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○新型コロナウイルス感染防止に向けた取り組みについて 

  現在、新型コロナウイルス感染症について、各種報道のとおり、世界的な感染拡大が深刻化

し、国内全都道府県を対象として緊急事態宣言が発令されています。 

真宗大谷派においては、これまで、本年５月６日までを一旦の期限とした本件に対する対応

方針をお知らせいたしましたが、さらに継続して次のとおり対応いたしますので、何卒ご理解

とご協力を賜りますようお願い申しあげます。 

  なお、本方針はいずれも現時点（５月７日現在）における決定内容であり、状況に応じて変

更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、内容に変更があった場合は随

時お知らせさせていただきます。 

 第３報（2020年5月7日更新版） 

１ 真宗本廟（東本願寺）及び大谷祖廟にご参拝の方へ 

① 真宗本廟（東本願寺）（５月３１日まで） 

・御影堂門・阿弥陀堂門の開門時間を午前６時３０分、閉門時間を午後５時にいたします。 

・晨朝法要の開始を午前７時３０分にいたします。 

・法話は休止といたします。 

・真宗本廟収骨・帰敬式の受付を休止といたします。 

 

② 大谷祖廟事務所・東大谷墓地事務所（５月３１日まで） 

・納骨・読経等の受付を休止といたします。 

・親鸞聖人御廟ならびに東大谷墓地へはご参拝いただけます。  

 

ご参拝の際は、マスク着用、咳エチケットや手洗い・うがいの励行など、十分な予防対策を

施してご参拝くださいますようご協力をお願いいたします。 

 

２ 「御歴代御命日」等主な法要について 

団体参拝等の参拝者の積極的な受け入れは行わず、諸法要のみ御影堂・阿弥陀堂にてお勤め

（内勤め）させていただきます。 

また、諸法要における一般出仕の受け入れ停止期間を５月３１日まで延長いたしますので、

ご了承ください。 

 

３ 渉成園（枳殻邸）の臨時閉園について 

  真宗本廟（東本願寺）の飛地境内地である渉成園（枳殻邸）の臨時閉園期間を５月３１日ま

で延長いたします。 
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４ 真宗本廟奉仕について 

原則的な受け入れ停止期間を５月３１日まで延長いたします。 

６月以降について、入館をご希望の団体がある場合は、感染拡大の状況を見極めつつ受け入

れを決定いたします。 

 

５ 「住職修習・住職任命式」、「得度式」について 

① 「住職修習・住職任命式（５月２６日から２８日まで）」について 

中止とさせていただきます。 

 

② 「得度式（６月２３日）」について 

受式者へのマスクの支給、消毒液の各所設置など、十分な予防対策を講じた上で実施いた

します。なお、状況により中止する場合があります。 

 

６ 「安居（７月１７日から３１日まで）」について  
２０２０年安居を中止とさせていただきます。  
※本年予定しておりました安居の内容は２０２１年に実施する予定です。  

 

７ しんらん交流館の休館について 

しんらん交流館は、５月３１日まで休館させていただきます。また、しんらん交流館内のレ

ストラン・オリゾンテは、当面の間、休業いたします。 

 

８ 東本願寺いのちとこころの相談室について 

  「東本願寺いのちとこころの相談室」は、日時を短縮し開室いたします。 

TEL ０７５-３７１-９２８０ 開室日時：毎月第1・第3木曜日の13時から16時まで。 

 

９ その他諸行事の中止（又は延期）について 

・東大谷万灯会（8月14日～16日）：中止    

 

10 長浜教務所について 

５月７日より通常通り業務を行います。ただし、５月末までは、新型コロナウイルス感染防

止のため、１１時３０分から１２時３０分まで教務所を閉所し、消毒及び換気を行います。ま

た、予防対策として来客時のお茶出しを行いませんので、ご了承ください。 

 

11 長浜別院について 

５月１３日から業務及び諸殿拝観について通常通り行います。 

６月４日の組別清掃奉仕（第１２組・第１３組・第２４組）は中止といたします。 

 

