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○長浜教区花まつり
長浜教区花まつり子
まつり子ども大会
ども大会が
大会が開催されました
開催されました
５月３日（木）に、
「花まつり子ども大会」が
開催されました。当日は参加者約３００名（保護
者も含む）と、スタッフ約７０名の参加がありま
した。午前１０時より、開会式・お勤めをした後
に、商店街を行進し、午後からは本堂や白洲、太
鼓楼、大谷会館講堂などを使って１６のレクリエ
ーションコーナーを設け、子どもたちは楽しそう
に境内をかけまわっていました。また今年は大谷
大学から「おおたにキッズキャンパスおでかけ
隊」もスタッフとして参加していただき、たくさ
花まつり当日の様子

んの交流の場がもたれました。

○ 今年 も 蓮如上人御影道中がお
蓮如上人御影道中がお立
がお立ち寄りされました
五村別院は、５月６日（日）１４時４０分頃、
長浜別院は、５月７日（月）９時１０分頃に、蓮
如上人御影道中がお立ち寄りされ、多くの方が参
拝されました。
御影道中に、ご門徒とともに歩かれた住職から
お立ち寄りの様子

は、
「蓮如上人が歩まれた道中を、ご門徒ととも
に歩くことに大変大きな意味を感じている」との
声を聞かせていただきました。
御出立の様子(長浜別院)

）

○ 長浜教区同朋大会が
長浜教区同朋大会が開催されました
開催されました
５月２０日（日）に、滋賀県立文化産業交流
会館にて、教区同朋大会が開催されました。今
年は、
「汝、起ちて更に衣服を整うべし」とい
うテーマのもと、秦 信映 氏（第２４組明德寺
住職）の発題の後、楠 信生氏（教学研究所所
長）にお話をいただきました。当日はスタッフ
を含めて、１,１２１名の方の参加がありまし
た。
同朋大会当日の様子

○ 組教化推進協議会 について
５月２２日（火）に、組と教区の教化の連携と
交流を視野に入れ、御遠忌後の組および教区教
化の方向性を探る協議会が行われました。
主にワークショップによる現況課題の抽出作
業を行い「組で苦慮されていること」
「教区への
要望」等の事柄を付箋に書き込み、互いの声を
聞きあい語り合う場が開かれました。今回出さ
れた意見を教化委員会（企画室）にて整理する
と同時に、具体的な事業の新たなる展開を視野
ワークショップの様子

に入れた協議を深めてまいります。

○ 長浜別院夏中 のご 案内
７月２日（月）から１０日（火）まで長浜別院夏中をお勤めします。有縁の方お誘いあわせ
のうえ、ご参拝くださるようご案内申し上げます。詳細は同封のポスター・日程表をお確かめ
ください。

○ ２０１８年夏期教師試験検定施行
２０１８年夏期教師試験検定施行について
年夏期教師試験検定施行について
◇ 期

間 ２０１８年８月３０日（木）から３１日（金）まで

◇ 場

所 真宗大谷派宗務所

◇ 科

目 真宗学・仏教学・教化・声明作法・法規・口述試問

◇ 検 定 冥 加 金 ７５，０００円（出願書類とともに納入ください。
）
※科目別受験の場合は、１科目につき１５，０００円（口述試問は除く）
◇ 出願受付期間 ７月２日（月）から９日（月）までに教務所へ提出ください。
◇ 出 願 書 類 所定の「教師試験検定願書」及び「履歴書」
「写真２枚」
◇ 合 格 発 表 ８月３１日（金）午後４時頃 <宗務所ロビー掲示板にて発表>
※詳細については『真宗』６月号９６頁をご参照ください。
※教師試験検定願書は長浜教務所にございます。

○ ２０１８年度京都教区教師試験検定準備学習会
２０１８年度京都教区教師試験検定準備学習会について
年度京都教区教師試験検定準備学習会について
本山で行われる「教師試験検定」を受検される方を対象に、京都教務所にて準備学習会が
開催されますのでお知らせします。開催要項及び出願書類は長浜教務所にもございます。
◇ 期 間 ２０１８年８月２２日（水）から８月２８日（火）まで
◇ 会 場 ２２日・２３日 本山宗務所第４・５会議室
２４日～２８日 しんらん交流館１階会議室Ａ・Ｂ・Ｃ
２６日（日）のみ 京都教務所２階 大講堂（京都市下京区花屋町通烏丸西入）
◇ 受講料 全科目（仏教学・真宗学･教化・声明・法規）受講 ８０，０００円
科目別受講 １科目１６，０００円
※詳細については、京都教務所（075-351-5260）へ直接お問い合わせください。

