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○○○○「「「「平成平成平成平成 30303030（（（（2018201820182018））））年北海道年北海道年北海道年北海道胆振胆振胆振胆振

い ぶ り

東部地震東部地震東部地震東部地震」」」」救援金救援金救援金救援金にににについてついてついてついて    

北海道胆振地方東部地震により被災された皆様にお見舞い申しあげます。宗派では、北海道

教務所に「現地災害救援本部」を設置し、被災地に救援物資をお届けするとともに、救援金箱

を真宗本廟境内各所に設置いたしました。 

また、救援金口座を下記のとおり開設しておりますので、ご協力をお願いいたします。 

 

 

 

   

 

 

 

 

○○○○部落問題現地研修会部落問題現地研修会部落問題現地研修会部落問題現地研修会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    

９月１２日（水）に部落問題現地研修会が開催され、午前中は大阪府羽曳野市向野地域でフ

ィールドワーク等を行い、塩谷幸子師（解放

特伝第３回研修会講師）からお話いただきま

した。午後からは全国水平社博物館（奈良県

御所市）にて、創立の歴史や背景などを学び

ました。この研修会は、部落差別を過去の出

来事としてではなく、私たちがこれからどう

向き合い、伝えていくのか考えさせられる機

縁となりました。 

 

 

○○○○内局巡回内局巡回内局巡回内局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    

９月２０日（木）に内局巡回が開催されました。今回の

巡回では、２０２３年に真宗本廟にて厳修される「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」の総

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ました。 

なお、当日の配布資料が若干数ございますので、ご希望

がありましたらお申し出ください。 

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 

 

発行日／２０１８年１０月１日 

発行人／長浜教務所長 宮尾 隆造 

教務所開所時間 平日9：00～17：30 

 

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） 

西光寺にて（全国水平社創立宣言の起草者、西光万吉の生家） 

但馬宗務総長 

 
 
 

＜郵便振替口座番号＞01010-0-2608 ＜加入者名＞真宗大谷派宗務所財務部 

 ※通信欄に「北海道 地震」と明記ください。 

 

現在、宗派では「平成30（2018）年７月豪雨」の救援金口座も開設されておりますの 

で、併せてご協力をお願いいたします。 

＜郵便振替口座番号＞00920-3-203053 ＜加入者名＞真宗大谷派 

※通信欄に「７月豪雨救援金」と明記ください。 



○○○○子子子子どもどもどもども報恩講報恩講報恩講報恩講をおをおをおをお勤勤勤勤めしますめしますめしますめします    

１０月２０日（土）午前１０時から五村別院にて「長浜教区子ども報恩講」をお勤めします。

また、お斎には湖北に伝わる『お講汁』をご用意します。お誘いあわせてお参りください。                                                                                       

○○○○長浜別院長浜別院長浜別院長浜別院・・・・五村別院報恩講五村別院報恩講五村別院報恩講五村別院報恩講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報恩講を厳修いたします。報恩講の案内・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い。 

長浜別院 報恩講 ２０１８年１０月２２日（月）～１０月２５日（木） 

五村別院 報恩講 ２０１８年１０月２９日（月）～１１月 １日（木） 

※五村別院の結願日中（11/1）は門首後継者である「大谷暢裕師（能慈院殿）」による御参修

にて厳修いたします。なお、御参修に伴い、両別院の結願日中は八淘でお勤めいたします。 

 

 
 
 

「ひとつばたご」による、映像を用いた音楽演奏会が開催されます！是非お立ち寄りください！！ 

【日時】１０月２４日（水）12:00（日中終了後）［大通寺 大広間］ 

 
 

「教区坊守会」による、「ちょっといっぷく」のリハーサルとして、両別院とも１００食限定で「い 
とこに」がふるまわれます！是非お立ち寄りください！！ 

【日時】１０月２３日（火）12:00（日中終了後）［長浜別院］ 

１０月３０日（火）12:00（日中終了後）［五村別院］ 

    

○○○○御遠忌法要御遠忌法要御遠忌法要御遠忌法要にににに関関関関するするするする諸案内諸案内諸案内諸案内についてについてについてについて    

長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要に関する諸案内を下記の

とおり同封いたします。募集は、１０月２２日（月）から開始いたしますので、出仕及び参加

の奨励にご協力くださいますようお願いいたします。詳細は各案内をご参照ください。 

 法要出仕 帰敬式「おかみそり」 稚児 

募 集 日 2019/5/10～12、5/17～19 2019/5/19 2019/5/19 

会  場 五村別院・長浜別院 長浜別院 長浜別院 

募集人数  400名 200名 

冥 加 金  

10,000円 

(20歳以下5,000円) 

10,000円 

申込方法 

法要出仕届を組長まで提

出ください。 

各寺院で申込書を取りまと

めいただき、教務所までお

申込みください。 

各寺院で申込書を取りまと

めいただき、教務所までお

申込みください。 

募集期間 

2018年 10月22日(月)～2019年 1月31日(木) 

※但し、帰敬式と稚児については定員に達し次第、締め切らせていただきます。 

        

