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○中村 秀男 教区門徒会長の逝去について
２月２８日に中村 秀男 教区門徒会長が逝去されました。ここに謹んでお悔み申しあげます。
中村会長は、２０１５年４月から教区門徒会員、２０１９年７月から教区門徒会長、また、
２０１８年５月から長浜・五村両別院責任役員としてご尽力いただきました。

○新型コロナウイルス感染拡大防止対策の変更について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、２月中は教務所の諸会議等については密になる会議
を中止し、職員の出勤体制についても、交代で出勤しておりましたが、滋賀県内に緊急事態宣
言や、まん延防止等重点措置が発令されていないことから、３月からはこれまで通りの感染対
策を整えながら、通常業務を行いますのでご承知おきください。
なお、感染状況により研修会等を中止・延期する場合もあります。最新情報については、長
浜教務所ホームページ・Facebook・LINE 等で随時お知らせいたします。

○教区及び組の改編に関する「組説明会」資料について
長浜教区と京都教区の改編についての「組説明会」が、３月６日から４月１４日までの間に、
各組で開催されますので、万障繰り合わせて出席くださるようお願いいたします。
（各組での
説明会についての詳細は、組からの案内を参照ください）
なお、
『教区及び組の改編に向けて（VOL.2）
』
（各寺院に３部同封）を説明資料として使用
いたしますので、一読いただき、当日は必ずご持参いただきますようお願いいたします。
（不
足の場合は、教務所までご連絡ください）
また、どなたでも参加いただける説明会（説明内容は、組説明会と同様の内容）を、教務所
（大谷会館講堂）で開催いたします。組での説明会に出席いただけない場合は、教務所での説
明会への参加をお申込みください。
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

２ 会
場
３ 説明内容
４ 申込方法
５ 申込締切

【第２回】 ４月１１日（月） 午後２時から
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）
」を用いた説明及び質疑
（全体で１時間３０分～２時間程度）
同封のハガキにてお申込ください。
３月１７日（木）

○「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、ぜひご参加くださいます
ようお願い申しあげます。
詳細については来月の月報にてお知らせ
いたします。
なお、今年度の教区同朋大会は、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」における帰敬式の募集締め切りについて
来る２０２２年５月２２日（日）に「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」を長浜別院にて開催するにあたり、帰敬式の募集をいたしておりました
が、定員に達しましたので、募集を締め切らせていただきます。何卒、ご了承くださいますよ
うお願いいたします。

○『２０２０年度 長浜教区同朋大会 DVD』の発行について
昨年度の「教区同朋大会」は新型コロナウイルスの影響
により、やむを得ず中止いたしました。
その同朋大会の開催趣旨であった「御遠忌後の教区教化
の方向性」をテーマとして、教区教化委員会にて DVD を発
行いたしました。各寺院に１部配布いたしますので、ぜひ
ご覧くださいますようお願いいたします。

○長浜教務所 LINE 公式アカウントの開設について
この度、教区の情報発信を円滑に行うことを目的として、LINE 公式アカウ
ントを作成しました。こちらのアカウントでは、長浜教区の教化事業等の最
新情報をお伝えしてまいります。右記の QR コードから「友だち登録」がで
きますので、ぜひ登録をお願いいたします。
また、最新情報や過去のお知らせは「投稿」からご覧いただくことができ
ますので、ぜひご覧ください。

長浜教務所公式 LINE

○「教区花まつり子ども大会」について
毎年５月３日に長浜別院で開催しておりました「教区花まつり子ど
も大会」ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度も
Zoom を用いたオンラインでの開催といたします。詳細については、同
封の案内チラシをご覧ください。

○教区教化事業の中止または延期のお知らせ
新型コロナウイルス感染対策のため中止または延期といたしました教区教化事業の一覧を
掲載いたします。お間違えのないようお気を付けください。
（※２月２８日現在）
内 容

日 時（変更後）

会 場

共学研修院公開講座③

2/4(金)

⇒

4/1(金)19:00～

大谷会館講堂

教区坊守会 仏教学基礎講座⑤

2/12(土)

⇒

5/24(火)13:20～

長浜別院本堂

慶讃法要連続講座①

2/17(木)

⇒

※延期(調整中)

長浜別院本堂

部落差別問題月例学習会⑦

2/25(金)

⇒

※中止

全国水平社創立 100 周年研修会

3/3(木)

