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○○○○教務所長巡回教務所長巡回教務所長巡回教務所長巡回についてについてについてについて御礼御礼御礼御礼    

８月２６日（日）をもって、全１４ヵ組の各組巡回が終了しました。皆様には、ご多用のと

ころご出席いただきましたこと厚く御礼申しあげます。 

なお、『長浜教区連絡事項冊子』と『御遠忌概要』について、下記のとおり誤りがありまし

たので、お詫びして訂正いたします。 

長浜教区連絡事項冊子 

頁 場所 追加事項 

24 頁 1 得度式について 

（１） 期  日 

2019年得度式 

3/7、5/6、6/7、8/4、8/7、9/6、10/8、11/7 

 

頁 場所 訂正事項 

53 頁 別院事業の欄下から 5 行目 曳山まつり（4/13～16）を削除 

 

    

○○○○日曜学校日曜学校日曜学校日曜学校巡回巡回巡回巡回がががが開催開催開催開催されましたされましたされましたされました    

８月８日（水）から９日（木）まで、大谷大学児

童文化研究会の学生による、『日曜学校巡回』が開催

されました。今年度は教区内の４つの寺院で開催さ

れ、参加した子どもたちは、人形劇『おうちにかえ

ろう』を観たり、レクリエーションをしたりして、

とても楽しそうに遊んでいました。 

    

御遠忌概要（正誤表） 

頁 場所 誤 

→ 

訂正 

正 

3 頁 下から 7 行目 （17 頁参照） （16 頁参照） 

3 頁 

4 頁 

5 頁 

募集要項 

 

◇申込期間：2018 年 10 月 22 日～ 

2019 年 1 月 31 日 

（案内は「月報」9999 月号に同封） 

◇申込期間：2018 年 10 月 22 日～ 

2019 年 1 月 31 日 

（案内は「月報」10101010 月号に同封） 

21 頁 

 

8 横超学舎 

  準備委員会 

①2018/11/25 ②2019/3/24 

③2019/4/29  ④2019/6/30 

①2018/11/25 ②2019/3/24 

③2019/6/30  ④2019/4/29 

 

 

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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発行人／長浜教務所長 宮尾 隆造 
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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） 

巡回の様子（第14組 極安寺） 

 

※台風の接近に伴う注意喚起について 

非常に強い台風が日本列島に近づいています。今後の台風の動き等に十分ご留意ください

ますようお願いいたします。 



○○○○内局巡回内局巡回内局巡回内局巡回をををを開催開催開催開催いたしますいたしますいたしますいたします    

来る２０２３年に「宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年・立教開宗八百年慶讃法要」が真宗本廟

にて厳修されます。このたびの「内局巡回」は、慶讃法要総計画案の作成に向け、教区内有縁

の方々より広くご意見をお聞きかせいただきたく、下記のとおり開催いたします。是非ともご

参加くださいますようお願いいたします。 

 

◇日 時：９月２０日（木）午後２時～  

◇場 所：長浜別院本堂または、大谷会館講堂 

 

※右表の①～④以外の方で参加を希望される方は、準備の都合 

上、９月１３日（木）までに教務所までお知らせください。 

 

○○○○長浜長浜長浜長浜・・・・五村別院五村別院五村別院五村別院    秋季彼岸会秋季彼岸会秋季彼岸会秋季彼岸会のごのごのごのご案内案内案内案内    

下記のとおり両別院において秋季彼岸会を厳修いたします。秋季彼岸会のポスターを同封し

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。 

五村別院 ９月２１日（金）  ～２３日（日） 午前１０時・午後１時 

長浜別院 ９月２４日（月・祝）～２６日（水） 午前１０時・午後１時 

 

○○○○研修会研修会研修会研修会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『正信偈に聞く―日頃のこころとお念仏のこころ―』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・聖教学習会 

 

 

 

 

 

 

・親鸞サークルＳＯＳ「和讃に学ぶ」 

 

 

 

 

 

～対象者～ 

① 正副組長 

② 正副門徒会長 

③ 組坊守会長 

④ 宗会議員 

⑤ 参加希望者 

１ 開催日：【第１回】１０月１７日（水）、【第２回】１１月１６日（金） 

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 

１ 開催日：   ＜２０１８年＞          ＜２０１９年＞ 

【第１回】 ９月 ７日（金）  【第４回】 ３月１３日（水） 

【第２回】１０月 ９日（火）  【第５回】 ４月１０日（水） 

【第３回】１１月１６日（金）  【第６回】 ５月２８日（火） 

                【第７回】 ６月１８日（火）       

  ２ 時 間：午後２時から午後４時まで 

３ 講 師：高橋 法信 氏（大阪教区 光德寺 住職） 

４ 受講料：５００円 年間券２,５００円 

   ５ 会 場：【第１～３回】五村別院、【第４～７回】長浜別院 

１ 開催日：【第１回】９月１４日（金）、【第２回】１２月５日（水） 

２ 時 間：午後７時から午後９時まで 

３ 講 師：延塚 知道 氏（大谷大学名誉教授） 

４ 受講料：１,０００円 

５ 会 場：大谷会館講堂 



○○○○坊守登録坊守登録坊守登録坊守登録ををををしましょうしましょうしましょうしましょう 

寺院教会条例第20条には「住職又は教会主管者の配偶者を、坊守と称する。」とあり、それぞ

れの立場によって「坊守」、「前坊守」、「准坊守」と位置付けられますが、申請によって宗務所に

備える坊守籍簿に登録しなければ、坊守としての待遇を受けることはできません。ぜひ、坊守籍

簿へ登録くださるようお願いします。 

 