○ 御遠忌讃仰事業 『 おつとめおけいこ 会 』 のご 案内
同封の案内・チラシのとおり、御遠忌讃仰事業『おつとめおけいこ会』が開催されます。ぜ
ひともお誘いあわせのうえ、ご参加ください。

○研修会のお
研修会のお知
のお知らせ
・親鸞サークルＳＯＳ「和讃に学ぶ」
（第４回）
１
２
３
４
５

開催日：６月２７日（水）
時 間：午後７時から午後９時まで
講 師：難波 教行 氏（教学研究所助手）
受講料：５００円
会 場：大谷会館講堂

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。
第２０組 明願寺 住職 蓮 智弘（２０１８年３月２９日命終）
第１８組 慶德寺 前住職 岡本 堅城（２０１８年４月１８日命終）
【得度】
第１３組 明秀寺 鍵田 旦子（２０１８年５月７日受式）
【住職任命】
第２３組 圓長寺 加田岡 克哉（２０１８年５月２８日 任命）
【住職代務者任命】
第１７組 浄邦寺 按察 爾（２０１８年４月２５日 任命）
第２２組 通覺寺 松江 樹（２０１８年５月１８日 任命）
第２３組 行信寺 東溪 芳寿（２０１８年５月１８日 任命）
以上（敬称略）

出版コーナー
出版コーナーから

新刊書紹介

『あなたへのメッセージ③ 病に悩むあなたへ』
病に悩むあなたへ』
田畑 正久 著 定価：本体 300
300 円（税別）
・あなたへ贈るあたたかいメッセージシリーズ第 3 弾。今回は、医
師として生と死の現場を長年見つめ続けてきた田畑正久さんに
よる『病に悩むあなたへ』
。病という現実に直面したとき、その
つらい事実とどう向き合い、生きてゆくべきか。医師であり仏教
者である田畑さんが、その歩みをとおして、病に悩む人、身近に
病に悩む人がいる方へのメッセージをやさしくつづる。
・詳細は、長浜教務所（0749-62-0737）までご連絡ください。

長浜教区・五村・長浜別院６月行事予定
期 日

時 刻

行

事

内

容

9:30 花あかり練習
6/1(金)

2(土)

会 場
大谷会館講堂

13:30 坊守三役会

旧教務所

14:00 しんらん講座

長浜別院

13:30 解放特伝第 8 回研修会

大谷会館講堂

16:00 寺族研修小委員会

大谷会館講堂

19:30 暁天講座講師担当者事前協議会

大谷会館講堂

4(月)
14:00 五日会連続講座

五村別院

5(火)
19:00 組教導研修会
6(水)

9:30 清掃奉仕（第 12・13・14・敦賀組）

大谷会館講堂

長浜別院

7(木)

14:00 教化委員会「企画室」

大谷会館講堂

8(金)

10:30 御坊さんお勤め講習会

大谷会館講堂

13:30 地方協議会

大谷会館講堂

13:30 坊守会編集会議

旧教務所１階

14:00 御遠忌事業部（讃仰講演・復興支援班）会議

旧教務所２階

17:30 保護司会（総会）

大谷会館講堂

12(火)

9:30 花あかり練習

大谷会館講堂

14(木)

15(金)

18:30 御遠忌情宣部会議

大谷会館講堂

14:00 同朋大会反省会

大谷会館講堂

15:30 教化委員会「総会」

大谷会館講堂

19:00 御遠忌事業部（子どもイベント班）会議

旧教務所

14:00 御遠忌本部会議

大谷会館講堂

19:00 御遠忌讃仰事業『おつとめおけいこ会』

大谷会館講堂

18(月)
11:00 永代経祥月法要

長浜別院

19(火)
19:30 暁天講座講師担当者事前協議会

大谷会館講堂

20(水)

11:00 永代経祥月法要

五村別院

21(木)

15:30 解放特カリキュラム検討会

大谷会館講堂

23(土)

10:00 教区推連協・一道会合同研修会

五村別院茶所

25(月)

18:30 御遠忌実行委員会全体会

大谷会館講堂

27(水)

19:00 親鸞サークルＳＯＳ

大谷会館講堂

10:00 参事会・常任委員会

大谷会館講堂

19:00 解放特伝スタッフ協議会

大谷会館講堂

29(金)

