０１０

月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（土土土土））））に開催予定です。 

 

御修復御修復御修復御修復がががが完了完了完了完了したしたしたした御廟所御廟所御廟所御廟所    



○○○○    ２０１２０１２０１２０１７７７７年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼     

２０１７年７月１日から９月３０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２月号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。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

別院

第１２組 第２０組

法善寺 源海寺 聞信寺 德法寺 浄信寺 理念寺 明照寺 良善寺 宗念寺 善良寺

法雲寺 稱揚寺 善行寺 今江寺 崇德寺 長善寺 廣行寺 唯敎寺 西善寺 西入寺

正業寺 啓福寺 光常寺 永福寺 證光寺 養本寺 圓光寺 西照寺 唯行寺 白櫻寺

聞法寺 本光寺 了信寺 光輪寺 淨信寺 明願寺 空念寺 覺圓寺

第１３組 第２１組

唯佛寺 光了寺 善證寺 見瑞寺 德願寺 林栖寺 來真寺 明善寺 正信寺 淨流寺

專了寺 浄蓮寺 栁岸寺 長圓寺 念願寺 慶善寺 念慶寺 常德寺 樂入寺 正法寺

浄休寺 真入寺 了敬寺 通來寺 福願寺 真願寺 運德寺 浄福寺 入願寺 清休寺

長樂寺 福念寺 真勝寺 明秀寺 光西寺 禮信寺 專通寺 本覺寺 泉龍寺 願正寺

西元寺 即法寺 光運寺 青蓮寺 聽信寺 成真寺

講善寺 松音寺 大久寺 第２２組

第１４組 本誓寺 來現寺 雲外寺 慈榮寺 要誓寺

皆念寺 通念寺 念力寺 德明寺 極性寺 真宗寺 真立寺 正安寺 西源寺 來通寺

極安寺 満立寺 浄休寺 西蓮寺 光覺寺 通覺寺 正傳寺 智源寺 最藏寺 正泉寺

第１５組 相頓寺 廣福寺 浄明寺 正賢寺 安立寺

持專寺 長源寺 養善寺 正等寺 田勝寺 西慶寺 浄願寺 金光寺 西樂寺 專照寺

宗樂寺 了源寺 薫德寺 雲西寺 西福寺 第２３組

善覺寺 勝福寺 安浄寺 一心寺 覺應寺 願超寺 本光寺 芳澤寺 祐善寺 立法寺

了念寺 頓念寺 善福寺 宿善寺 圓長寺 西信寺

第１６組 應因寺 向源寺 真西寺 誓順寺 行信寺

圓教寺 願隨寺 西光寺 岩隆寺 願海寺 圓照寺 龍泉寺 德恩寺 空観寺 報土寺

了願寺 源光寺 金光寺 元龍寺 龍山寺 長通寺

第１７組 第２４組

碧藏寺 存光寺 金蓮寺 願善寺 願久寺 浄敎寺 覺勝寺 圓行寺 隨願寺 教覺寺

永勝寺 西養寺 浄邦寺 善力寺 觀行寺 充滿寺 梅龍寺 雙林寺 慶福寺 立圓寺

圓樂寺 行德寺 猶存寺 長照寺 圓常寺 來入寺 誓海寺

第１８組 景好寺

傳正寺 了西寺 忍法寺 運行寺 極樂寺 敦賀組

安勝寺 法音寺 詫明寺 満德寺 即心寺 量泉寺 西雲寺 西德寺 隆法寺 永壽寺

蓮受寺 飯田寺 來生寺 珀清寺 行念寺 眞願寺 高德寺 唯願寺 無量寺 長賢寺

明法寺 善行寺 稱名寺 高雲寺 西願寺 願浄寺

第１９組 高福寺 皆圓寺

圓融寺 西雲寺 法信寺 願應寺 頓證寺

專宗寺 了福寺 本德寺 覺法寺 西敎寺

真證寺 篠原寺 覺了寺 常善寺 浄國寺

准願寺 西通寺

長浜別院大通寺

同朋選書㊺同朋選書㊺同朋選書㊺同朋選書㊺『『『『ただ念仏せよただ念仏せよただ念仏せよただ念仏せよ』』』』    

        中川皓三郎中川皓三郎中川皓三郎中川皓三郎    著著著著    定価：本体定価：本体定価：本体定価：本体 1,0001,0001,0001,000 円（税別）円（税別）円（税別）円（税別）    

