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○○○○御遠忌讃仰記念講演会御遠忌讃仰記念講演会御遠忌讃仰記念講演会御遠忌讃仰記念講演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    

４月２０日（土）に五村別院、４月２４日（水）に長浜別院を会場として、『御遠忌讃仰記

念講演会』が開催されました。五村別院では、講師に田畑 正久 氏（佐藤第二病院院長・大分

県）をお迎えし、「医療現場で求められる仏教」と題して講演いただきました。また、長浜別

院では、講師に中島 岳志 氏（東京工業大学教授）をお迎えし、「となりの親鸞」と題して講

演いただきました。当日は、約４００名の方々にご参加いただき、あらためて親鸞聖人のみ教

えに出遇いなおす場となりました。 
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○○○○御遠忌御遠忌御遠忌御遠忌パンフレットについてパンフレットについてパンフレットについてパンフレットについて     

    

 

 

 

 

○○○○    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    

５月３日（金・祝）に「子ども御遠忌」を開催いたします。 

お子さまはもとより、親子三世代でぜひご参加ください。 

◇ 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 

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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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） 

田畑 正久 氏 中島 岳志 氏 

御遠忌法要当日にご活用いただくためのパンフレットを発行いた

しました。今月の月報に同封しておりますので、ご高覧ください。 

なお、御遠忌法要に参拝される方には、当日受付にてお渡しいたし

ます。 

 



○○○○離脱問題学習資料集離脱問題学習資料集離脱問題学習資料集離脱問題学習資料集についてについてについてについて     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○    五日会連続講座五日会連続講座五日会連続講座五日会連続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    

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○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。 

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。 

 

○○○○教務所教務所教務所教務所事務休暇及事務休暇及事務休暇及事務休暇及びびびび事務休止事務休止事務休止事務休止のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

下記の期日につきまして、事務休暇及び事務休止とさせていただきます。 

なお、事務休止期間中は、職員は出勤しておりますが、事務は行いませんのでご承知おきく

ださい。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

○○○○教務所事務休止教務所事務休止教務所事務休止教務所事務休止のおのおのおのお知知知知らせ○らせ○らせ○らせ○    

２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年４４４４月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（土土土土）～）～）～）～５５５５月月月月６６６６日日日日（（（（月月月月））））    

上記の期間、事務休止とさせていただきます。 

２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年５５５５月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（日日日日））））    

上記の期間、五村別院御遠忌法要のため、事務休止とさせていただきます。 

２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年５５５５月月月月１７１７１７１７日日日日（（（（金金金金）～）～）～）～５５５５月月月月１９１９１９１９日日日日（（（（日日日日））））    

上記の期間、長浜別院御遠忌法要のため、事務休止とさせていただきます。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

○○○○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○    

２０１９２０１９２０１９２０１９年年年年５５５５月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（金金金金）、）、）、）、５５５５月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））    

上記の期間、御遠忌法要振替休日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 

 

４月５日（金）に、五村別院にて本年度第２回目

となる「五日会連続講座」を開催しました。この連

続講座は、講師に牧野 豊丸 氏（福井教区 託願寺 

住職）をお招きし、『生死いずべき道』をテーマと

して学びを深めています。 

次回は６月５日（水）に開催されますので、ぜひ

ご参加ください。 
牧野 豊丸 氏 

両別院の御遠忌を機縁として、教区教化委員会から『長浜・五村別

院離脱問題学習資料集』を発行いたしました。本資料集は、住職（寺

族）の方はもとより、責任役員、総代、組門徒会員及び門徒の方々に

もお読みいただけるように、３部を各寺院へ配布いたしますので、回

覧いただきご一読くださいますようお願いいたします。 

また、今後、教区教化委員会にて、本資料を活用した教化事業を計

画しておりますので、資料集の保管には十分ご注意いただきますよう

お願いたします。 



○○○○大通寺大通寺大通寺大通寺本堂本堂本堂本堂正面正面正面正面にににに切切切切りりりり絵作家早川鉄兵氏絵作家早川鉄兵氏絵作家早川鉄兵氏絵作家早川鉄兵氏のののの「「「「障子障子障子障子アートアートアートアート」」」」がががが登場登場登場登場！！！！    

