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○ 門首 の 地位 の 継承 について
このたび、大谷暢顯門首より門首退任の意向が表明されたことを受け、継承審議会が開催さ
れ、２０２０年６月３０日付をもって大谷暢顯門首が真宗大谷派第２５代門首を退任し、翌７
月１日付にて大谷暢裕門首後継者が真宗大谷派第２６代門首に就任することとなりましたの
で、ご報告いたします。

○ 日曜学校巡回 が 開催 されました
８月９日（金）から１０日（土）まで、大谷大
学児童文化研究会の学生による、
『日曜学校巡回』
が開催されました。今年度は教区内の４つの寺院
で開催され、参加した子どもたちは、人形劇を観
たり、レクリエーションをしたりして、とても楽
しそうに遊んでいました。
巡回の様子（第 24 組 來入寺）

○ 長浜 ・ 五村別院 秋季彼岸会 のご 案内
下記のとおり両別院において秋季彼岸会を厳修いたします。秋季彼岸会のポスターを同封し
ますので掲示いただくとともに、お誘いあわせてお参りくださるようお願いいたします。
五村別院 ９月２１日（土）～２３日（月・祝） 午前１０時・午後１時
長浜別院 ９月２４日（火）～２６日（木）

午前１０時・午後１時

五村別院

長浜別院

日 程

講 師

日 程

講 師

9/21(土)

三原 了雲 師（第 22 組 來現寺）

9/24(火)

末信 正寛 師（第 23 組 德恩寺）

9/22(日)

藤元 武 師（第 16 組 蓮澤寺）

9/25(水)

京極 眞了 師（第 12 組 即徃寺）

9/23(月)

藤本 勝 師（敦賀組 高雲寺）

9/26(木)

河﨑 顕祐 師（第 15 組 覺應寺）

○ 長浜 ・ 五村別院 報恩講習礼 の ご 案内
１０月１日（火）に、
「報恩講習礼（しゅらい）
」を長浜別院にて開催いたします。この習礼
では、両別院の報恩講に向けて、基本的な出退作法等の確認が行われます。報恩講に出仕され
る方はぜひご出席くださいますようお願いいたします。
また、両別院の報恩講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。詳細は同封のチラシをご確認ください。

○ 五村別院五日講 をお 勤 めします
１０月５日（土）に、五村別院にて「五日講」をお勤めいたしますので、お誘い合わせのう
え、ぜひご参拝ください。詳細は同封のチラシをご確認ください。
午前の部

午後の部

9:30 勤行

13:00 教如踊り（五村別院文化を守る会）

五村別院「由来書」拝読

13:30 御廟所及び本堂にて勤行

法話

14:30 法話

11:30 終了予定

15:50 終了予定
法話講師 小堀 誓勝 師（第１８組 蓮受寺）

○ 子 ども 報恩講 をお 勤 めします
１０月１９日（土）の午前１０時から、五村別院にて「長浜教区
子ども報恩講」
をお勤めします。
今年は、
「NPO 法人 あそび環境 Museum
アフタフ・バーバン」をお迎えいたします。また、お斎には湖北に
伝わる『お講汁』をご用意いたしますので、ぜひお誘いあわせてお
参りください。詳細は同封の案内・チラシをご確認ください。

○ 御坊 さんお 勤 め 講習会 について
下記のとおり「御坊さんお勤め講習会」を開催いたしますので、ぜひご参加ください。
期 日

内 容

第１回

2019/ 9/18(水)

正信偈・真四句目下

第２回

10/18(金)

文類偈・真四句目下

第３回

11/18(月)

和讃（五十六億七千萬）

第４回

2020/ 3/ 9(月)

念仏讃（淘三）

第５回

4/ 9(木)

念仏讃（淘三）

第６回

5/18(月)

高僧和讃１

第７回

6/18(木)

高僧和讃２

出版コーナー
出版コーナーから

～詳細～
●時 間 10:00～11:30（受付 9:30～）
●会 場 大谷会館 講堂
●会 費 1 回 500 円（年間券 2,500 円）
●持ち物 念珠・肩衣・筆記用具
「真宗大谷派声明集」
または「大谷派声明集 上」
●お問い合わせ 長浜別院
℡0749-62-0054（担当 宮尾）

新刊書紹介

『伝記 親鸞聖人』
親鸞聖人』
定価：本体 1,600
1,600 円（税別）
・浄土真宗の宗祖・親鸞聖人のご生涯を、親しみやすいイラストを
織り交ぜながらやさしくつづった伝記です。各章ごとに聖人の教
えの言葉を意訳付きで紹介しているほか、巻末には略年表、聖人
の足跡、著書、キーワードなどの付録も収載しており、親鸞聖人
について楽しく学びながら、その教えにふれることができます。
青少年から大人まで、
「親鸞聖人ってどんな人？」という方に贈
る一冊です。
・詳細は、長浜教務所（0749-62-0737）までご連絡ください。

