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明けましておめでとうございます。 

本年も何卒よろしくお願い申しあげます。 

長浜教務所 所員一同 
  

○共学研修院が開講されました 

【第一期 研修院生（2020～2022年度）】 

 
  １２月１１日（金）に、共学研修院の開講式が行われました。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。当日は、主幹の

黒田 進 師（第１４組 満立寺）より、共学研修院の設立にかかる願いについてお話をいただ

きました。 

 

○おえかきコンテスト「デザインなむ」について 

長浜教区では、毎年１０月に五村別院にて「子ども報恩講」

を開催しておりますが、今年度は新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、お休みといたしました。そこで、三密にならない

新たなかたちとして、長浜教区教化委員会青少幼年部門では、

リモート企画として、おえかきコンテスト「デザインなむ」を

開催いたします。ぜひ、この機会にご参加いただき、寺院での

教化活動や日曜学校などでご活用いただければ幸いです。 

詳細については、同封の案内チラシをご覧ください。 

 名前 組 所属寺 

1 禿子 慈孝 第13組 通來寺 

2 神坂 恵行 第14組 浄圓寺 

3 河﨑 顕祐 第15組 覺應寺 

4 蜂屋 良生 第16組 徳満寺 

5 多賀 英樹 第19組 念信寺 

6 堀  匠 第20組 圓光寺 

7 伊藤 真希 第21組 真願寺 

8 木村 智明 第22組 雲外寺 

9 川那部龍司 第24組 浄敎寺 

10 美濃部俊道 第24組 來入寺 
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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。 
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（スマートフォン対応） 



○教区会議長、教区門徒会会長挨拶 

毎年１月に開催しておりました新年互礼会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止

といたしました。互礼会での挨拶に代えて、教区会議長及び教区門徒会会長の新年にあたっての

挨拶を掲載いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「２０２１年 新年の誓い」 

                    長浜教区門徒会会長 中村
なかむら

 秀男
ひ で お

 
 

コロナ禍に世界が翻弄された一年が間もなく終わり、希望に輝く新しい年が始まろうとしています。

この未曽有の危機を、一刻も早く終息させ、いかに実り多い一年を築きあげていくか！ 

その役割を担うのは、決して国や、行政ばかりではなく、私たち一人ひとりの生き方の集積が未来

を決めるのだと確信しています。 

私たち真宗大谷派では、１１月２０日、２４年ぶりに「門首継承式」が執り行われ、私も当日真宗

本廟御影堂の最前列席で列席させていただきました。第２６代門首大谷暢裕氏はこの継承式で「念仏

の教えを世界中に届け同朋社会を顕現するという宗門の使命を果たすべく共に歩む」と表白＜宣誓＞

されました。また、日本語、英語、ポルトガル語の三か国語で力強く挨拶され、大変感激いたしまし

た。 

長浜教区は、永年の夢でありました教学研鑚機関「長浜教区共学研修院－真の朋友と値遇を求めて

－」を発足させ、また、２０２３年の宗祖親鸞聖人御誕生八百五十年、立教開宗八百年慶讃法要に向

けて新たな一歩を踏み出す大変重要なスタートの年であります。その中で、私たちは親鸞聖人が明ら

かにしてくださり、連めんと相続してきた「念仏の教え」を今後ともそれぞれのお寺で、家庭で身を

もって伝え、未来に向けた新たな伝統を生み出す一年となりますよう、共に進もうではありませんか！ 

「新年にあたって」 

                        長浜教区会議長 曽我
そ が

 謙
けん

成
じょう

 
 

「汝、起ちて更に衣服を整うべし」と、宮城顗師が２００５年「宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌真宗

本廟お待ち受け大会記念講演」で、また楠信生師が２０１８年「長浜教区同朋大会」で、講題としてお

話をくださいました。あなたは、安穏とした座にすわり込んで、問いを忘れてしまってはいないかとい

うことでしょう。 

一年前には思いもしなかった、新型コロナウイルス感染拡大という状況が地球全体を覆い、人間の活

動様式を大きく変える事態になりました。今まで当たり前としてきたことが根底からひっくり返ること

となり、寺・教区・大谷派を取り巻く環境は厳しい状況です。 

しかしながら、人口減少・門徒数の減少・寺や宗教への離反など様々な苦難の状況は、今に始まった

ことではありません。私たちの実際は、閉塞感に満ちた不安に陥ったことを嘆いているに過ぎないので

はないでしょうか。「寺は何のためにあるのか」の問いに立ち返り、『念仏の教えが伝わる』場を創造し

ていく一年にしてまいりたいと存じます。なにとぞご支援ご協力をお願いいたします。 



○「親子で受式する帰敬式法座」のご案内 

「帰依三宝」をテーマに据え「日曜学校」や「子ども会」に参加

されている子ども（小学生高学年）さんが、保護者と一緒に「おか

みそり」を受式していただくことに主眼を置くと同時に、子どもと

一緒に仏さまの教えを聞き学ぶ「連続講座」を開きます。各法座で

は、楽しいレクリエーションを通して、仏さまの教えにあってもら

う「体験型」の学びといたしますので、ぜひご応募ください。 

 

