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○○○○得得得得度事前学習会度事前学習会度事前学習会度事前学習会    受講者説明会受講者説明会受講者説明会受講者説明会・・・・自主学習会自主学習会自主学習会自主学習会（（（（報告報告報告報告））））    

３月２６日（火）から２８日（木）まで開

催される「得度事前学習会」に向け、２月２

３日（土）に、大谷会館講堂において、自主

学習会が開催されました。当日は、得度式を

受式するうえでの心得について説明が行われ

ました。 

声明作法を担当いただいた、髙岡 淳 氏（教

区准堂衆会）からは、「今回学んだことをも

とに、事前学習会までに各自で声明の練習を

重ねていただきたい」とのお話がありました。 

 

○○○○    子子子子どもどもどもども御遠忌御遠忌御遠忌御遠忌についてについてについてについて    

来る５月３日（金・祝）に、長浜別院にて「子ども御遠忌」を開催いたします。有縁の方

お誘いあわせのうえ、ぜひご参加ください。（詳細は同封の案内・チラシをご覧ください。） 

◇ 日 時 ５月３日（金・祝） 

◇ 時 間 10:00～15:30（受付 9:30～） 

◇ 場 所 長浜別院 大通寺 

◇ テーマ 「しんらんさまのおくりもの」 

◇ 参加費 無料  

◇ 持ち物 念珠、勤行本、筆記具、水筒、帽子 

※お一人からでもお申し込みできます 

 

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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得度自主学習会の様子 

親鸞さまってどんな人？ 御遠忌ってなに？ 

「しんらんさまのおくりもの」は、親鸞聖人の時代から七百五十年にわたって、親から子へと受

け継がれてきた「念仏し掌

て

を合わす」ことであります。親鸞聖人もまた、お念仏のある生活を大切

にされてきた方です。その親鸞聖人は、現代に生きる私たちに何を願い、何に気づけと言われてい

るのでしょうか？ 

毎年開催される「花まつり子ども大会（長浜別院）」・「子ども報恩講（五村別院）」では、生活を

見直すつどいとして、みんなで遊び共に学んできました。この度の子ども御遠忌は、五十年に一度

の親鸞聖人のご法事であり、私の人生を見直すつどいであります。「しんらんさまのおくりもの」を

共に受け取り、共に遊び、お参りをして教えのある生活を歩んでいきたいと思います。 

子ども御遠忌 開催趣旨文 



○○○○第第第第３１３１３１３１回回回回大通寺大通寺大通寺大通寺「「「「馬酔木馬酔木馬酔木馬酔木

あ せ び

展展展展」」」」開催中開催中開催中開催中ですですですです    

２月１５日（金）から４月１７日（水）まで、長浜 

別院大通寺において、「馬酔木展」が開催されていま 

す。昨年から長浜別院大通寺が主体となり、約５０ 

鉢の馬酔木が展示され、春のお彼岸のころに見頃を 

迎えます。有縁の方お誘いあわせのうえ、ぜひお越 

しください。 

〈時 間〉午前９時から午後４時半まで 

〈拝観料〉大人：５００円 中学生１００円 

       小学生以下：無料 

 

○○○○「「「「勿忘勿忘勿忘勿忘

わすれな

のののの鐘鐘鐘鐘２０２０２０２０１１１１９９９９」」」」についてについてについてについて    

東日本大震災を「決して忘れない…、この震災を心に刻み、

犠牲者に思いを馳せ、今後も復興と支援の思いを繋いでいき

たい」という願いのもと、仙台教区東日本大震災復興本部か

らの呼びかけにより、全国それぞれの場所で同じ時刻 (３月

１１日午後２時４６分) に鐘をつき、「勿忘の鐘」と名づけ

法要が勤められます。 

長浜・五村両別院では、この趣旨に賛同して、今年も「勿

忘の鐘２０１９」をお勤めいたします。是非お参りください。 

 

○○○○    御遠忌御遠忌御遠忌御遠忌記念記念記念記念祝賀会祝賀会祝賀会祝賀会についてについてについてについて    

長浜教区・五村別院・長浜別院のこれからのますますの発展を願い、５月１９日（日）の

門首御親修による結願日中円成後に、「御遠忌記念祝賀会」を下記の要項にて、門首ご夫妻の

ご臨席を得て開催いたしますので、ぜひご参加ください。 

 

（１）日  時    ５月１９日（日）午後６時３０分開宴 午後８時３０分終宴 

受付開始 午後５時半 

（２）会  場    ホテルアンドリゾーツ長浜（旧 長浜ロイヤルホテル） 

２階ロイヤルホール（〒526-0066 滋賀県長浜市大島町 38）       

（３）会  費    お一人 １万円（当日受付にて頂戴いたします。） 

（４）申込方法    4 月１５日（月）までに 

同封の申込ハガキにて長浜教務所までお申込みください。 

         申込用紙は教務所にもございます。 

         （定員 300 名 定員になりしだい締切らせていただきます。） 

（５）そ の 他    当日は午後５時に長浜別院より会場までの送迎バスを運行いたします。 

乗車希望の場合は併せてお知らせください。 



○○○○２０１２０１２０１２０１９９９９年年年年    真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟「「「「春春春春のののの法要法要法要法要」」」」参拝参拝参拝参拝のごのごのごのご案内案内案内案内    

