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○○○○    「「「「しんらんしんらんしんらんしんらん講座講座講座講座」」」」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    

    

    

    

    

    

    

○○○○御遠忌出仕者習礼御遠忌出仕者習礼御遠忌出仕者習礼御遠忌出仕者習礼についてについてについてについて     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
日 程 会 場 講習内容 持ち物 

第 3 回 4/2(火) 五村別院 出退作法 裳附･五条袈裟･差貫・中啓･半装束念珠 

第 4 回 4/9(火) 長浜別院 声明講習 真宗大谷派声明集 

第 5 回 4/16(火) 五村別院 出退作法 裳附･五条袈裟･差貫・中啓･半装束念珠 

第 6 回 4/23(火) 長浜別院 
御親修出退作法 

※庭儀の確認もします 
裳附･五条袈裟･差貫・中啓･半装束念珠 

第 7 回 5/7(火) 五村別院 模擬法要 裳附･五条袈裟･差貫・中啓･半装束念珠 

第 8 回 5/15(水) 長浜別院 模擬法要 裳附･五条袈裟･差貫・中啓･半装束念珠 

※いずれの日も午後 7 時 30 分から午後 9 時まで 

※結願日中に出仕される方は、第 6 回、第 7 回、第 8 回の習礼には必ずご参加ください 

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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３月１３日（水）に、本年度第４回目とな

る「しんらん講座」を開催しました。高橋 法

信（たかはし ほうしん）氏を講師にお招き

し、『正信偈に聞く ―日頃のこころとお念仏

のこころ―』をテーマとして学びを深めてい

ます。 

質疑の時間では、受講者から講義に対する

様々な質問があり、共に考え、課題を共有す

る有意義な講座です。次回は４月１０日（水）

に開催されますので、ぜひご参加ください。 

 
高橋 法信 氏 

３月１９日（火）に、第１回目となる「御遠忌出

仕者習礼（しゅらい）」を長浜別院にて開催しました。 

この習礼では、御遠忌法要に向けて、基本的な出

退作法等の確認が行われています。御遠忌法要に出

仕される方は必ずご出席くださいますようお願いい

たします。 

また、御遠忌法要に出仕されない方も、今後の自

坊などでの研鑽のためにも、ぜひご参加ください。 

 
習礼の様子 



○○○○教務所教務所教務所教務所職員職員職員職員のののの異動異動異動異動についてについてについてについて    

２年間教区雇員として在職いたしました、多賀

た が

 亜理沙

あ り さ

（第１９組 念信寺）が退職し、後

任として、４月１日より藤

ふじ

 直子

な お こ

（第２４組 妙覺寺）を新たに教区雇員として採用いたしま

したのでお知らせいたします。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

○○○○御遠忌駐車場御遠忌駐車場御遠忌駐車場御遠忌駐車場マップについてマップについてマップについてマップについて    

 

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。 

第１７組 金蓮寺 住 職 藤  知行（２０１９年１月１４日命終） 

第２１組 髙德寺 前住職 脇坂 德夫（２０１９年２月２７日命終） 

   

【住職代務者任命】 

  第１７組 廣善寺 岡本  学（２０１９年２月２２日 任命） 

  第２２組 正傳寺 伊吹 勇真（２０１９年２月２２日 任命） 

  第１７組  金蓮寺 藤     環（２０１９年３月１９日 任命） 以上（敬称略） 

＜着任挨拶 藤 直子＞ 

 この度、４月１日付をもちまして長浜教務所教区雇員を拝命致し 

ました。以前は書店にて仕事をしておりました。その時の経験を活 

かせればと考えていますが、教務所の仕事に慣れるまでは右往左往 

し、心許ない様かと存じます。一日でも早く職務を全う出来るよう 

尽力して参ります。そして平素の業務に加え、宗祖親鸞聖人七百五 

十回御遠忌にも関わる機会を頂き、気合も入れて挑みたいと存じま 

すので、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申しあげ 

ます。 

 

御遠忌法要期間中（五村別院 ５月１０日～１２日、

長浜別院 ５月１７日～１９日）の駐車場マップを発

行いたしました。今月の月報に５部同封しております

ので、ご参拝されるご門徒の皆様にお配りいただき、

周知くださいますようお願いいたします。 

 なお、法要期間中は、両別院とも境内への車の乗り

入れや駐車ができませんので、乗り合わせ、または公

共交通機関をご利用いただきご参拝ください。 

 