○宗派経常費年末完納について 

２０２０年度の宗派経常費年末完納締切が２０２１年１月２０日（水）までとなります。何

卒ご完納いただきたくよろしくお願い申しあげます。 

 

○2020年度 得度事前学習会の開催について 

昨年度より真宗大谷派教師試験検定の考査内容として、声明の実技試験が付加されました。

教師試験検定を受験予定の方につきましても、研鑚の場として、得度事前学習会を聴講いただ

くことができますので、ご希望がございましたら、併せてお申込みくださいますようお願いい

たします。詳細は、同封の案内をご覧ください。 

 

○研修会のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「共学研修院」公開講座 

１ 開催日：【第２回】２月１９日（金） 第二章「発心」 

【第３回】４月 ２日（金） 第三章「道を求めて①」－懸命の修学－ 

【第４回】６月 ４日（金） 第四章「道を求めて②」－六角堂参籠－ 

２ 時 間：午後７時～午後９時 

３ 講 師：黒田 進 氏（第１４組 満立寺 前住職） 

４ 参加費：無料 

５ 持ち物：テキスト『宗祖親鸞聖人』、念珠、勤行本、真宗聖典、筆記具、マスク等 

６ 会 場：大谷会館講堂 

 

●青少幼年教化スタッフ研修会 

１ 開催日：１月３０日（土） 

２ 時 間：午後２時～午後５時 

３ 講 師：江馬 雅臣 氏（青少幼年センター 幹事） 

４  テーマ：「青少幼年教化と私」 

５ 参加費：無料 

６ 持ち物：勤行本、念珠、筆記具、マスク等 

７ 会 場：大谷会館講堂 



長浜教区・長浜・五村別院 2021 年 1 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

1/7(木)  教務所事務始め  

8(金) 19:00 共学研修院「ゼミ」① 大谷会館別館 

14(木) 13:30 教化委員会① 大谷会館講堂 

18(月) 14:00 部落差別問題協議会常任委員会③ 大谷会館講堂 

19(火) 
11:00 

19:00 

長浜別院 永代経祥月法要 

青少幼年部門会議⑥ 

長浜別院 

大谷会館講堂 

20(水) 
9:30 

11:00 

推進員連絡協議会 役員会 

五村別院 永代経祥月法要 

大谷会館講堂 

五村別院 

22(金) 13:30 長浜・五村両別院責任役員会 大谷会館講堂 

23(土) 
10:00 

13:30 

文化財保護デーに伴う消防訓練 

帰敬式法座Movie班作業部会 

長浜別院 

大谷会館講堂 

25(月) 19:00 これからの仏事を考える学習会① 大谷会館講堂 

26(火) 13:30 教化委員会 企画室⑥ 大谷会館講堂 

29(金) 
13:30 

19:00 

地方協議会専門部会 

共学研修院「ゼミ」② 

大谷会館講堂 

大谷会館別館 

30(土) 14:00 青少幼年教化スタッフ研修会（講師：江馬 雅臣 氏） 大谷会館講堂 

31(日) 13:30 帰敬式法座スタッフ事前研⑭ 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。 

 

○「新型コロナウイルス感染症に関する寺院・教会ガイドライン」について 

このたび、本山にて作成されたガイドラインは、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的

対処方針」をはじめとする政府の対処方針を踏まえて、寺院において、ご門徒や地域等への感

染防止に努めつつ、寺院活動を継続するための感染防止の考え方や例示等を取りまとめたもの

ですので、必要に応じてご活用ください。 

なお、本ガイドラインは、宗派ホームページにも掲載されており、今後は『真宗』誌にも掲

載を予定しておりますので、ご承知おきください。 

 

○教務所事務休暇のお知らせ 

 

 

 

 

２０２０年１２月２８日（月）～２０２１年１月６日（水） 

上記の期間、年末年始事務休暇とさせていただきます。 

緊急連絡先 長浜教務所携帯電話 ０８０-６１２１-０７３７ 