12 法要（葬儀・法事等）における新型コロナウイルス感染症の感染防止に向けての宗派指針について【別紙参照】 

新型コロナウイルス関連記事（『真宗５月号』教団の動きP2～4）等もご覧ください。 



○教区会議員選挙について 

任期満了に伴う教区会議員選挙の当選人が決定したので、お知らせします。 

（組順・敬称略 任期：２０２０年４月２４日～２０２２年１２月２３日） 

組 名 寺院名 氏 名 
 

組 名 寺院名 氏 名 

第１２組 光圓寺 髙堂  祐眞 
 

第１９組 正福寺 笹原  弘正 

第１３組 光西寺 一色   孝 
 

第２０組 光輪寺 足利  弘樹 

第１４組 福泉寺 東谷   智 
 

第２１組 浄福寺 藤本   有 

第１５組 養善寺 常盤  孝信 
 

第２２組 空德寺 朝山  憲雄 

第１６組 蓮澤寺 藤元   武 
 

第２３組 空観寺 筧   浩雄 

第１７組 觀行寺 法雲  俊邑 
 

第２４組 猶存寺 髙橋  宗明 

第１８組 蓮光寺 筧    承 
 

敦 賀 組 唯願寺 髙岡   淳 

 

○組教導（同朋の会教導）の改選について 

各組にて組教導（同朋の会教導）が選定されましたので、お知らせします。 

（組順・敬称略 任期：２０２０年４月１日～２０２２年１１月３０日） 

組 名 寺院名 氏 名 
 

組 名 寺院名 氏 名 

第１２組 聞法寺 雲根  隆敏 
 

第１９組 西雲寺 竹ヶ鼻 和友 

第１３組 光了寺 有賀  欣哉 
 

第２０組 專明寺 瀨邊   亨 

第１４組 浄休寺 伊藤   均 
 

第２１組 髙德寺 脇坂  高峰 

第１５組 淨琳寺 藤谷   彰 
 

第２２組 正安寺 藤本  永照 

第１６組 德満寺 蜂屋  良生 
 

第２３組 宿善寺 井口  昭宏 

第１７組 福順寺 蟻溪  亮太 
 

第２４組 來入寺 美濃部 俊裕 

第１８組 傳正寺 達伊  篤之 
 

敦 賀 組 無量寺 香室  暢昭 

 

「宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌 音楽法要[楽譜]」  

    定価：本体 1,100 円（税別） 
 

●宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌を御縁として新実徳英氏が作曲し

た音楽法要曲は、今も毎年の真宗本廟報恩講にて厳修されていま

す。本山のみではなく、全国の別院・寺院教会においても、僧侶・

門徒が共にお勤めできるよう編成されています。 

●詳細は、長浜教務所（0749-62-0737）までご連絡ください。 

出版コーナーから 新刊書紹介 



長浜教区・五村・長浜別院 2020 年 5・6 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

5/8(金) 9:30 花あかり会議 大谷会館別館 

13(水) 14:00 臨時教区会（組織会） 大谷会館講堂 

14(木) 14:00 企画室課題検討会⑫ 大谷会館講堂 

15(金) 13:30 坊守会編集委員会 大谷会館別館 

19(火) 11:00 長浜別院 永代経祥月法要 長浜別院 

20(水) 11:00 五村別院 永代経祥月法要 五村別院 

21(木) 14:00 参事会・常任委員会 大谷会館講堂 

22(金) 

9:30 

13:30 

14:30 

教区推連協役員会 

両別院院議会（臨時） 

両別院常議員会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

24(日) 14:00 帰敬式法座 大谷会館講堂 

29(金) 13:30 長浜・五村別院建造物修復整備委員会 総会 大谷会館講堂 

6/1(月) 14:00 教化委員会 総会（現委員） 大谷会館講堂 

4(木) 9:30 花あかり会議 大谷会館別館 

8(月) 14:00 組門徒会研修講師会 大谷会館講堂 

14(日) 14:00 教区坊守会 総会 大谷会館講堂 

16(火) 
11:00 

16:30 

長浜別院 永代経祥月法要 

保護司会（総会） 

長浜別院 

大谷会館講堂 

17(水) 11:00 五村別院 永代経祥月法要 五村別院 

25(木) 14:00 教化委員会 総会（新委員） 大谷会館講堂 

※上記「行事予定」につきましても、新型コロナウイルス感染状況により中止になる場合がございます。

ご承認いただきますようお願いいたします。 

 

○研修会の中止について 

新型肺炎（コロナウイルス）の感染拡大に伴う教区の対応として、下記研修会を中止いたし

ますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。 

記 

日程 講座・研修会 会場 主催等 

6/26(金) 月例部落問題学習会⑫ 大谷会館講堂 教区 

 


