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○教務所長巡回資料について 

本年度から、教区・両別院2019年度決算書及び2020年度

予算書並びに、可決した規則については、教区のホームペー

ジにて公開いたします。ホームページの「資料タグ」からご

確認いただけます。また、教務所にて閲覧及び、コピーが可

能ですので、必要な場合は、お申し出ください。 

なお、昨年度の議会から新たに制定・変更された規則を、

今月の月報に同封しておりますので、ご確認ください。 

（長浜教区ホームページURL http://www.daitsuji.or.jp/） 

 

○「共学研修院」 第１期生の募集について 

本年度より、「長浜教区 共学研修院」を開設いたしま

す。この「共学研修院」は、長浜教区における課題の一

つであった「僧侶（特に若手・新人）の育成」及び、「法

話のできる僧侶」「僧侶（伝道者）としての心得」「基礎

的な学習」に重点を置いております。 

聞法・学習・発表を基調とし、宗祖としての親鸞聖人

の教えに聞き歩む「念仏者の誕生」に重点を置き、集中

的に自らの学習を深める場といたします。また、朋友と

共に学ぶことの意義を共有し、「講義」「攻究」「演習」「法

話実習」を通して真宗念仏者としての基本姿勢を養いま

す。１０月１日（木）より、第１期生の募集を開始いた

しますので、ぜひご応募ください。詳細にかかるお問い

合わせは、教務所（永井）までご連絡ください。 
 

研修期間：3ヶ年（2020年12月～2023年6月） 

研修日時：隔週金曜日19:00～21:00（原則） 

募集人数：10名 ※定員になり次第締め切ります。 

対  象：「開催趣旨」に賛同し、意欲をもって共に真宗教学を学び、真の朋友との値遇を

求めて止まない者。原則として長浜教区内の50歳以下の有教師。 

     ※「開催趣旨」をご理解いただいたうえで、坊守・門徒の方も可とします。 

研修費用：長浜教区から助成（但し、学習資料・宿泊研修等の実費は自己負担） 

応募書類：①共学研修院参加申込書 ②レポート「私のねがい」 

発行日／２０２０年９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） 

資料タグ 



○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。今年は午前中のみの日程で執り

行います。ご参拝の際は、体調に充分ご注意いただき、マスクの着用をお願いいたします。 

また、新型コロナウイルスの感染状況により、日程及び内容を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すようお願い申しあげます。 

●五村別院 ９月１７日（木）～１９日（土）〔勤行10:00～10:30 法話10:30～11:50〕 

●長浜別院 ９月２４日（木）～２６日（土）〔勤行10:00～10:30 法話10:30～11:50〕 
  

五村別院 長浜別院 

日 程 講 師 日 程 講 師 

9/17(木) 藤本  有  師（第 21 組 浄福寺） 9/24(木) 古松 了祐 師（第 23 組 頓念寺） 

9/18(金) 千田 洋文 師（第 17 組 念相寺） 9/25(金) 竹中 慈祥 師（第 12 組 真廣寺） 

9/19(土) 橘  善證 師（第 23 組 願超寺） 9/26(土) 秦  信映 師（第 24 組 明德寺） 

 

○五村別院「五日講」をお勤めします 

１０月５日（月）に、五村別院にて「五日講」をお勤め

いたします。ご参拝の際は、体調に充分ご注意いただき、

マスクの着用をお願いいたします。 

また、状況により、日程及び内容を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すようお願い申し

あげます。 

 

