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明けましておめでとうございます。 

本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

長浜教務所員一同 

○ 各寺院巡回御礼 

 年末に教務所員並びに別院職員にて全寺院巡回の折には、突然の訪問にも関わらずご対応

いただき、ありがとうございました。 

なお、お留守の寺院については、挨拶状を郵便受け等に入れさせていただき、年末の挨拶

に代えさせていただきました。 

 

○第４回「聖教学習会」報告  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 共済制度の改正について 

 ２０１８年１月より、第一種共済給付申請（弔慰金・遺族給付金・退職慰労金・住職年金）

を、当該寺院や当事者からの申請により共済金を給付する現行制度を改め、「死亡届」「住

職・教会主官者任命申請」の提出により共済金が支給される制度に変更となりますので、ご

承知おきください。 

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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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） 

 

１２月５日（火）に、本年度最後の聖

教学習会を開催しました。延塚 知道（の

ぶつか ともみち）氏を講師にお招きし、

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、年４回にわたり

学びを深めました。 

今回の学習会では、教行信証の「総序」

を中心に、これまでのまとめとなる講義

をしていただきました。また質疑の時間

では、受講者から講義に対する様々な意

見、質問が挙がり、共に考え、課題を共

有しうる有意義な学習会となりました。 
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○査察委員講習会について（報告）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 教務所事務休暇のお知らせ  

 

 

 

 

 

 

○五村・長浜両別院合同新年互礼会について  

新年互礼会を、２０１８年１月１５日（月）午前１０時より五村別院にて開催します。 

ご案内を同封いたしましたので、出席くださる方は、同封の申込ハガキ（切手は不要です）

にて、１月９日（火）までに教務所へお申し込みください。ご参加お待ちしております。 

 

○宗派経常費年末完納について 

２０１７年度の宗派経常費年末完納締切が２０１８年１月２０日（土）までとなります。 

何卒ご完納いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

 

○真宗教団連合主催「真宗のつどい」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。 

◇ 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 

２０１７年１２月２９日（金）～２０１８年１月５日（金） 

上記の期間、年末年始事務休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 長浜教務所携帯電話 ℡０８０-６１８４-３４７８ 

２０１８年１月１５日（月） 

教区・五村・長浜別院合同新年互礼会のため、事務休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 五村別院 ℡０７４９-７３-３１３３ 

 

２０１７年９月に、査察委員の任期満了に

ともない、新たな査察委員が各組から互選さ

れました。 

１２月１８日（月）には、審問院から、渡

邊 信（わたなべ しん）審問院監事に出向い

ただき、査察委員の職務である、「篤信、篤学

及び善行者の報告」「非違行為の未然防止」「非

違行為の申告」についての講習会を開催いた

しました。 

 



○研修会等のお知らせ 

・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 第１８回３月 ７日（水）、第１９回４月９日（月） 

       第２０回５月１１日（金）、第２１回６月１日（金） 

   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 長浜別院 

 

・親鸞サークルＳＯＳ「和讃に学ぶ」 

１ 開催日 第１回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２７日（水） 

   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 受講料 ５００円 

   ５ 会 場 大谷会館講堂 

 

○ ２０１８年長浜教区同朋大会について 

 同朊大会を下記のとおり開催しますので、ご予定 

くださるようお願いいたします。 

◇ 開催日：２０１８年５月２０日（日） 

◇ 時 間：１２時 ～受付 １６時閉会（予定） 

◇ 場 所：滋賀県立文化産業交流会館（米原市） 

◇ 講 師：楠 信生（くすのき しんしょう）氏 

 

『しんらんさまみ～つけたっ！』 

   定価：本体15０0円（税別） 
 

・細かく描きこまれた絵の中から、しんらんさまや法然さまを

繰り返しさがすことをとおして、親鸞聖人のご生涯を楽しく

学ぶことができる。しんらんさまのほかにも、たくさんの動

物やキャラクターを探すコーナーが設けられているなど、家

族みんなで楽しめるしかけがいっぱい！ 

・詳しくは教務所（TEL：0７４９-６２-０７３７）までお問

い合わせください。 

出版コーナーから

しん 

 

～講師略歴～ 

北海道帯広生まれ、北海道教区幸福寺

住職。大谷大学文学部卒業後、北海道教

学研究所所長、真宗本廟修練道場長を経

て、現在、教学研究所所長。 

新刊書紹介 

４年連続で学んでき

ました講座の最終回と

なります。ぜひご参加

ください！ 



長浜教区・五村・長浜別院１月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

1/9 (火)  教務所事務始め  

11(木) 10:00 一道会定例 桜の間 

15(月) 10:00 両別院合同新年互礼会 五村別院 

16(火) 

9:30 

11:00 

15:00 

花あかり練習 

永代経祥月法要 

解放特伝カリキュラム検討会 

五村別院 

長浜別院 

大谷会館講堂 

17(水) 
11:00 

13:30 

永代経祥月法要 

同朊大会テーマ策定協議会 

五村別院 

大谷会館講堂 

18(木) 18:30 情宣部会議 大谷会館講堂 

19(金) 10:00 両別院離脱問題資料集編集委員会 大谷会館講堂 

20(土) 16:00 教化委員会「青少幼年小委員会」 大谷会館講堂 

22(月) 15:00 教化委員会「企画室」 大谷会館講堂 

23(火) 
10:00 

14:00 

儀式部会議（部長、副部長、チーフ、サブチーフ） 

組門徒会講師会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

24(水) 13:30 別院離脱問題学習資料集編集委員会（全体会）  大谷会館講堂 

25(木) 
10:00 

14:00 

教化委員会「社会研修小委員会」 

御遠忌本部会議 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

26(金) 19:00 解放特伝スタッフ協議会 大谷会館講堂 

31(水) 9:30 花あかり練習 五村別院 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【同封書類】 

（１）得度事前学習会のご案内（２）真宗のつどい案内（３）新年互礼会案内・返信はがき 

（４）御遠忌通信準備号（５）同朊大学展示パンフレット 

五村別院 

12月31日 年末・年始荘厳（お飾り） 

歳暮勤行 
 1月 1日 修正会  午後2時 

5日  鏡開き 
 
 
 

 

長浜別院 

12月31日 年末・年始荘厳（お飾り） 
  歳暮勤行 
 1月 1日 修正会 午前0時30分 
 5日 鏡開き 
 
 

五村・長浜別院 年末・年始行事 

 
 

 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

  第２４組 覺勝寺 前住職 東野 智賢（２０１７年１２月７日命終） 

【住職任命】 

  第２３組 專心寺 白髭 英春（２０１７年１２月１３日任命） 

以上（敬称略） 


