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○ 教区同朋大会事前学習会について（報告）
２月２０日（火）に、組長、組門徒会長、組教導、教区教化委員会委員を対象に、教区同
朊大会事前学習会を開催しました。当日は「教区同朊大会」の講師である、楠 信生 氏（教
学研究所所長）をお招きし、御遠忌を目睫に控え、私たちに課せられた課題についてお話し
をいただきました。この事前学習会を経て、各組・各寺院にて課題共有の場を設けていただ
き、同朊大会（５月２０日）に臨んでいただきますようお願いします。

○ 得度事前学習会

受講者説明会・自主学習会（報告）

得度自主学習会の様子

２月２４日（土）に、大谷会館講堂にて、
３月２７日（火）から２９日（木）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、得度式を受式するうえで
の心得について説明が行われました。
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、「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
重ねていただきたい」とのお話がありました。

○各寺院 責任役員・総代 選定届について
各寺院からご提出いただいた「責任役員・総代選定届」は、現在教務所にて内容を確認して
おります。各寺院へ選定届（複写）の返送については、次月の管内月報に同封させていただき
ますのでご承知おきください。
なお、未提出の寺院は、早急に教務所までご提出くださいますようお願いいたします。

あ せ び

○第３０回大通寺「馬酔木展」開催中です
２月２３日（金）から４月１８日（水）まで、長浜
別院大通寺において、
「馬酔木展」が開催されていま
す。今年からは、長浜別院大通寺が主体となり、約
５０鉢の馬酔木が展示され、春のお彼岸ころに見頃
を迎えます。有縁の方お誘いあわせのうえ、ぜひお
越しください。
〈時 間〉午前９時から午後４時半まで
〈拝観料〉大人：５００円 中学生１００円
小学生以下：無料
わすれな

○「勿忘の鐘２０１８」について
東日本大震災を「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。
長浜・五村両別院では、この趣旨に賛同して、今年も「勿
忘の鐘２０１８」をお勤めいたします。是非お参りください。

○２０１８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（日）～３日（火）まで「春の法要」をお勤めいたします。
１日には、
「師徳奉讃法要」と親鸞聖人の御誕生を慶する「親鸞聖人御誕生会（音楽法要）
、２
日には、非戦・平和の誓いをたしかめる「全戦没者追弔法会」
、３日には、
「相続講員物故者追
弔会兼帰敬式受式物故者追弔会」が勤まります。有縁の方をお誘いあわせのうえ、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～３日はお
席に余裕がございますので、ぜひお申込みください。
（申込先 参拝接待所 075-371-9212）
10:00

師徳奉讃法要

14:00

親鸞聖人御誕生会（音楽法要）

４月２日（月)

10:00

全戦没者追弔法会

４月３日（火)

11：00

相続講員物故者追弔会兼帰敬式受式物故者追弔会

４月１日（日)

貸出用「長浜教区団体参拝用タスキ」が教務所にあります。

○ 教務所事務休暇のお知らせ
２０１８年４月４日（水）～４月５日（木）
上記の期間、近畿連区教務所員研修のため、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

○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

３ヶ年連続で学んでき
ました佐野先生の講座
の最終回となります。ぜ
ひご参加ください！

・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。チケット及び、案
内チラシは、来月号の月報に同封いたします。
◇ 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 氏

～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。

○解放特伝第７回研修会について（お詫び）
過日２月１８日（日）に開催予定でありました「第７回研修会」が、諸般の事情により、や
むなく急遽休止することとなり、教区内の皆々様に多大なご迷惑をおかけしました。現在、代
替日を調整中でありますので、日程が確定し次第追ってご連絡いたします。

出版コーナーから

新刊書紹介

しん

『同朋選書㊻ 聞法の生活』
定価：本体 1,000 円（税別）
・師や友との出会い、何気ない日常生活での出来事をとおして、
聞法とは何かを尋ねる。各項 5 頁程度のやさしい読み切りの
文章となっており、読書が苦手なかたにもオススメの一冊。
・詳しくは教務所（TEL：0７４９-６２-０７３７）までお問
い合わせください。

長浜教区・五村・長浜別院３月行事予定
期 日
3/1(木)

時 刻

行

事

内

容

会 場

13:00 離脱問題学習資料集編集委員会

大谷会館講堂

2(金)

15:00 解放特伝カリキュラム検討会

大谷会館講堂

3(土)

13:00 推進員養成講座合同オリエンテーション（19、21 組）

5(月)
6(火)

長浜別院他

10:00 御遠忌本部会議

大谷会館講堂

14:00 五日会連続講座

五村別院

9:30 花あかり練習

五村別院

19:00 花まつりスタッフ会議

大谷会館講堂

7(水)

14:00 しんらん講座

8(木)

19:00 御遠忌実行委員会事業部会議

大谷会館講堂

9(金)

18:30 御遠忌実行委員会情宣部会議

大谷会館講堂

14:46 勿忘の鐘

長浜・五村別院

10:00 施設派遣講師会

大谷会館講堂

14:00 教化委員会「企画室」

大谷会館講堂

11(日)
12(月)
13(火)
14(水)
16(金)

13:30 一道会
19:00 花まつりスタッフ会議

長浜別院

桜の間
大谷会館講堂

9:30 花あかり練習

五村別院

11:00 永代経祥月法要

五村別院

19:00 親鸞サークルＳＯＳ

大谷会館講堂

18(日)

長浜別院 春季彼岸会(～20 日まで）

長浜別院

21(水)

五村別院 春季彼岸会(～23 日まで)

五村別院

23(金)
26(月)
27(火)
30(金)

10:30 御坊さんお勤め講習会

大谷会館講堂

14:00 坊守会学習会

大谷会館講堂

9:30 花あかり練習

五村別院

19:00 花まつりスタッフ会議
9:15 得度事前学習会(～29 日まで)
11:00 永代経祥月法要
19:00 解放特伝スタッフ協議会

大谷会館講堂
大谷会館講堂

長浜別院
大谷会館講堂

【住職任命】
（２０１８年２月２８日 任命）
第２１組 常德寺 井下山 貴
第２３組 願超寺 橘 真証
【住職代務者任命】
第２１組 慶善寺 對月 慈照（２０１８年１月１８日任命）
第１３組 勝專寺 大鹿 孝順（２０１８年２月１０日任命）
第２３組 誓順寺 三原 了雲（２０１８年２月２４日任命） 以上（敬称略）
【同封書類】
（１）御遠忌通信準備号（２）長浜・五村別院彼岸会ポスター・日程表
（３）御坊さんおつとめ講習会ご案内・日程表（４）敦賀組推進大会ご案内

