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○○○○長浜教区長浜教区長浜教区長浜教区・・・・五村別院五村別院五村別院五村別院・・・・長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌長浜別院宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌【【【【報告報告報告報告】】】】    

  ３月１０日（日）のオープニングイベントから５月１９日（日）までの７１日間にわたる御

遠忌が無事円成いたしました。教区内寺院・門徒の皆さまをはじめ、御遠忌にかかわってくだ

さったすべての皆さまに厚く御礼申しあげます。 

 

【子ども御遠忌－しんらんさまのおくりもの－】 

５月３日（金）に、「子ども御遠忌－しんらんさまのおくりもの－」をお勤めしました。当

日は参加者、スタッフ合わせて約６００名の参加がありました。 

また、境内では伊吹高校書道部による書道パフォーマンス、近江高校吹奏楽部の演奏、けん

玉トリッカーズ、ヒキヤマン、おおたにキッズキャンパスおでかけ隊など、たくさんのゲスト

をお迎えし、親子三世代で過ごす一日となりました。 

 

子ども御遠忌           伊吹高校書道パフォーマンスによる作品 

 

【五村別院での御遠忌法要 5/10～12】 

  

        結願日中                  結願日中  

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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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） 



【長浜別院での御遠忌法要 5/17～19】 

  

大谷暢裕 師(門首後継者)による帰敬式執行            庭儀 

   

庭儀                    庭儀 

 

  

結願日中             大谷暢裕 師(門首後継者)挨拶 

 

   

伊吹御遠忌実行委員長 挨拶                 宮尾教務所長・輪番 挨拶 



○○○○     ２０１８２０１８２０１８２０１８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     

２０１９年１月２１日から２０１９年５月３１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、心より厚く御礼申しあげます。次回は、８月号にてご披露させ

ていただく予定です。 

 

    

    

    

    

    

○○○○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    

・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 

    

・五日会連続講座『生死いずべき道』 

１ 開催日 【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 

 

第１２組 正恩寺 即徃寺 德善寺 第１８組 景流寺 勝傳寺

第１３組 通來寺 第２０組 專明寺

第１４組 德明寺 第２３組 專心寺

第１５組 薫德寺 真行寺 第２４組 恩覺寺

第１６組 恭敬寺 了願寺 德満寺 歸命寺 專福寺 敦賀組 長賢寺 善行寺

第１７組 金蓮寺 浄泉寺 宗元寺 廣善寺 善力寺

『『『『しんしゅうアニメ絵本シリーズ②おしゃかさましんしゅうアニメ絵本シリーズ②おしゃかさましんしゅうアニメ絵本シリーズ②おしゃかさましんしゅうアニメ絵本シリーズ②おしゃかさま』』』』    

            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）    

    

・仏教の祖であるお釈迦さまのご生涯を、やさしい言葉と親しみ

やすいイラストで描いた絵本。 

お釈迦さまはそのご生涯で何を問題にされ、どのような一生を歩

まれたのか、子どもたちにもわかりやすく伝える。 

・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

新刊書紹介！ 



長浜教区・五村・長浜別院６月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

6/4(火) 

14:00 

19:00 

門徒研修小委員会 

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 

大谷会館講堂 

5(水) 14:00 五日会連続講座②＜講師：牧野 豊丸 氏＞ 五村別院 

6(木) 

9:30 

14:00 

長浜別院清掃奉仕（担当組：第18、19、20組） 

組門徒会研修会講師会 

長浜別院 

大谷会館講堂 

7(金) 

16:00 

19:30 

寺族研修小委員会 

暁天講座講師事前学習会① 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

10(月) 15:00 御遠忌事業部総括会（讃仰講演・復興支援班、アトラクション展示班） 大谷会館講堂 

11(火) 16:30 保護司会総会 大谷会館講堂 

12(水) 

9:00 

14:00 

花あかり練習 

教化委員会「企画室」 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

14(金) 

13:30 

19:00 

19:30 

教区改編地方協議会「教化専門部会」会議 

青少幼年小委員会 

部落問題月例学習会 

京都教務所 

大谷会館別館 

五村別院茶所 

17(月) 14:00 解放特伝講義録編集会議    大谷会館講堂 

18(火) 

11:00 

14:00 

永代経祥月法要 

しんらん講座⑦＜講師：高橋 法信 氏＞ 

長浜別院 

長浜別院 

19(水) 

11:00 

19:30 

永代経祥月法要 

暁天講座講師事前学習会② 

五村別院 

大谷会館講堂 

20(木) 

9:30 

13:00 

御遠忌本部会議 

長浜・五村両別院責任役員会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

21(金) 

9:00 

14:00 

花あかり練習 

教化委員会「総会」 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

23(日) 10:00 教区推進員連絡協議会・一道会合同研修会 五村別院茶所 

24(月) 19:30 暁天講座講師事前学習会③ 大谷会館講堂 

25(火) 10:30 教区改編地方協議会 京都教務所 

27(木) 10:00 参事会・常任委員会合同懇談会 大谷会館講堂 

    

○○○○長浜別院夏中長浜別院夏中長浜別院夏中長浜別院夏中のごのごのごのご案内案内案内案内     

７月２日（火）から１０日（水）まで長浜別院夏中をお勤めします。有縁の方お誘いあわせ

のうえ、ご参拝くださるようご案内申し上げます。詳細は同封のポスター・日程表をお確かめ

ください。 


