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○○○○聖教学習会聖教学習会聖教学習会聖教学習会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました        

１０月７日（月）に、今年度第１回目となる「聖教学習会」

を大谷会館講堂にて開催いたしました。今年度は講師に教学

研究所の鶴見 晃 氏をお迎えし、「本願文に聞く」をテーマ

に学びを進めております。今回は、「『大無量寿経』と本願建

立の願い」について学びました。次回は１２月９日（月）に

開催いたしますので、ぜひご参加ください。    

 

○○○○子子子子どもどもどもども報恩講報恩講報恩講報恩講をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました    

１０月１９日（土）に、「長浜教区子ども報恩講」を五村

別院で開催しました。今年は、「NPO法人アフタフ・バーバン」

をお迎えし、五村別院の本堂や諸殿、境内を使用して、忍者

修行を行いました。当日は、参加者、スタッフ合わせて１１

３名の参加があり、参加した子どもたちからは、「また来年

も参加したい」という声が聞かれました。 

 

○○○○教区及教区及教区及教区及びびびび組組組組のののの改編改編改編改編にににに関関関関するするするする「「「「組組組組説明会説明会説明会説明会」」」」資料資料資料資料についてについてについてについて    

長浜教区と京都教区の改編についての「組説明会」が各組で開催されますので、万障繰り合

わせて出席くださるようお願いいたします。 

なお、３部同封いたしております『教区及び組の改編に向けて』は、説明資料説明資料説明資料説明資料としてとしてとしてとして使用使用使用使用いいいい

たしますたしますたしますたしますのでのでのでので、、、、一読一読一読一読いただきいただきいただきいただき当日当日当日当日はははは必必必必ずごずごずごずご持参持参持参持参くださくださくださくださいますいますいますいますようおようおようおようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。（不足の

場合は、教務所までご連絡ください） 

また、この時期は、各寺院の報恩講等で、日程調整が難しい時期であるため、どなたでも参

加いただける説明会（第１回 １１月９日（土） 午後７時～・第２回 １２月３日（火） 午

後２時～：説明内容は、組説明会と同様の内容）を、教務所（大谷会館講堂）で開催いたしま

す。組での説明会に出席いただけない場合は、教務所での説明会への参加をお申込みください。

（詳細及び申込書については、月報「１０月号」を参照ください。なお、申込締切については、

１１１１１１１１月月月月２２２２２２２２日日日日までまでまでまで延期延期延期延期いたします） 

 

○○○○真宗本廟真宗本廟真宗本廟真宗本廟御正忌報恩講参拝御正忌報恩講参拝御正忌報恩講参拝御正忌報恩講参拝のごのごのごのご案内案内案内案内    

今年も真宗本廟において、１１月２１日（木）～２８日（木）まで御正忌報恩講が厳修され

ます。有縁の方々をお誘いあわせいただき、ぜひご参詣ください。 

発行日／２０１９年１１月１日 

発行人／長浜教務所長 宮戸 弘 

教務所開所時間 平日9：00～17：30 

 

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） 

 

鶴見 晃 氏 

 

