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○ ２０２０年度宗派経常費年末完納御礼 

 ２０２０年１０月１日から２０２１年１月２０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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「これからの仏事を考える学習会」を開催しました 

 １月２５日（月）に、今年度第１回目となる「こ

れからの仏事を考える学習会」を開催しました。

『浄土真宗の葬儀』（東本願寺出版）をテキスト

とし、輪読による自主学習会を行っています。自

主学習会では、素朴な疑問や活発な意見が飛び交

い、大切な問いを共に確かめ合うことができまし

た。なお、５月２６日（水）には、講師に狐野 秀

存 氏（大谷專修学院長）をお迎えし、研修会を

開催いたしますので、ぜひご参加ください。 

 

発行日／２０２１年２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） 
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自主学習会の様子 



○春の法要「真宗本廟お待ち受け大会・本廟創立七百五十年記念大会」
及び「お待ち受け記念講演会・シンポジウム」の参拝・一般出仕の
受入れ中止について 
２０２３年にお迎えする「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」のお

待ち受けとして、「真宗本廟お待ち受け大会・本廟創立七百五十年記念大会」を開催する予定

でしたが、このたび１１都府県に対して新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出された

ことに鑑み、インターネット配信を主として開催することに内容を変更いたしました。 

つきましては、お待ち受け大会を宗派ホームページの「東本願寺公式YouTubeチャンネル」

にてライブ配信を行いますので、是非ともご視聴いただき、ご参加くださいますようお願い申

しあげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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、中止といたしました。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」を開催しております。ぜひ、

この機会に寺院での教化活動や日曜学校などでご活用ください。 

なお、詳細は、同封のチラシをご参照ください。 

 

〇「真宗のつどい」開催中止について 

２０２１年２月１４日（日）に開催を予定しておりました「真宗のつどい」は、新型コロナ

ウイルス感染拡大防止のため、中止といたします。参加をご予定いただいていた皆さまには、

大変心苦しく存じますが、何卒ご理解賜り、有縁の方々にもご連絡いただきますようお願い申

しあげます。 

（１）お待ち受け記念講演会・シンポジウム 

◆開催日時 ２０２１年４月４日（日） 13:30～17:00 

◆会  場 真宗本廟 御影堂 

◆出 演 者 基調講演・パネリスト  山極 寿一 氏（京都大学名誉教授） 

      シンポジウムパネリスト 小原 克博 氏（同志社大学神学部教授） 

           シンポジウムパネリスト 楠  信生 氏（真宗大谷派教学研究所長） 

           コーディネーター       一楽  真 氏（大谷大学教授） 
 

（２）真宗本廟お待ち受け大会・本廟創立七百五十年記念大会 

◆開催日時 ２０２１年４月５日（月） 10:00～12:30 

◆会  場 真宗本廟 御影堂・御影堂門 

◆記念法話 池田 勇諦 氏（真宗大谷派講師、同朋大学名誉教授） 
 

（３）サテライト会場について（詳細は月報「３月号」にてお知らせします） 

ご自宅でインターネット配信を視聴できない方を対象に、４月４日と５日の両日、大谷

会館講堂をサテライト会場として設置しますのでご参加ください。 



○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（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、参加者数によっては、 

会場を変更する場合がありますので、ご承知おきください） 

 

●これからの仏事を考える学習会 

❶輪読会 

１ 開催日：【第２回】３月１２日（金） 

２ 時 間：午後７時～午後９時 

３ テーマ：「葬儀式に学ぶ」 

４ 参加費：無料 

５ 講読本：『浄土真宗の葬儀』 

６ 会 場：大谷会館講堂 

 

●月例部落差別問題学習会 

１ 開催日：【第１回】３月２６日（金）「なぜ大谷派では部落差別問題に取り組むのか」 

       【第２回】４月２３日（金）「開催趣旨文に学ぶ①」 

      【第３回】５月２８日（金）「開催趣旨文に学ぶ②」 

      【第４回】６月２５日（金）「長浜教区における現状と課題」 

２ 時 間：午後７時～午後９時 

３ 参加費：無料 

４ テキスト：『部落問題学習資料集』 

『2020年度教務所長各組巡回資料』（お持ちでない方は貸出可） 

５ 会 場：大谷会館講堂 

❷講義 

１ 開催日：５月２６日（水） 

２ 時 間：午後７時～午後９時３０分 

３ 講 師：狐野 秀存 氏（大谷專修学院長） 

４ テーマ：「葬儀式に学ぶ」 

５ 参加費：５００円 

６ 会 場：大谷会館講堂 

 

●五日会連続講座 

１ 開催日：【第１回】３月５日（金） テーマ「いのちは誰のものか」 

【第２回】４月５日（月） テーマ「私は南無阿弥陀仏でできている」 

【第３回】６月４日（金） テーマ「念仏申す生活」 

２ 時 間：午後２時～午後４時 

３ 講 師：狐野 やよい 氏（三重教区 西恩寺 衆徒） 

４ 受講料：５００円 

５ 会 場：五村別院 

 



長浜教区・長浜・五村別院 2021 年 2 月行事予定 

 期 日 時 刻 行  事  内  容 会 場 

2/3(水) 9:30 花あかり会議 大谷会館別館 

4(木) 10:00 花あかりスタッフ会 大谷会館別館 

5(金) 19:00 共学研修院「ゼミ」③ 大谷会館別館 

8(月) 
13:30 

13:30 

第2回近畿連区坊守会委員会 

一道会定例会 

Zoomによる会議 

長浜別院桜の間 

9(火) 19:00 青少幼年部門会議⑦ 大谷会館講堂 

10(水) 14:00 門徒会研修講師会打ち合わせ 大谷会館講堂 

12(金)  大通寺馬酔木展（～4/18まで） 長浜別院 

13(土) 13:30 得度自主学習会 大谷会館講堂 

15(月) 
9:30 

13:00 

教区坊守会 常任委員会 

教区坊守会 二役会 

大谷会館講堂 

大谷会館講堂 

16(火) 
11:00 

13:30 

長浜別院 永代経祥月法要 

教化委員会 企画室⑧ 

長浜別院 

大谷会館講堂 

17(水) 
11:00 

19:30 

五村別院 永代経祥月法要 

部落差別問題研修会講師会 

五村別院 

大谷会館講堂 

19(金) 
13:30 

19:00 

若者教化教区代表者協議会inZoom 

共学研修院 公開講座② 

Zoomによる会議 

大谷会館講堂 

20(土) 13:30 帰敬式法座スタッフ事前研修会⑮ 大谷会館講堂 

22(月) 13:30 教区坊守会 近畿連区坊守会実行委員会 大谷会館講堂 

28(日) 13:30 帰敬式法座 本講座①事前打ち合わせ会 五村別院 

 
※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。 

    
【住職任命】 

第２２組 真宗寺 仲西 裕専〈２０２０年１０月２８日 任命〉 

第１９組 常善寺 河村 道明〈２０２０年１２月１３日 任命〉   以上（敬称略） 