○○○○御遠忌御遠忌御遠忌御遠忌『『『『記念勤行集記念勤行集記念勤行集記念勤行集』』』』をををを発行発行発行発行いたしましたいたしましたいたしましたいたしました    

長浜教区・五村別院・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌記

念勤行集を発行いたしました。各寺院２部ずつ無償で配布いたしま

すので、頒布奨励にご協力くださいますようお願いいたします。 

・掲載内容：文類偈真四句目下 弥陀大悲（次第六首）［淘五］ 

文類偈草四句目下 三朝浄土（次第三首）［淘五］ 

・頒布価格：１冊３００円 

ごえんきごきげんワークショップ協賛事業 



○○○○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（水）～２８日（水）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―』  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

【住職代務者任命】 

  第１７組 万傳寺 法雲 俊邑（２０１８年６月２８日 任命） 

  第１３組 入善寺 房岡 文成（２０１８年７月２７日 任命） 

  第１７組 善力寺 筒井 淳心（２０１８年７月２７日 任命）    

  第２２組 真立寺 藤本 永照（２０１８年７月２７日 任命）  以上（敬称略） 

 

『『『『青木新門の親鸞探訪青木新門の親鸞探訪青木新門の親鸞探訪青木新門の親鸞探訪』』』』        

            定価：本体定価：本体定価：本体定価：本体 1,6001,6001,6001,600 円円円円（税別）（税別）（税別）（税別）    

    

・ベストセラー小説『納棺夫日記』の著者・青木新門が、浄土真宗

の宗祖・親鸞の足跡を辿る探訪記。 

出家得度から、比叡山、法然との出会い、流刑地・越後、関東で

の生活、そして故郷・京都へ—。 

90 年の生涯を求道者として歩んだ足跡をたどる。 

・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 

１ 開催日：    ＜２０１８年＞          ＜２０１９年＞ 

【第２回】１０月 ９日（火）  【第４回】 ３月１３日（水） 

【第３回】１１月１６日（金）  【第５回】 ４月１０日（水） 

                【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 

・親鸞サークルＳＯＳ「和讃に学ぶ」     ・聖教学習会 

１ 開催日：１０月１７日（水）、１１月１６日（金）  １ 開催日：１２月５日（水） 

２ 時 間：午後７時から午後９時まで         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）       ３ 講 師：延塚 知道 氏（大谷大学名誉教授） 

４ 受講料：５００円                 ４ 受講料：１,０００円 

５ 会 場：大谷会館講堂               ５ 会 場：大谷会館講堂 



長浜教区・五村・長浜別院１０月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

10/1(月) 19:00 報恩講 習礼 大谷会館講堂 

2(火) 14:00 御遠忌参拝部（駐車班チーフ・サブチーフ）会議 大谷会館和室 

3(水) 

9:30 

13:30 

13:30 

長浜別院 清掃奉仕（第15・16・17組） 

地方協議会 

御遠忌事業部（アトラクション・展示班）会議                                                                                                                             

長浜別院 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

4(木) 

14:00 

14:00 

19:00 

真宗教団連合事務局会議 

御遠忌事業部（讃仰講演パート）会議 

御遠忌儀式部（帰敬式班）会議 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

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) 

13:30 

14:00 

14:00 

14:00 

一道会 

しんらん講座② ＜講師：高橋 法信 氏＞ 

離脱問題学習資料集会議 

御遠忌参拝部（施設班チーフ・サブチーフ）会議 

桜の間 

五村別院 

大谷会館講堂 

大谷会館和室 

10(水) 

10:00 

14:00 

御坊さんお勤め講習会【講習内容：文類偈真四句目下】 

御遠忌本部会議 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

11(木) 

9:30 

10:00 

14:00 

19:00 

花あかり練習 

御遠忌儀式部（参道列班）会議 

御遠忌参拝部（参拝班チーフ・サブチーフ）会議 

子ども報恩講会議 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

大谷会館和室 

大谷会館別館 

12(金) 

10:00 

13:00 

19:00 

式支配会議 

講義録編集会議 

御遠忌事業部（子どもイベント班）会議 

五村別院 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

14(日) 14:00 坊守会研修会＜講師：平等 良香 氏＞ 大谷会館講堂 

15(月) 

9:15 

13:00 

19:30 

五村別院清掃奉仕（第22・23・24組） 

音楽法要リハーサル 

組部落問題研修講師会 

五村別院 

長浜別院 

大谷会館講堂 

16(火) 

10:00 

11:00 

18:30 

御遠忌事業部（アトラクションパート）会議 

永代経祥月法要 

御遠忌情宣部会議 

大谷会館講堂 

長浜別院 

大谷会館講堂 

17(水) 

11:00 

14:00 

19:00 

永代経祥月法要 

御遠忌参拝部（チーフ・サブチーフ）会議 

親鸞サークルSOS①＜講師：難波 教行 氏＞ 

五村別院 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

19(金) 

10:00 

14:00 

教化委員会「企画室」 

子ども報恩講前日準備 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

20(土) 10:00 子ども報恩講 五村別院 

22(月) 

10:00 

13:00 

全戦没者追弔法会 

長浜別院報恩講（～25日) 

長浜別院 

26(金) 

19:00 

19:00 

部落問題月例学習会 

御遠忌事業部（子どもイベント班）会議 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

29(月) 

10:00 

13:00 

全戦没者追弔法会 

五村別院報恩講（～11月1日） 

五村別院 

※大谷会館別館 ⇒（旧教務所） 