＜退職挨拶 多賀 亜理沙＞ 

このたび、一身上の都合により２０１９年３月３１日付で教区雇 

員を退職させていただきます。２年間、長浜教区の皆様には温かく 

時には厳しくご指導いただき、感謝の気持ちでいっぱいです。何も 

わからなかった私が、親鸞聖人の教えに触れ、ありがたい御縁をい 

ただきました。御遠忌前でご迷惑をおかけしますが、長浜教区の皆 

様と一緒に御遠忌をお迎えしたいと思っています。ありがとうござ 

いました。 
 



○○○○第第第第３４３４３４３４６６６６回吉崎回吉崎回吉崎回吉崎別院御忌法要別院御忌法要別院御忌法要別院御忌法要のごのごのごのご案内案内案内案内    

本年も蓮如上人御影道中並びに吉崎別院にて御忌法要が勤まりますので、ぜひご出仕及び 

ご参詣ください。（詳細は同封のチラシを参照ください） 

なお、蓮如上人御影道中は５月６日（月）１４時４０分頃五村別院に、また、５月７日（火） 

９時１０分頃に長浜別院にお立ち寄りされます。お誘いあわせてご参詣ください。    

    

○○○○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 

 

２２２２０１９０１９０１９０１９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 

 

『『『『親鸞聖人と聖徳太子（伝道ブックス）親鸞聖人と聖徳太子（伝道ブックス）親鸞聖人と聖徳太子（伝道ブックス）親鸞聖人と聖徳太子（伝道ブックス）』』』』    

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

    

・親鸞聖人が「和国の教主」と讃え、深い尊崇の念をささげる聖徳

太子。なぜ聖人はこれほどまでに聖徳太子を尊敬されたのか。 

聖徳太子が日本仏教の定着に果たした役割、そして六角堂の夢告

のエピソードや和讃をもとに、親鸞聖人の聖徳太子観に迫る。 

・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

４月８日発売！ 

予約受付中！ 



長浜教区・五村・長浜別院４月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

4/1(月)  真宗本廟「春の法要」(～4日まで) 真宗本廟 

2(火) 

14:00 

19:30 

御遠忌事業部（讃仰講演パート）会議 

御遠忌法要出仕者習礼③ 

大谷会館講堂 

五村別院本堂 

4(木) 

14:00 

19:00 

御遠忌本部会議 

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 

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) 

13:00 

 

御遠忌儀式部会議 

教務所事務休暇（～10日まで） 

大谷会館講堂 

 

9(火) 19:30 御遠忌法要出仕者習礼④ 長浜別院本堂 

10(水) 14:00 しんらん講座⑤＜講師：高橋 法信 氏＞ 長浜別院 

11(木) 

13:30 

19:00 

企画室課題検討会 

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 

12(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 

15(月) 13:30 教区改編地方協議会 京都教務所 

16(火) 

9:00 

11:00 

19:30 

花あかり練習 

永代経祥月法要 

御遠忌法要出仕者習礼⑤ 

大谷会館講堂 

長浜別院 

五村別院本堂 

17(水) 

10:30 

11:00 

12:00 

14:00 

19:00 

御坊さんお勤め講習会 

永代経祥月法要 

教区坊守会臨時総会 

教区坊守会学習会 

御遠忌事業部（子どもイベント班）会議 

大谷会館別館 

五村別院 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

18(木) 14:00 御遠忌本部会議 大谷会館講堂 

20(土) 13:30 御遠忌讃仰記念講演会＜講師：田畑 正久 氏＞ 五村別院 

22(月) 19:00 御遠忌ワークショップ「おつとめおけいこ会」 大谷会館講堂 

23(火) 19:30 御遠忌法要出仕者習礼⑥ 長浜別院本堂 

24(水) 13:30 御遠忌讃仰記念講演会＜講師：中島 岳志 氏＞ 長浜別院 

25(木) 

9:00 

19:00 

花あかり練習 

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 

26(金) 19:30 部落問題月例学習会 五村別院 

27(土) 9:00 稚児保護者事前説明会 長浜別院 

29(月) 10:00 御遠忌ワークショップ「浜壇保存大会」 長浜別院 

30(火) 10:00 御遠忌ワークショップ「みんなちがってみんないい」（いろあわせ企画）  長浜別院 