    

・「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし」という言

葉を手掛かりに、孤独や劣等感から解放され、自分が自分

として生きるとはどういうことかを明らかにする。 

詳しくは教務所（TEL：0７４９-６２-０７３７）までお問

い合わせください。    

出版出版出版出版コーナーコーナーコーナーコーナーからからからから

新刊書紹介 



○○○○    年末巡回年末巡回年末巡回年末巡回についてについてについてについて    

下記のとおり、各寺院へ年末のご挨拶に伺います。ご不在の場合、配布物については、ポス

ト、玄関先等に置かせていただきますのでご容赦ください。 

その他、巡回の際、ご用命がございましたらお申し付けください。 

 

○○○○    真宗教団連合主催真宗教団連合主催真宗教団連合主催真宗教団連合主催「「「「真宗真宗真宗真宗のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」    

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。 

◇ 日 時 ２０１８年２月２５日（日）午後１時から午後４時まで 

◇ 会 場 滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 

◇ 講 師 川村 妙慶 氏（真宗大谷派僧侶） 

◇ 内 容 和訳正信偈講習会、講演 

◇ 参加費 無料 

 

○○○○ 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    

 
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    

・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 １１月２０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 

 

・聖教学習会 ―教行信證総説― 

１ 開催日 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 

12/4（月） 第１４組・第１６組・第１９組 12/8（金） 第２１組・第２２組 

5（火） 第２０組・敦賀組 11（月） 第２３組・第２４組 

6（水） 第１３組・第１７組 12（火） 第１５組 

7 (木) 第１２組・第１７組・第１８組  

※ 日程は都合により変更することがあります。 



長浜教区・両別院１１・１２月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

11/2(木) 17:00 御遠忌部長・事務局会議 大谷会館講堂 

7(火) 9:30 花あかり練習 五村別院茶所 

8(水) 

10:00 

14:00 

施設法話講師会 

教区坊守会総会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

14(火) 13:30 一道会定例会 桜の間 

15(水) 

11:00 

17:00 

永代経祥月法要 

御遠忌本部会 

五村別院 

大谷会館講堂 

16(木) 

14:00 

14:00 

企画室 

花あかりリハーサル 

大谷会館講堂 

長浜文芸会館 

17(金) 19:00 聖教学習会 大谷会館講堂 

19(日) 14:00 花あかり長浜音楽祭 長浜文芸会館 

20(月) 14:00 しんらん講座 五村別院 

21(火) 

11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

組門徒会研修講師会 

長浜別院 

大谷会館講堂 

22(水) 16:00 解放特伝カリキュラム検討会 大谷会館講堂 

24(金) 19:00 解放特伝スタッフ協議会 大谷会館講堂 

29(水) 14:00 離脱問題学習資料集整理委員会 旧教務所 

30(木) 13:00 花あかり音楽交流会 ルッチプラザ 

12/4(月)  年末各寺院巡回（第14組・第16組・第19組）  

5(火)  年末各寺院巡回（第20組・敦賀組）  

6(水)  年末各寺院巡回（第13組・第17組）  

7(木)  年末各寺院巡回（第12組・第17組・第18組）  

8(金)  年末各寺院巡回（第21組・第22組）  

11(月)  年末各寺院巡回（第23組・第24組）  

12(火)  年末各寺院巡回（第15組）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【同封書類】 

⑴がん補償制度及び施設賠償保険のご案内 ⑵坊守会からのご案内 ⑶「解放特伝」第６回研修会のご案内 

 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

  第１５組 西福寺 前坊守 西阪 妙子（２０１７年８月１０日命終） 

  第２４組 西德寺 前住職 磯野 泰惠（２０１７年９月２０日命終） 以上（敬称略） 