真宗本廟において、４月１日（月）～４日（木）まで「春の法要」をお勤めいたします。 

１日には、「師徳奉讃法要」と親鸞聖人の御誕生を慶讚する「親鸞聖人御誕生会（音楽法要）、

２日には、非戦・平和の誓いをたしかめる「全戦没者追弔法会」、３日には、「相続講員物故者

追弔会兼帰敬式受式物故者追弔会」と「法然上人八百回法要」（～４日）が勤まります。 

有縁の方お誘いあわせのうえ、ご参拝ください。 

 

○○○○    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     

 

    

    

    

    

○○○○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    

・五日会連続講座『生死いずべき道』 

１ 開催日 【第１回】３月５日（火） 講題「人と生れて」 

【第２回】４月５日（金） 講題「人ありて」 

       【第３回】６月５日（水） 講題「人間の浮生なる相」 

 ２ 時 間 午後２時から午後４時まで（受付：午後１時３０分より） 

３ 講 師 牧野 豊丸 氏（福井教区 託願寺 住職） 

４ 参加費 ３００円 

 ５ 会 場 五村別院 本堂 

・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 本堂 

 

２２２２０１８０１８０１８０１８年年年年４４４４月月月月８８８８日日日日（（（（月月月月）～）～）～）～４４４４月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（水水水水））））    

上記の期間、近畿連区教務所員研修のため、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 

 

『『『『お彼岸お彼岸お彼岸お彼岸（（（（2019201920192019 年春版年春版年春版年春版））））』』』』    

            定価：本体定価：本体定価：本体定価：本体 66660000 円（税別）円（税別）円（税別）円（税別）    

    

・親鸞聖人の教えから、「私たちにとってのお彼岸をお迎えする意

味」をあらためて考えていく小冊子。お彼岸は、全国のお寺やお

墓に多くの人がお参りする大切な仏事です。親鸞聖人の教えに生

きる私たちにとって、お彼岸をお迎えする大切さをあらためて考

えていきたいものです。 慌しい生活のなかで、なき人をとおし

て自らを省みて、仏法に耳をかたむけていきます。 

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・五村・長浜別院３月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

3/1(金) 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 

4(月) 

14:00 

19:00 

解放特伝講義録編集会議 

御遠忌法要講師打ち合わせ会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

5(火) 14:00  五日会連続講座①＜講師：牧野 豊丸 氏＞ 五村別院 

6(水) 19:00 御遠忌事業部（子どもイベント班）会議 大谷会館別館 

7(木) 

10:00 

14:00 

教化委員会「企画室」 

御遠忌本部会議 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

10(日) 10:00 御遠忌オープニングイベント「いのちとことばの響舞台」 長浜別院 

11(月) 14:46 勿忘の鐘 長浜・五村別院 

12(火) 

11:00 

18:30 

永代経祥月法要 

御遠忌情宣部会議 

長浜別院 

大谷会館講堂 

13(水) 

8:00 

11:00 

14:00 

教区坊守会一日研修会 

永代経祥月法要 

しんらん講座④ 

真宗本廟他 

五村別院 

長浜別院 

14(木) 14:00 御遠忌事業部（讃仰講演パート）会議 大谷会館講堂 

15(金) 13:30 教区婦人会研修会 大谷会館講堂 

18(月) 

10:00 

11:45 

長浜別院 春季彼岸会(～20日まで） 

御遠忌ワークショップ「ひとつばたご」（箏の演奏） 

長浜別院 

長浜別院大広間 

19(火) 19:30 御遠忌法要出仕者習礼① 長浜別院本堂 

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

21(木) 10:00 五村別院 春季彼岸会(～23日まで) 五村別院 

22(金) 

10:30 

19:30 

御坊さんお勤め講習会 

部落問題月例学習会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

25(月) 9:30 教区坊守会常任委員会 大谷会館別館 

26(火) 

 

19:30 

得度事前学習会(～28日まで) 

御遠忌法要出仕者習礼② 

長浜別院他 

長浜別院本堂 

29(金) 13:30 教区改編地方協議会「教化専門部会」会議 京都教務所 

4/1(月)  真宗本廟「春の法要」(～4日まで) 真宗本廟 

2(火) 19:00 御遠忌法要出仕者習礼③ 五村別院本堂 

5(金) 

9:00 

14:00 

花あかり練習 

五日会連続講座②＜講師：牧野 豊丸 氏＞ 

大谷会館講堂 

五村別院 

6(土) 13:30 御遠忌ワークショップ「やっちく二人会」（落語と法話） 長浜別院大広間 

8(月)  事務休暇（～10日まで）  

 