⇒

※延期(調整中)

大谷会館講堂

慶讃法要連続講座②

3/17(木)

⇒

※延期(調整中)

長浜別院本堂

○研修会のお知らせ
●しんらん講座「本願に背くもの～私たちはどのような世界に生きたいと願うのか～」
１
２
３
４

日 時：
【第２回】３月１５日（火）13:30～16:00
講 師：訓覇 浩 氏（三重教区 金藏寺 住職）
参加費：５００円
持ち物：念珠、勤行本、真宗聖典、マスク等

５ 会 場：長浜別院本堂

●「葬儀式に学ぶ研修会」
（これからの仏事を考える学習会）
１
２
３
４
５

開催日：３月２４日（木）19:00～21:30
講 師：髙山 崇 氏（第１６組 圓乘寺 住職）
参加費：５００円
持ち物：テキスト『浄土真宗の葬儀』
、念珠、勤行本、真宗聖典、マスク等
会 場：大谷会館講堂

●月例部落差別問題学習会
１ 日 時：３月２５日（金）19:00～21:00
２ 参加費：無料
３ 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）
４ 会 場：大谷会館講堂

長浜教区・長浜・五村別院 2022 年 3 月行事予定
期 日
3/1(火)
3(木)
4(金)

時 刻

行

事

容

大谷会館講堂

19:00 企画室・教学教化部門合同会議

大谷会館講堂

全国水平社創立 100 周年研修会 ⇒ 延期（調整中）
10:00 ごぼうさんお勤め講習会
14:00 五日会連続講座①（講師：白山 勝久 氏）
14:00 教区改編説明会（敦賀組）

7(月)

14:00 教区坊守会常任委員会

8(火)

13:00 松の剪定講習会
13:30 教区門徒戸数調査委員会
13:30 一道会定例会
14:00 教区推進員連絡協議会委員学習会（講師：髙山 崇 氏）

11(金)

14:46 勿忘の鐘
19:00 青少幼年部門会議⑥

12(土)

15(火)

9:30 育成員研修会（第 20 組・第 21 組・第 22 組）
13:40 仏教学基礎講座⑥

17(木)

五村別院
プラザ萬象
大谷会館講堂
長浜別院
大谷会館講堂
長浜別院桜の間
大谷会館講堂
長浜・五村別院
大谷会館講堂
五村別院
長浜別院本堂
長浜別院

13:30 しんらん講座②

長浜別院
大谷会館講堂

11:00 五村別院 永代経祥月法要

五村別院

13:00 慶讃法要連続講座（講師：伊藤 元 氏）⇒ 延期（調整中）

長浜別院

19:00 教区改編説明会（第 14 組）

18(金)

10:00 長浜別院 春季彼岸会（～3/20）

19(土)

19:00 教区改編説明会（教区主催）

20(日)

13:00 育成員研修会（第 12 組・第 13 組）
10:00 五村別院 春季彼岸会（～3/24）

22(火)

大谷会館講堂

11:00 長浜別院 永代経祥月法要
19:00 教区改編説明会（第 15 組）
16(水)

会 場

15:00 教化本部会議・慶讃法要お待ち受け部会

6(日)

9(水)

内

13:30 教化委員会 企画室
19:00 教区改編説明会（第 21 組）

南郷里まちづくりセンター
長浜別院
大谷会館講堂
近江学びあいステーション
五村別院
大谷会館講堂
禮信寺

24(木)

19:00 葬儀式に学ぶ研修会（講師：髙山 崇 氏）

大谷会館講堂

25(金)

19:00 部落差別問題月例学習会

大谷会館講堂

26(土)

14:00 教区改編説明会（第 13 組）

山東学びあいステーション

14:00 教区改編説明会（第 12 組）

近江学びあいステーション

19:00 教区改編説明会（第 19 組）

五村別院

9:15 得度事前学習会（～3/30）

大谷会館講堂・別館

27(日)

28(月)

31(木)

13:00 長浜・五村別院建造物修復整備委員会 総会

長浜別院桜の間

14:00 長浜・五村別院臨時院議会

長浜別院桜の間

13:00 教区坊守会学習会（講師：梶原 敬一 氏）

長浜別院本堂

14:00 組門徒会研修オリジナルテキスト策定協議会①

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 LINE、Facebook でお知らせいたします。