○研修会のお
研修会のお知
のお知らせ
●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：
＜２０１９年＞
【第１回】 ９月１８日（水）
【第２回】１０月１８日（金）
【第３回】１１月１８日（月）

２
３
４
５

＜２０２０年＞
【第４回】３月 ９日（月）
【第５回】４月 ９日（木）
【第６回】５月１８日（月）
【第７回】６月１８日（木）

時 間：午後２時から午後４時まで
講 師：高橋 法信 氏（大阪教区 光德寺 住職）
受講料：５００円 年間券２,５００円
会 場：
【第１～３回】五村別院、
【第４～７回】長浜別院

●聖教学習会 テーマ「本願文に聞く」
１ 開催日：
【第１回】２０１９年１０月 ７日（月）
「
『大無量寿経』と本願建立の願い」
【第２回】
１２月 ９日（月）
「国中人天の願－浄土の生活－」
【第３回】２０２０年 ２月２０日（木）
「十方摂化の願－念仏往生－」
【第４回】
４月 ７日（火）
「無窮菩提の願－念仏者の生－」
２ 時 間：午後７時から午後９時まで
３ 講 師：鶴見 晃 氏（教学研究所 所員）
４ 受講料：１,０００円
５ 会 場：大谷会館講堂

●親鸞サークルＳＯＳ テーマ「葬儀式に学ぶ」
❶輪読会
１ 開催日：＜２０１９年＞
【第１回】 ９月１１日（水）
【第２回】１１月１４日（木）
＜２０２０年＞
【第３回】 １月２１日（火）
【第４回】 ３月１０日（火）
２ 時 間：午後７時から午後９時まで
３ 参加費：無料
４ 講読本：
『浄土真宗の葬儀』
５ 会 場：大谷会館講堂

❷講義
１ 開催日：２０２０年５月１２日（火）
２ 時 間：午後７時～午後９時
３ 講 師：狐野 秀存 師（大谷專修学院院長）
４ テーマ：
「葬儀の儀式の意味について」
５ 参加費：５００円
６ 講読本：
『浄土真宗の葬儀』
７ 会 場：大谷会館講堂

※購読本（テキスト）は長浜教務所
で販売しております。

【得度】
〈２０１９年８月４日 受式〉
第１４組 光覺寺 榎

智駿

〈２０１９年８月７日 受式〉
第１９組 還来寺 音羽 慧晟

第１６組 專福寺 粕淵 慎支

以上（敬称略）

長浜教区・五村・長浜別院９月行事予定
期 日

時 刻

行

事

内

容

会 場

14:00 教化委員会「社会研修小委員会」会議

大谷会館講堂

6(金)

14:00 教化委員会「企画室」会議

大谷会館講堂

9(月)

14:00 解放特伝講義録編集会議

大谷会館別館

13:30 一道会定例会

大通寺桜の間

19:00 子ども報恩講スタッフ会議

大谷会館講堂

9/5(木)

10(火)

11:00 五村別院永代経祥月法要

五村別院

11(水)
19:00 親鸞サークル SOS①
12(木)

9:30 教区推進員連絡協議会（役員会）
11:00 長浜別院永代経祥月法要

17(火)

大谷会館講堂
大谷会館講堂

長浜別院

13:30 教区改編地方協議会（教化専門部会）

京都教務所

16:00 准堂衆会総会

大谷会館講堂

10:30 御坊さんお勤め講習会

大谷会館講堂

18(水)
14:00 しんらん講座

五村別院

21(土)

五村別院 秋季彼岸会（～23 日まで）

五村別院

24(火)

長浜別院 秋季彼岸会（～26 日まで）

長浜別院

15:00 企画室課題検討会

大谷会館講堂

19:00 子ども報恩講スタッフ会議

大谷会館講堂

27(金)

19:30 月例部落問題学習会③

大谷会館講堂

30(月)

14:00 御遠忌本部会議

大谷会館講堂

19:00 報恩講習礼

大谷会館講堂

3(木)

13:30 教区改編地方協議会

大谷会館講堂

4(金)

19:00 組教導研修会①

大谷会館講堂

26(木)

10/1(火)

5(土)

9:30 五日講（教如上人 御祥月命日）

五村別院

9:30 花あかり練習

大谷会館講堂

19:00 聖教学習会①

大谷会館講堂

7(月)

