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○○○○    五村別院五村別院五村別院五村別院御正忌報恩講御正忌報恩講御正忌報恩講御正忌報恩講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２９日（月）から１１月１日（木）ま

で、五村別院において御正忌報恩講が勤まりま

した。また、結願日中（御満座）では、門首後

継者である「大谷暢裕 師（能慈院殿）」による

御参修にて厳修され、多くの方が参拝されまし

た。参拝された方からは、「いよいよ御遠忌に

向けて新たな一歩が始まる機縁となった」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のののの申込申込申込申込をををを締締締締めめめめ切切切切りりりりましたましたましたました    

１０月２２日から募集を開始した御遠忌法要における帰敬式については、定員に達しました

ので、締め切りさせていただきました。募集、奨励にご協力いただきありがとうございました。 

なお、帰敬式受式の申込をいただいた方には、後日詳細な要項をお送りいたしますので、ご

承知おきください。 

 

○２０１９○２０１９○２０１９○２０１９年年年年のののの「「「「得度得度得度得度式式式式」」」」及及及及びびびび「「「「住職修習住職修習住職修習住職修習」」」」のののの日程日程日程日程についてについてについてについて    

所長巡回資料にてお知らせしております「得度式」及び「住職修習」の日程について、下記

のとおり変更となっておりますのでご承知おきください。 

 

 

○○○○年末巡回年末巡回年末巡回年末巡回についてについてについてについて     

毎年行っておりました年末巡回につきまして、御遠忌法要に向けての諸準備が集中している

こと等から、今年度は休止といたしますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。 

 

2019年 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 

得 度 式 × × 6～7 × 5～6 6～7 

住職修習 × 26～28 × 26～28 26～28 26～28 

 

2019年 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

得 度 式 × 3～4、6～7 5～6 7～8 6～7 × 

住職修習 × 26～28 26～28 26～28 × 11～13 

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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結願日中 



○○○○    長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区 facebookfacebookfacebookfacebook についてについてについてについて     

御遠忌に向けての最新情報を、facebook において

紹介していますので、ぜひご覧ください。また、毎

月発行している『御遠忌通信』は、長浜教区のホー

ムページからダウンロードすることができますので、

ぜひご活用ください。 

facebook ⇒ 「長浜別院大通寺」で検索 

ホームページURL ⇒ http://www.daitsuji.or.jp/ 

 

○○○○    教務所事務休暇教務所事務休暇教務所事務休暇教務所事務休暇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。詳細は来月の月報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。 

 

○○○○宗派経常費年末完納宗派経常費年末完納宗派経常費年末完納宗派経常費年末完納についてについてについてについて    

２０１８年度の宗派経常費年末完納締切が２０１９年１月２０日（日）までとなります。何

卒ご完納いただきたくよろしくお願い申しあげます。    

    

    

    

    

    

    

    

 

２０１８２０１８２０１８２０１８年年年年１２１２１２１２月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年１１１１月月月月６６６６日日日日（（（（日日日日））））    

上記の期間、年末年始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 

２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年１１１１月月月月１８１８１８１８日日日日（（（（金金金金））））    

教区・五村・長浜別院合同新年互礼会のため、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 

 

『『『『報恩の生活（伝道ブックス報恩の生活（伝道ブックス報恩の生活（伝道ブックス報恩の生活（伝道ブックス 81818181））））』』』』    海海海海    法龍法龍法龍法龍    著著著著    

            定価：本体定価：本体定価：本体定価：本体 250250250250 円円円円（税別）（税別）（税別）（税別）    

    