■坊守としての待遇について 

１.坊守章の依用が許可されます。（坊守、前坊守、准坊守） 

２.病気による２カ月以上の入院、身体障害者に対して慰問金が給付されます。（坊守） 

３.事故による死亡又は後遺障害補償制度が適用されます。（坊守） 

４.弔慰金給付の対象となります。（坊守、前坊守） 

５.院号許可・院号法名御染筆を願い出ることができます。（坊守、前坊守、准坊守） 

６.寺族名簿に登載されます。（坊守、前坊守、准坊守） 

 

■坊守籍簿登録に必要なもの 

１.「坊守籍簿登録申請書」（申請用紙は教務所にあります） 

２.本人の住民票（住職または候補衆徒の配偶者であることが確認できるもの） 

３.願事礼金２０,０００円 

◎坊守籍簿に登録されているかどうかは、教務所で確認できます。 

◎教務所に提出された書類は本山へ送付され、坊守籍簿に登録されます。 

『『『『グラフグラフグラフグラフ    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))))の仏花の仏花の仏花の仏花』』』』        

            定価：本体定価：本体定価：本体定価：本体８８８８00000000 円（税別）円（税別）円（税別）円（税別）    

    

・四季折々の花材を用いて立てられる仏花を写真で紹介するオール

カラーの写真集。参拝しなければ見ることができない、御影堂や

阿弥陀堂に荘厳される仏花を四季ごとに写真で紹介しているほ

か、大谷祖廟の平常時と報恩講時の仏花も収載しています。 

巻末には、仏花の立て方を順追って写真付きで紹介する「仏花の

生け方」も掲載しているので仏花を立てる際の参考書としても最

適です。 

・詳細は、長浜教務所（0749-62-0737）までご連絡ください。 

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 

 

【得度】 

〈２０１８年８月４日 受式〉 

第１６組 誓傳寺 増田 和佳子  第１９組 常善寺 河村 佳代子 

第１９組 常善寺 河村 孔明   第１９組 浄國寺 渡邉 彩乃 

第１９組 浄國寺 渡邉 一徳 

〈２０１８年８月７日 受式〉 

第１３組 講善寺 源 奈央    第１３組 講善寺 源 唯翔 

第１３組 講善寺 源 蓮翔                    以上（敬称略） 

坊守章 



長浜教区・五村・長浜別院９月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

9/3(月) 

16:00 

19:00 

御遠忌事業部（アトラクション・展示班）会議 

ワークショップおつとめおけいこ会③ 

旧教務所 

大谷会館講堂 

4(火) 

14:00 

14:00 

16:00 

19:00 

御遠忌事業部（讃仰講演・復興支援班）会議 

御遠忌参拝部チーフ・サブチーフ会議 

長浜教区准堂衆会総会 

教化委員会「青少幼年小委員会」会議 

大谷会館講堂 

旧教務所 

桜の間 

旧教務所 

5(水) 13:00 御遠忌本部会議 大谷会館講堂 

6(木) 

10:00 

13:30 

14:00 

御遠忌事業部（アトラクションパート）会議 

御遠忌儀式部会議 

教区改編委員会 

大谷会館講堂 

旧教務所 

大谷会館講堂 

7(金) 14:00 しんらん講座① ＜高橋 法信 氏＞ 五村別院 

8(土) 13:00 おおたにキッズキャンパスin長浜（主催：大谷大学） 長浜別院 

11(火) 

9:30 

13:30 

13:30 

教化委員会「企画室」 

一道会 

長浜・五村別院責任役員会 

大谷会館講堂 

桜の間 

五村別院 

12(水) 

 

9:30 

11:00 

10:00 

教区部落問題現地研修会 

坊守会常任委員会 

五村別院 永代経祥月法要 

御坊さんお勤め講習会 

水平社博物館他 

旧教務所 

五村別院 

大谷会館講堂 

14(金) 

10:00 

19:00 

御遠忌儀式部会議 

聖教学習会①＜延塚 知道 氏＞ 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

18(火) 

10:00 

11:00 

12:00 

御遠忌事業部（アトラクションパート）会議 

長浜別院 永代経祥月法要 

坊守会研修会 

大谷会館講堂 

長浜別院 

大谷会館講堂 

19(水) 13:30 報恩講準備連絡会 大谷会館講堂 

20(木) 14:00 内局巡回 長浜別院他 

21(金) 

 

18:30 

五村別院 秋季彼岸会（～23日まで） 

御遠忌情宣部会議 

五村別院 

大谷会館講堂 

24(月/祝)  長浜別院 秋季彼岸会（～26日まで） 長浜別院 

25(火)  連区議長会（～26日まで） 大谷会館講堂 

27(木) 

13:00 

14:00 

解放特伝講義録編集会議 

教区婦人会総会 

旧教務所 

大谷会館講堂 

28(金) 

14:00 

19:00 

社会研修小委員会 

部落問題月例学習会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

10/1(月) 19:00 報恩講 習礼 大谷会館講堂 

3(水) 

9:30 

13:30 

長浜別院 清掃奉仕（第15・16・17組） 

地方協議会 

長浜別院 

大谷会館講堂 

5(金) 9:30 五日講（教如上人 御祥月命日） 五村別院 

9(火) 14:00 しんらん講座② ＜高橋 法信 氏＞ 五村別院 

 


