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○○○○    親鸞親鸞親鸞親鸞サークルサークルサークルサークルＳＯＳＳＯＳＳＯＳＳＯＳについてについてについてについて（（（（報告報告報告報告））））    

１０月１７日（水）に、難波 教行 氏（教学研

究所助手）をお招きし、本年度第１回目となる「親

鸞サークルＳＯＳ」を開催しました。『真宗大谷

派勤行集（赤本）』にある和讃「専修のひとをほ

むるには（次第６首）」の講義を受け、参加者の

方々と座談会を行いました。 

次回は、１１月１６日（金）の午後７時から大

谷会館講堂にて開催いたしますので、有縁の方を

お誘いいただき、ぜひご参加ください。 

 

○○○○    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    

１０月２０日（土）に、「長浜教区子ども報恩講」を

五村別院で開催しました。当日は、子ども４９名、引

率２１名、スタッフ２２名の参加があり、お勤めし、

レクリエーションを行い、お斎をいただきました。参

加した子どもたちからは、「お講汁がおいしかった」「ま

た来年も参加したい」という声が聞かれました。 

 

○○○○御遠忌法要御遠忌法要御遠忌法要御遠忌法要ににににおけるおけるおけるおける帰敬式帰敬式帰敬式帰敬式・・・・稚児稚児稚児稚児のののの申込状況申込状況申込状況申込状況についてについてについてについて    

１０月２２日から募集を開始した帰敬式及び稚児については、１０月２５日現在、以下のと

おりお申し込みをいただいておりますのでご報告いたします。 

 

 帰敬式「おかみそり」（募集400名） 稚児（募集200名） 

申込人数 126名 86名 

 

○○○○真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟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。有縁の方々をお誘いあわせいただき、ぜひご参詣ください。 

「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。                                                                                                                             

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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当日の様子 

難波 教行 氏 



○○○○    ２０１２０１２０１２０１８８８８年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼年度経常費完納御礼     