子ども報恩講の様子 



第１２組 第２０組

嚴因寺 法善寺 源海寺 聞信寺 德法寺 理念寺 明照寺 良善寺 宗念寺 善良寺

浄信寺 法雲寺 稱揚寺 正覺寺 真廣寺 長善寺 廣行寺 唯敎寺 西善寺 西入寺

今江寺 崇德寺 皆圓寺 啓福寺 光常寺 專明寺 養本寺 圓光寺 西照寺 白櫻寺

證光寺 聞法寺 本光寺 了信寺 光輪寺 淨信寺 空念寺 覺圓寺

第１３組 第２１組

唯佛寺 善證寺 見瑞寺 德願寺 專了寺 林栖寺 來真寺 明善寺 正信寺 淨流寺

勝專寺 浄蓮寺 栁岸寺 善通寺 長圓寺 慶善寺 念慶寺 常德寺 真願寺 運德寺

念願寺 浄休寺 真入寺 了敬寺 通來寺 浄福寺 入願寺 清休寺 禮信寺 專通寺

福願寺 長樂寺 福念寺 真勝寺 慈圓寺 本覺寺 泉龍寺 願正寺 成真寺 願敎寺

明秀寺 光西寺 西元寺 即法寺 光運寺 第２２組

青蓮寺 聽信寺 入善寺 講善寺 大久寺 來現寺 雲外寺 慈榮寺 要誓寺 專得寺

第１４組 真立寺 正安寺 西源寺 來通寺 通覺寺

皆念寺 通念寺 念力寺 極安寺 満立寺 正傳寺 智源寺 最藏寺 正泉寺 廣福寺

浄休寺 西蓮寺 浄明寺 正賢寺 安立寺 空德寺 浄願寺

第１５組 金光寺 專照寺

持專寺 長源寺 養善寺 田勝寺 宗樂寺 第２３組

了源寺 雲西寺 西福寺 善覺寺 覺應寺 願超寺 正観寺 本光寺 芳澤寺 祐善寺

了念寺 立法寺 保念寺 頓念寺 善福寺 宿善寺

第１６組 圓長寺 浄法寺 西信寺 向源寺 真西寺

圓教寺 願隨寺 圓乘寺 西光寺 岩隆寺 行信寺 勝德寺 存法寺 浄照寺 龍泉寺

了願寺 源光寺 金光寺 歸命寺 專福寺 德恩寺 空観寺 報土寺 專心寺 元龍寺

第１７組 安覺寺 龍山寺

碧藏寺 存光寺 願善寺 願久寺 永勝寺 第２４組

西養寺 宿願寺 浄邦寺 觀行寺 圓樂寺 浄敎寺 覺勝寺 圓行寺 隨願寺 教覺寺

行德寺 充滿寺 本宗寺 梅龍寺 證光寺 猶存寺

第１８組 長照寺 圓常寺 來入寺 報春寺 誓海寺

傳正寺 了西寺 忍法寺 運行寺 極樂寺 樹德寺 明正寺 景好寺

安勝寺 法音寺 養泉寺 満德寺 蓮受寺 敦賀組

光現寺 飯田寺 來生寺 南流寺 珀清寺 量泉寺 西雲寺 西誓寺 永壽寺 眞願寺

行念寺 明法寺 唯願寺 無量寺 稱名寺 高雲寺 浄賢寺

第１９組 願浄寺 高福寺 皆圓寺

西雲寺 法信寺 願應寺 頓證寺 專宗寺

本德寺 覺法寺 西敎寺 真證寺 篠原寺

覺了寺 常善寺 浄國寺 准願寺

○○○○    ２０１２０１２０１２０１９９９９年度年度年度年度宗派宗派宗派宗派経常費完納御礼経常費完納御礼経常費完納御礼経常費完納御礼     

２０１９年７月１日から９月３０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、心より御礼申しあげます。次回は２月号にてご寺院をご披露させていただく

予定です。今後ともよろしくお願い申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「「「「食前・食後のことば食前・食後のことば食前・食後のことば食前・食後のことば    箸袋箸袋箸袋箸袋」」」」        

                定価：本体定価：本体定価：本体定価：本体 606060600000 円（税別）円（税別）円（税別）円（税別）    

    

●「食前・食後のことば」を唱和していただけるよう掲載した箸袋。 

和紙製で高級感があり、お膳に置いたままで「食前・食後のことば」

が読めるように印字されています。食事をとおして、いのちのあり

方を考えるきっかけに、ぜひ皆さんでご唱和ください。 

※お箸は付属しません。別途ホームセンターなどでお求めください。 

●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 



○○○○研修会研修会研修会研修会のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

●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―』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●聖教学習会 テーマ「本願文に聞く」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●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。 

 

 

「御坊さんおつとめ講習会」のご案内 

 期 日 内 容 
～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」 

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 

１ 開催日：   ＜２０１９年＞          ＜２０２０年＞ 

【第３回】１１月１８日（月）  【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）       

  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 受講料：５００円 年間券２,５００円 

   ５ 会 場：【第３回】五村別院、【第４～７回】長浜別院 

１ 開催日：【第２回】２０１９年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 



長浜教区・五村・長浜別院１１月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

11/1(金) 10:00 五村別院 報恩講 五村別院 

5(火) 19:00 第 16組「教区及び組の改編に関する説明会」 金光寺 

6(水) 14:00 解放特伝講義録編集会議 大谷会館別館 

8(金) 19:00 第 21組「教区及び組の改編に関する説明会」 樂入寺 

9(土) 19:00 教区及び組の改編に関する説明会 大谷会館講堂 

11(月) 9:30 御遠忌本部会議 大谷会館講堂 

12(火) 

13:30 

14:00 

19:00 

一道会定例会 

離脱問題学習資料集編集会議 

第15組「教区及び組の改編に関する説明会」 

大通寺桜の間 

大谷会館別館 

大谷会館講堂 

14(木) 

19:00 

19:00 

親鸞サークルＳＯＳ② 

第24組「教区及び組の改編に関する説明会」 

大谷会館講堂 

來入寺 

15(金) 13:30 教化委員会「企画室」③ 大谷会館講堂 

18(月) 

10:00 

14:00 

御坊さんお勤め講習会③ 

しんらん講座③（講師：高橋法信 氏） 

大谷会館講堂 

五村別院 

19(火) 

11:00 

13:30 

14:00 

19:00 

長浜別院 永代経祥月法要 

敦賀組「教区及び組の改編に関する説明会」 

教化委員会「企画室課題検討会」⑤ 

第14組「教区及び組の改編に関する説明会」 

長浜別院 

萬象 

大谷会館講堂 

浄圓寺 

20(水) 

11:00 

19:00 

五村別院 永代経祥月法要 

第18組「教区及び組の改編に関する説明会」 

五村別院 

蓮臺寺 

21(木) 

 

19:00 

御正忌報恩講（～28日） 

第12組「教区及び組の改編に関する説明会」 

真宗本廟 

法善寺 

22(金) 

19:00 

19:30 

第 20組「教区及び組の改編に関する説明会」 

月例部落問題学習会⑤ 

西照寺 

大谷会館講堂 

12/2(月) 9:30 花あかり練習 大谷会館講堂 

3(水) 14:00 教区及び組の改編に関する説明会 大谷会館講堂 

 


