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○青少幼年教化スタッフ研修会を開催しました
１月２２日（土）に、
「青少幼年教化スタッフ研修会」
を開催しました。講師には、佐賀枝 夏文 氏（青少幼
年センター研究員）をお迎えし、
「子どもたちに何を伝
え、何を受けとるのか」というテーマでお話しいただ
きました。
真宗大谷派の青少幼年教化の歴史、また、先生ご自
身が子どもたちと向き合ううえで大切にされているこ
とを教えていただき、青少幼年教化における様々な課
佐賀枝 夏文 氏

題についてあらためて考える機会となりました。

○教区及び組の改編に関する「組説明会」開催について
長浜教区と京都教区の改編についての「組説明会」を、２月２１日から４月１５日までの間
に、組ごとに開催するため、現在、日程の調整を行っています。
「組説明会」の開催日は、２
月中旬頃に決定し、組長様から通知されますので、万障繰り合わせて出席くださるようお願い
いたします。
（組での説明会に出席いただけない場合は、教務所（大谷会館講堂）での説明会
に参加ください）
なお、教務所での説明会の参加方法及び資料「教区及び組の改編に向けて（VOL.2）
」につ
いては、次号にてご通知いたします。
記
１ 開 催 日

組主催の説明会に出席できない場合は、２回開催の内のいずれかに参加ください。
【第１回】 ３月１９日（土） 午後７時から
【第２回】 ４月１１日（月） 午後２時から

２ 会

場

３ 巡回内容

長浜教務所（大谷会館講堂）
資料「教区及び組の改編に向けて（VOL.2）
」を用いての説明及び質疑
（全体で１時間３０分～２時間程度）

〇大雪による寺院建物への被害について（第二種共済）
昨年末から年始にかけての大雪の影響により、本堂及び庫裡の建物に雪害による被害がある
寺院については、第二種共済の給付対象となる場合がございますので、被害箇所の写真を撮影
いただき、教務所までご連絡くださいますようお願いいたします。
なお、仏具、家財、扉、障子、畳、窓ガラス、雨どい、室外機などは第二種共済の対象では
ありませんので、ご留意ください。

○「長浜教区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お待ち受け大会」のご案内
長浜教区では、２０２３年３月から真宗本廟（東本願寺）にて「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」がお勤めされるに先立ち、２０２２年５月２２日（日）に「長
浜教区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お待ち受け大会」を開催しま
す。お誘い合わせのうえ、是非ともご参加くださいますようお願い申しあげます。
なお、今年度の同朋大会は、慶讃法要お待ち受け大会と共催にて行います。
「長浜教区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お待ち受け大会」
◆開催日時

２０２２年５月２２日（日） 13:00～16:00

◆会

長浜別院本堂・大広間・大谷会館講堂

場

◆記念講演

伊藤 元 氏（九州教区 德蓮寺 前住職）

◆参 加 費

５００円

※現在、大会の内容について協議検討中につき、若干の変更調整を行う場合がございます。何卒ご了承ください。

○「慶讃法要お待ち受け大会」における帰敬式の執行について
お待ち受け大会にあわせて、帰敬式（おかみそり）を執行いたしますので、寺院からご門徒
に対し、帰敬式受式をお勧めください。
＜申込手順＞
１：寺院で申込書を取りまとめください。
２：２０２２年２月１５日（火）午前１０時から３月２５日（金）午後５時３０分までに、
受式冥加金を添えて教務所までお申込ください。なお、受式人数のみの仮押さえはでき
ませんので、必ず申込書と冥加金は、申込人数分をご持参ください。
ただし、定員（５０名）に達した場合は、申込期限を待たずに受付を終了しますので、ご注
意ください。
（申込状況については、教務所までお問合せください）
「帰敬式（おかみそり）
」
◆開催日時

２０２２年５月２２日（日） 9:30～11:00（受付 9:00～）

◆会

長浜別院本堂

場

◆冥 加 金

１３,０００円（２０歳以下６,５００ 円)

◆募集人数

５０名（定員になり次第、申込受付を終了致します）

※詳細は、同封のチラシを参照ください。

〇五村別院「本堂向拝式台」の修復完了のご報告
この度、長年の使用、風雪害に伴い、老朽化が進ん
でおりました五村別院（享保１５年〈１７３０年〉再
しきだい
建【国指定重要文化財】
）の本堂向拝の式台（向拝の一
番下の段）の修復が完了しましたので、ご報告いたし
ます。ご支援、ご協力いただきました教区内の皆さま
に厚く申しあげます。