２０１８年７月１日から９月３０日までに、本年度の宗派経常費をご完納いただきましたご

寺院をご披露し、心より御礼申しあげます。次回は２月号にてご寺院をご披露させていただき

ます。今後ともよろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別院

第１２組 第２０組

法善寺 正福寺 聞信寺 德法寺 浄信寺 理念寺 明照寺 良善寺 宗念寺 善良寺

法雲寺 稱揚寺 善行寺 真廣寺 今江寺 長善寺 廣行寺 西善寺 西入寺 養本寺

崇德寺 正業寺 皆圓寺 啓福寺 光常寺 圓光寺 西照寺 白櫻寺 光輪寺 淨信寺

證光寺 聞法寺 本光寺 了信寺 明願寺 空念寺 覺圓寺

第１３組 第２１組

唯佛寺 光了寺 善證寺 見瑞寺 德願寺 林栖寺 來真寺 明善寺 正信寺 淨流寺

專了寺 勝專寺 浄蓮寺 栁岸寺 善通寺 慶善寺 念慶寺 常德寺 真願寺 運德寺

長圓寺 念願寺 浄休寺 真入寺 福願寺 浄福寺 入願寺 清休寺 禮信寺 專通寺

長恩寺 長樂寺 福念寺 真勝寺 慈圓寺 本覺寺 專光寺 泉龍寺 願正寺 成真寺

明秀寺 光西寺 西元寺 即法寺 光運寺 願敎寺

青蓮寺 聽信寺 入善寺 講善寺 松音寺 第２２組

大久寺 本誓寺 來現寺 雲外寺 慈榮寺 要誓寺

第１４組 應德寺 真立寺 正安寺 善林寺 西源寺

皆念寺 通念寺 念力寺 長願寺 極安寺 來通寺 通覺寺 正傳寺 智源寺 最藏寺

満立寺 浄休寺 西蓮寺 光覺寺 相頓寺 浄明寺 正賢寺 安立寺 空德寺

第１５組 西慶寺 浄願寺 金光寺 西樂寺 專照寺

持專寺 長源寺 養善寺 正等寺 田勝寺 第２３組

宗樂寺 了源寺 心縁寺 雲西寺 西福寺 願超寺 本光寺 芳澤寺 祐善寺 立法寺

善覺寺 願養寺 勝福寺 安浄寺 一心寺 保念寺 頓念寺 善福寺 宿善寺 圓長寺

覺應寺 了念寺 浄法寺 西信寺 應因寺 向源寺 真西寺

第１６組 行信寺 存法寺 浄照寺 龍泉寺 德恩寺

圓教寺 願隨寺 圓乘寺 西光寺 岩隆寺 空観寺 報土寺 元龍寺 安覺寺 龍山寺

源光寺 金光寺 第２４組

第１７組 浄敎寺 圓行寺 隨願寺 教覺寺 充滿寺

碧藏寺 存光寺 願善寺 願久寺 永勝寺 覺念寺 梅龍寺 雙林寺 證光寺 慶福寺

西養寺 浄邦寺 万傳寺 觀行寺 圓樂寺 立圓寺 猶存寺 長照寺 圓常寺 報春寺

行德寺 誓海寺 樹德寺 明正寺 景好寺

第１８組 敦賀組

傳正寺 了西寺 忍法寺 運行寺 極樂寺 量泉寺 西雲寺 西德寺 隆法寺 永壽寺

安勝寺 法音寺 養泉寺 満德寺 即心寺 高德寺 唯願寺 無量寺 了福寺 稱名寺

蓮受寺 光現寺 飯田寺 來生寺 南流寺 高福寺 皆圓寺

珀清寺 行念寺 明法寺

第１９組

西雲寺 法信寺 願應寺 頓證寺 專宗寺

了福寺 本德寺 覺法寺 西敎寺 真證寺

覺了寺 常善寺 浄國寺 准願寺

長浜別院大通寺

『『『『阿弥陀経に学ぶ』阿弥陀経に学ぶ』阿弥陀経に学ぶ』阿弥陀経に学ぶ』    廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬    惺惺惺惺    著著著著    

            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）    

    

・『阿弥陀経』を浄土三部経のひとつとして尊ばれた親鸞聖人の受

け止めを手がかりに、経題、経典翻訳者、そして経典の内容へと

分け入り、人生に苦悩する私たちに届けられた釈尊（お釈迦さま）

の大悲のメッセージを丁寧に読み解きます。 

お経の領解をたすける「『阿弥陀経』の構成」、全文の書き下し文

も収載しています。 

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 



○○○○長浜教区雇員長浜教区雇員長浜教区雇員長浜教区雇員（（（（教務所職員教務所職員教務所職員教務所職員））））をををを募集募集募集募集しますしますしますします    

◇ 募集人数 １名 

◇ 勤 務 先 長浜教務所 

◇ 勤  務 平日９時から１７時３０分まで 

※ただし、土曜日、日曜日及び祝日出勤の場合あり 

◇ 雇用期間 ２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで 

      ※ただし、４回（通算５年）を限度に更新する場合がある 

◇ 給  与 月額契約給 １６９，１００円（他に諸手当及び各種保険有） 

◇ 業務内容 一般事務及び教化事務 

◇ 応募資格  

① 高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者 

② 真宗大谷派の僧侶又は門徒（帰敬式を受式し、所属寺が明確であること） 

③ 普通自動車運転免許を有する者（取得見込み可） 

◇ 応募必要書類 

① 履歴書（所定所定所定所定のののの用紙用紙用紙用紙はははは教務所教務所教務所教務所にありますにありますにありますにあります） 

② 最終学校卒業証明書又は卒業見込み証明書 

③ 健康診断書 

④ 写真（上半身で３ヵ月以内に撮影のものを履歴書に添付のこと） 

◇ 応募書類提出期間 ２０１９年１月７日（月）～２月８日（金） 

 ※ 書類は、直接持参もしくは書留郵便（簡易書留可）にて２月８日（金）までに 

必着のこと。（持参の場合は、平日 ９時から１７時３０分まで） 

◇ 採用試験  期日 ２０１９年２月１５日（金）午後１時３０分から 

    ※ 詳細については、応募書類受理後、追って通知します 

 

○○○○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    

    

    

    

    

    

    

    

    