・浄土真宗の宗祖親鸞聖人のご命日を縁に勤まる法要、報恩講。真

宗門徒にとってもっとも大切なこの御仏事には、どのような願い

があるのか、またそこから開かれる生活とはどのようなものか。 

著者の体験をとおして問いたずねる一冊。 

・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 



○○○○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」」」」についてについてについてについて    

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

わせてご参加ください。 

１ 内 容 和訳正信偈講習会、講演 

２ 日 時 ２０１９年２月３日（日）午後１時から午後４時まで 

３ 講 師 釋 徹宗 氏（浄土真宗本願寺派住職） 

４ 参加費 無料 

５ 会 場 野洲文化ホール（野洲市小篠原 2142）℡ 077-587-1950 
 

○○○○研修会等研修会等研修会等研修会等のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

・聖教学習会 ―教行信證総説― 

１ 開催日 【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 参加費 １，０００円 

   ５ 会 場 大谷会館講堂 

 

・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―』 

１ 開催日 【第４回】３月１３日（水）、【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 参加費 ５００円 

   ５ 会 場 長浜別院 

今年度最終回となります。 

ぜひご参加ください！ 

 
 

 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

  第１６組 浄覺寺 前住職 佐竹 靈鳳（２０１８年１０月１２日命終） 

 

【得度】 

第１３組 明秀寺 冨永 優子（２０１８年１０月 ７日得度） 

 

【住職任命】 

第２０組 明願寺 蓮  典弘（２０１８年 ９月２８日任命） 

第２０組 宗念寺 三浦 朝生（２０１８年１０月２８日任命） 

第２２組 專照寺 鷦鷯 全敬（２０１８年１０月２８日任命） 

 

【住職代務者任命】 

第１９組 常善寺 菅原 俊夫（２０１８年 ９月 ３日任命） 

第１９組 法信寺 宮部  渡（２０１８年 ９月２０日任命） 

第１３組 光了寺 有賀 欣哉（２０１８年１１月 １日任命） 以上（敬称略） 



長浜教区・五村・長浜別院１２月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

12/3(月) 

10:00 

19:00 

教化委員会「企画室」(離脱問題学習資料編集委員会合同) 

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 

4(火) 10:00 御遠忌事業部（物販ワークショップパート）会議 大通寺応接室 

5(水) 19:00 聖教学習会＜講師：延塚 知道 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 

11(火) 

9:00 

13:00 

16:30 

花あかり練習 

離脱問題学習資料集編集会議（全体会） 

保護司研修会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

12(水) 

13:30 

18:30 

一道会報恩講 

御遠忌情宣部会議 

大通寺桜の間 

大谷会館講堂 

13(木) 19:00 御遠忌事業部（子どもイベント班）会議 大谷会館別館 

14(金) 14:00 御遠忌本部会議 大谷会館講堂 

17(月) 14:00 教化委員会「企画室」 大谷会館講堂 

18(火) 

11:00 

13:30 

14:00 

長浜別院 永代経祥月法要 

長浜・五村両別院責任役員会 

組門徒会研修会講師会 

長浜別院 

五村別院 

大谷会館講堂 

19(水) 

11:00 

15:30 

19:00 

五村別院 永代経祥月法要 

長浜教区・京都教区地方協議会教化専門部会合同会議 

御遠忌事業部（子どもイベント班）会議 

五村別院 

京都教務所 

大谷会館別館 

21(金) 

14:00 

19:00 

寺族研修小委員会 

部落問題月例学習会 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

25(火) 14:00 御遠忌事業部（讃仰講演パート）会議 大谷会館講堂 

26(水) 14:00 御遠忌事業部（復興支援パート）会議 大谷会館講堂 

1/7(月)  教務所事務始め  

18(金)  五村・長浜両別院合同新年互礼会 大谷会館講堂 

※大谷会館別館 ⇒（旧教務所） 

 

五村別院 

 12月17日 煤払い 

 29日 鏡餅つき 

 31日 歳暮勤行 

 1月 1日 修正会   午後2時 

5日  鏡開き 

 

長浜別院 

 12月26日 煤払い 

 28日 鏡餅つき 

 31日 歳暮勤行 午後1時 

 1月 1日 修正会 午前0時30分 

 5日 鏡開き 

 

五村・長浜別院 年末・年始行事 