○２０２１年度宗派経常費年末完納御礼
２０２１年１０月１日から２０２２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。

別院
長浜別院大通寺 五村別院
第12組
緑苔寺 正福寺 善仁寺 浄信寺 善行寺
一念寺 正業寺 光圓寺 永福寺
第13組
智通寺 光了寺 見瑞寺 立勝寺 善通寺
長恩寺 光專寺 翠巖寺
第14組
慶雲寺 浄圓寺 通念寺 念力寺 利覺寺
福泉寺 極性寺 光覺寺
第15組
吟松寺 薫德寺 雲西寺 勝福寺
第16組
遍増寺 西空寺 憶念寺 誓傳寺 善照寺
教念寺
第17組
碧藏寺 金蓮寺 法通寺 廣善寺 圓德寺
觀念寺 福順寺

第18組
成満寺 蓮臺寺 玄龍寺 慶德寺 蓮光寺
勝傳寺 蓮受寺 明法寺
第19組
念信寺 勝圓寺 浄行寺 了見寺 休安寺
還来寺 正福寺 妙香寺 准願寺
第20組
宗信寺 唯願寺
第21組
等光寺 了因寺 髙德寺
第22組
光乘寺 緑映寺 正傳寺 佛心寺
第23組
正観寺 法受寺 稱善寺 長應寺 專心寺
元龍寺
第24組
恩覺寺 了覺寺 妙覺寺 雙林寺 報春寺
明樂寺 明德寺 西德寺 明源寺
敦賀組
西誓寺 了福寺

○「真宗のつどい」開催中止について
２月２０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、中止といたしますので、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。

○研修会のお知らせ
●「共学研修院」公開講座
１
２
３
４
５

日 時：
【第３回】２月４日（金）19:00～21:00 第七章「民衆にかえる」
講 師：黒田 進 氏（第１４組 満立寺 前住職）
参加費：無料
持ち物：テキスト『宗祖親鸞聖人』
、念珠、勤行本、真宗聖典、マスク等
会 場：大谷会館講堂 ※場合により「長浜別院本堂」に変更あり

●月例部落差別問題学習会
１
２
３
４

日 時：
【第８回】２月２５日（金）19:00～21:00
参加費：無料
持ち物：テキスト『部落問題学習資料集』
（お持ちでない方は貸出可）
会 場：大谷会館講堂

長浜教区・長浜・五村別院 2022 年 2 月行事予定
期 日
2/2(水)
4(金)
5(土)
9(水)
10(木)
11(金/祝)
12(土)
15(火)

16(水)

時 刻

行

事

内

容

9:30 花あかり役員会
19:00 共学研修院公開講座
8:00 帰敬式法座キャラバン（おためし法座）
14:00 講座研修部門会議
13:30 一道会定例会
大通寺馬酔木展（～4/17 まで）

会 場
大谷会館講堂
大谷会館講堂
第 12 組 等倫寺
大谷会館講堂
長浜別院桜の間
長浜別院

13:40 仏教学基礎講座⑤

長浜別院

11:00 長浜別院 永代経祥月法要

長浜別院

13:30 教化委員会 企画室⑥
11:00 五村別院 永代経祥月法要
13:00 近畿連区推進大会

大谷会館講堂
五村別院
大谷会館講堂

17(水)

13:00 慶讃法要連続講座①（講師：伊藤 元 氏）

長浜別院

19(土)

共学研修院 一泊研修会（～20 日）

大谷会館講堂

21(月)

10:00 教区門徒戸数調査委員会小委員会

大谷会館講堂

22(火)

13:30 慶讃法要お待ち受け部会

大谷会館講堂

23(水/祝)

13:30 得度事前説明会・自主学習会

大谷会館講堂

10:00 教区坊守会臨時総会

大谷会館講堂

14:00 施設法話講師会・講座研修部門合同会議

大谷会館講堂

19:00 部落差別問題月例学習会⑧

大谷会館講堂

24(木)
25(金)
28(月)

9:30 花あかり練習

大谷会館講堂

9:30 教区推進員連絡協議会常任委員会④

大谷会館別館

※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。その場合は、長浜教務所ホームページや Facebook でお知らせいたします。何卒
ご了承くださいますようお願いいたします。