○○○○    五村五村五村五村・・・・長浜両別院合同長浜両別院合同長浜両別院合同長浜両別院合同新年互礼会新年互礼会新年互礼会新年互礼会についてについてについてについて     

標記新年互礼会を、２０１９年１月１８日（金）午前１０時から長浜別院（大谷会館 講堂）

にて開催します。詳細は管内月報１２月号にてご案内いたします。日程を調整いただき、多数

ご参加くださるようお願いいたします。 

 

○○○○    真宗教団連合主催真宗教団連合主催真宗教団連合主催真宗教団連合主催「「「「真宗真宗真宗真宗のつどいのつどいのつどいのつどい」」」」    

真宗教団連合滋賀県支部主催の「真宗のつどい」が、別紙のとおり開催されます。 

お誘いあわせてご参加ください。詳細は同封のチラシをご確認ください。 

◎しんらん講座 

１ テーマ：正信偈に聞く  

―日頃のこころとお念仏のこころ― 

２ 開催日：【第３回】１１月１６日（金） 

３ 時 間：午後２時から午後４時まで 

４ 講 師：高橋 法信 氏（大阪教区 光德寺 住職） 

５ 受講料：５００円 

６ 会 場：五村別院 

◎聖教学習会 

１ 開催日：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 

今年度最終回となります。

ぜひご参加ください！ 



長浜教区・五村・長浜別院１１月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

11/1(木) 

 

14:00 

五村別院報恩講 

離脱問題資料集編集委員会 

五村別院 

大谷会館別館 

2(金) 

14:00 

19:00 

解放特伝講義録編集会議 

組教導研修会 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

5(月) 

10:00 

14:00 

14:00 

17:00 

御遠忌事業部（物販パート）会議 

参事会・常任委員会協議会 

離脱問題学習資料集編集委員会（全体会） 

御遠忌本部会議 

応接室 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

6(火) 13:30 御遠忌参拝部（駐車場班チーフ・サブチーフ）会議 大谷会館講堂 

7(水) 10:00 御遠忌儀式部（参道列班・帰敬式班）合同会議 大谷会館講堂 

8(木) 14:00 御遠忌事業部（讃仰講演・復興支援班）会議 大谷会館講堂 

12(月) 19:00 おつとめおけいこ会＜講師：日野 直 氏＞ 大谷会館講堂 

13(火) 

10:00 

13:30 

13:30 

御遠忌事業部（アトラクション・展示班）会議 

御遠忌参拝部（駐車場班）会議 

一道会定例会 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

桜の間 

14(水) 

9:30 

13:30 

18:30 

教区推進員連絡協議会常任委員会 

御遠忌参拝部（参拝班）会議 

御遠忌情宣部会議 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

15(木) 

10:00 

14:00 

御遠忌事業部（アトラクションパート）会議 

御遠忌事業部（復興支援パート）会議 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

16(金) 

14:00 

19:00 

しんらん講座③＜講師：高橋 法信 氏＞ 

親鸞サークルSOS②＜講師：難波 教行 氏＞ 

五村別院 

大谷会館講堂 

19(月) 

9:30 

10:00 

13:00 

14:00 

教区坊守会常任委員会 

教化委員会「社会研修小委員会」 

御遠忌参拝部（施設班チーフ・サブチーフ）会議 

企画室課題検討会② 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

20(火) 

11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

御遠忌本部会議 

長浜別院 

大谷会館講堂 

21(水) 

11:00 

 

永代経祥月法要 

御正忌報恩講（～28日） 

五村別院 

真宗本廟 

29(木) 14:00 解放特伝講義録編集会議 大谷会館講堂 

30(金) 19:30 部落問題月例学習会 大谷会館講堂 

12/3(月) 

10:00 

19:00 

教化委員会「企画室」 

おつとめおけいこ会＜講師：日野 直 氏＞ 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

5(水) 19:00 聖教学習会＜講師：延塚 智道 氏＞ 大谷会館講堂 

6(木) 14:30 企画室課題検討会③ 大谷会館講堂 

7(金) 14:00 教化委員会「社会研修小委員会」 大谷会館講堂 

※大谷会館別館 ⇒（旧教務所） 