切り絵作家として有名な早川鉄兵氏の「障子アー

ト」が、長浜別院の本堂正面に設置されました。こ

の障子アートは、「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」の記念事業として、

早川氏に制作いただきました。４月２７日（土）か

ら５月２６日（日）まで展示されますので、お誘い

合わせのうえ、ぜひご参拝ください。 

ただし、５月１６日（木）から５月２０日（月）

の期間は、別の場所で展示する場合があります。 

 

○○○○「「「「寺婚寺婚寺婚寺婚シェルジュシェルジュシェルジュシェルジュ」」」」ののののごごごご案内案内案内案内    

名古屋別院では、東別院会館を拠点に結婚相談窓口「寺婚シェルジュ」を立ち上げました。

寺院後継者不足により寺院存続が全国的に危ぶまれる中、その支援活動の一助として、全国の

真宗大谷派のご寺院にご利用いただければ幸いです。また「晩婚化」「未婚化」が社会的に問

題視される昨今、一般の方にもご利用いただける仕組みとなっており、「お寺に興味がある」

「僧侶と出会いたい」方とのマッチングも行います。詳細は同封のチラシをご覧ください。 

【お問い合わせ：名古屋別院社会事業部 浅野/田中 TEL.052-331-9576】 

 

○○○○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    

・五村別院五日会 

１ 開催日 ５月６日（月） 

 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 山田 孝夫 氏（第２１組 禮信寺 住職） 

 ４ 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 

 

・青少幼年教化スタッフ研修会『大人の遊び心講座』 

１ 開催日 ６月４日（火） 

 ２ 時 間 午後７時から午後９時まで 

３ 講 師 清水 洋幸 氏・北崎 圭太 氏（NPO法人アフタフ・バーバン） 

４ 参加費 無料 

 ５ 会 場 大谷会館 講堂 

 

障子アート(長浜別院 本堂) 



長浜教区・五村・長浜別院５月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

5/2(木) 10:00 子ども御遠忌前日準備 長浜別院 

3(金) 10:00 子ども御遠忌 長浜別院 

4(土) 13:30 御遠忌ワークショップ「ひとりぼっちのジャッカル」 長浜別院 

6(月) 

13:00 

14:40頃 

五村別院五日会＜講師：山田 孝夫 氏＞ 

蓮如上人御影道中 五村別院お立ち寄り 

五村別院 

7(火) 

9:10頃 

19:30 

蓮如上人御影道中 長浜別院お立ち寄り 

御遠忌法要出仕者習礼⑦ 

長浜別院 

五村別院本堂 

10(金)  

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

(～12日まで) 

五村別院 

15(水) 19:30 御遠忌法要出仕者習礼⑧ 長浜別院本堂 

17(金)  

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

(～19日まで) 

長浜別院 

21(火) 11:00 永代経祥月法要 長浜別院 

22(水) 

11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

教化委員会「社会研修小委員会」 

五村別院 

大谷会館講堂 

24(金)  教務所事務休暇  

27(月)  教務所事務休暇  

28(火) 14:00 しんらん講座⑥＜講師：高橋 法信 氏＞ 長浜別院 

29(水) 

14:00 

18:30 

19:30 

教化委員会「企画室」 

御遠忌情宣部会議 

暁天講座事前協議会① 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

30(木)  近畿連区推進員研修会(～31日まで) ﾎﾃﾙｾｲﾘｭｳ(大阪) 

6/3(月) 14:00 解放特伝講義録編集会議 大谷会館講堂 

4(火) 19:00 青少幼年スタッフ研修会＜講師：アフタフ・バーバン＞ 大谷会館講堂 

5(水) 

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(木) 14:00 組門徒会研修会講師会 大谷会館講堂 

7(金) 

16:00 

19:30 

寺族研修小委員会 

暁天講座事前協議会② 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

11(火) 14:00 保護司総会 大谷会館講堂 

12(水) 14:00 教化委員会「企画室」 大谷会館講堂 

14(金) 

13:30 

19:30 

教区改編地方協議会「教化専門部会」会議 

部落問題月例学習会 

京都教務所 

五村別院茶所 

 