日 程 

13:30 御廟所及び本堂にて勤行 

     引き続き、五村別院「由来書」拝読      

14:30 法話（2 席） 

16:15 終了予定 

法話講師：近藤 龍麿 師（岐阜県大垣市 廣専寺） 

「親鸞の主著 『教行信証』の世界」  

    定価：本体 1,600 円（税別） 
 

●宗祖親鸞聖人の主著であり、浄土真宗の根本聖典とされる『教行信

証』。本書は、この『教行信証』制作において親鸞聖人が担った課題、

著述にあたって聖人がとった独特な方法論などを読み解き、そこに

書き残された〝凡夫が仏に成る〟仏道を尋ねる。『教行信証』を読む

ための視座をたしかめる一冊。 

●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 



○指定同朋の会サポート事業について 

長浜教区では、「指定同朋の会サポート事業」を実施い

たします。このサポート事業は、同朋会運動の願いを念

頭におき「同朋の会の結成」ならびに「お寺の活性化と

充実」を目指すものであり、主体的に当事業を受け止め

ていただける寺院・地域・組に対し、教導・補導を派遣

します。 

また、同朋の会が未結成の寺院や結成後活動が停滞・

休止している寺院などに対して、教区から当事業を実施

されるよう個別に働きかけを行います。 

２０２０年度は、教区内の５ヶ寺（地域）を上限に開

催いたします。開催を希望されるご寺院は、１０月末ま

でに教務所まで、お申し込みください。 

 

○「コロナとのつきあい方滋賀プラン」について 

滋賀県のホームページには、「コロナとのつきあい方滋賀プラン」が公開されています。各

寺院での法要・行事等にご活用ください。 

（滋賀県ホームページURL https://www.pref.shiga.lg.jp/） 

 
   
【住職任命】 

〈２０２０年６月２８日 任命〉 

第２０組 西照寺 玉樹 崇 

   

【得度】 

〈２０２０年６月２３日 受式〉 

第１２組 稱揚寺 岸邉 尽       第１４組 授法寺 長田 和士 

 

〈２０２０年８月４日 受式〉 

第１８組 蓮臺寺 鎌足 奈緒    第１８組 蓮臺寺 鎌足 瑛太郎 

第１８組 蓮臺寺 鎌足 凌士郎   第１８組 玄龍寺 八島 寛子 

第１８組 玄龍寺 八島 隆槙    第２０組 唯行寺 花岡 星子 

第２０組 唯行寺 花岡 安珠    第２０組 唯行寺 花岡 柊生 

第２１組 禮信寺 吉田 幸世    第２１組 本覺寺 伊吹 美紀 

第２１組 本覺寺 伊吹 雅翔    第２１組 泉龍寺 藤   一心 

 

〈２０２０年８月７日 受式〉 

第１２組 真廣寺 竹中 詩     第１８組 即心寺 水口 諦 

第１８組 明法寺 長井 結信    第２２組 真宗寺 仲西 裕真 

第２４組 殘景寺 箭内 祐紀    敦 賀 組 願通寺 稲倉 智世菜  

 以上（敬称略） 



長浜教区・長浜・五村別院 2020 年 9 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

9/1(火) 14:00 教学教化部門会議① 大谷会館講堂 

2(水) 19:00 青少幼年部門会議② 大谷会館講堂 

7(月) 13:00 教区坊守会 常任委員会 大谷会館別館 

10(木) 14:00 教化本部会議② 大谷会館講堂 

11(金) 9:30 教区推進員連絡協議会 役員会① 大谷会館講堂 

12(土) 13:00 教務所長巡回（第12組） 真廣寺 

15(火) 
11:00 

14:00 

長浜別院 永代経祥月法要 

教化委員会企画室（作業部会）① 

長浜別院 

大谷会館講堂 

16(水) 11:00 五村別院 永代経祥月法要 五村別院 

17(木) 
10:00 

14:00 

五村別院 秋季彼岸会（～19日まで） 

教化委員会企画室③ 

五村別院 

大谷会館講堂 

18(金) 14:00 講座研修部門会議② 大谷会館講堂 

20(日) 14:00 帰敬式法座スタッフ事前研修会⑩ 大谷会館別館 

24(木) 
10:00 

14:00 

長浜別院 秋季彼岸会（～26日まで） 

教化委員会企画室（作業部会）② 

長浜別院 

大谷会館講堂 

26(土) 19:00 教務所長巡回（第24組） 了覺寺 

29(火) 14:00 教区婦人会 総会 大谷会館講堂 

10/1(木) 
10:00 

13:30 

教化委員会企画室④ 

教化委員会企画室（作業部会）③ 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

5(月) 13:30 五日講（教如上人 御祥月命日） 五村別院 

8(木) 19:00 組教導連絡協議会① 大谷会館講堂 

9(金) 13:30 報恩講準備連絡会 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。何卒ご了承くださいますようお願いいたします。 


