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○ 教務所長巡回について御礼
８月２５日（土）をもって、全１４ヵ組の各組巡回が終了しました。皆様には、ご多用の
ところご出席いただきましたこと厚く御礼申し上げます。教区役職者ともども、皆様からの
御意見を真摯に受け止め、今後教区の円滑なる運営に尽してまいりますので、何卒お力添え
賜りますようお願いします。

○ 日曜学校巡回について報告
８月１７日から２０日にかけて、大谷大学児童文化研究会の学生さんたちが、教区内１０
ヵ寺の日曜学校へ巡回をしていただきました。オリジナルの人形劇やゲームなどで、子ども
たちからは楽しそうな笑い声が絶えないひと時となる巡回でした。ご協力いただきました大
谷大学の学生さん、寺院に御礼申し上げます。

○ 子ども報恩講をお勤めします。
１０月８日（月・祝日）
、五村別院にて長浜教区子ども報恩講をお勤めします。
お斎には、この地方に伝わるお講汁をご用意します。お誘いあわせてお参りください。
詳細は同封のチラシをご参照ください。

○ 教如上人四百回忌－東日本大震災復興支援－「子どものつどい」参拝について
２０１３年４月５日、子どもたちが真宗本廟に集い、真宗の教えにふれる機縁となるよう、
子どもたちの思い出に残るつどいをつとめ、教区･組･寺院における子ども会活動の活性化に
資することをねがいとし、子どものつどいを開催します。つきましては有縁の方をお誘いあ
わせの上、ご参加ください。詳細は『真宗』9 月号 109 頁をご参照ください。
記
１ 開催日時 ４月５日（金）９時５０分から１６時３０分まで
２ 会
場 真宗本廟境内全域
３ 主な内容 パレード、勤行（出仕）
、法話、帰敬式、食ブース、遊ぶース

○ 長浜・五村別院 秋季彼岸会について
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。お誘いあわせてお参りくださ
い。また、各寺院宛に、秋季彼岸会のポスターを同封しますので掲示くださるようお願いい
たします。
長浜別院 ９月 ２１日（金）～２３日（日） 午前１０時・午後１時
五村別院 ９月 ２４日（月）～２６日（水） 午前１０時・午後１時

○ ２０１２年度長浜別院、五村別院報恩講日程について
各組所長巡回時にもお知らせいたしましたが、昨年度の報恩講反省会並びに院議会（通常会）
の協議を踏まえ、報恩講日程を下記のとおり変更しております。お誘いあわせてお参りくださ
い。
長浜別院 報恩講 ２０１２年１０月２２日（月）～１０月２５日（木）
五村別院 報恩講 ２０１２年１０月２９日（月）～１１月 １日（木）

○ 救援物資の備蓄について
宗派では、これまで全国 6 ヵ所（北海道・東京・名古屋・金沢・鹿児島・宗務所）に救援
物資を備蓄し、災害発生時の初期対応に備えてまいりました。
このたび、さらなる迅速な初期活動に備えるべく、新たに救援物資を備蓄する拠点を 5 ヵ所
（三条、大垣、長浜、大阪、四国）に設置すべく準備をすすめております。
なお、長浜においては、下記救援物資を備蓄いたしております。
品 名

数 量

ブルーシート

120 枚

土嚢袋

1,000 枚

簡易トイレ（凝固剤セット）

100 セット

品 名

数 量

大鍋セット

1組

テント

2組

ガソリン携行缶

20 缶

保温アルミブランケット

300 枚

スタッフジャンパー・ベスト

60 着

飲料水用備蓄コック付ポリ容器

100 個

軽トラック

１台

屋外携帯用 LED ランタン

30 個

※ 五村別院、長浜教務所にて保管

長浜

東日本大震災 救援物資ご提供（お米）のお願い

東北

１０月１日～４日、教区教化委員会有志が東北の被災地（仮設住宅等）へトラックにて直接
救援物資をお届けします。引き続き救援物資（玄米･白米いずれも可）のご提供をお願いいた
します。
お預かりしている救援物資 （2012.8.31 現在）

お米 約 1,380 kg（23 俵）
※ お米は低温倉庫（門徒委託）で保管いただいております。
▽ 救援金窓口を引き続き設置しております。皆様の心温まるご協力をお願い申し上げます。
指定口座
金融機関
支店名
口座番号
レーク伊吹農業協同組合

北びわこ農業協同組合

長浜北
速 水

普通
普通

００００９９３
００１２３２４

〔口座名義〕長浜教務所長 篠岡 誓法（しのおか せいほう）
※《救援金現況報告》 8/31 現在 13,283,053 円 （内 送金額 13,110,000 円）

○ 補助犬への理解について
補助犬（盲導犬や聴導犬・介助犬）は重度の視聴覚障害や聴覚障害などをお持ちの方々の
生活を支え、精神的不安を軽減させるパートナーとして活躍しています。
現在、
真宗本廟や宗派の関連施設なども補助犬同伴でご参拝いただけることを明確にするた
め、ステッカーにて表示いたしております。
つきましては、宗派関連各施設への補助犬同伴によるご参拝につきまして、ご理解とご協力
の程、何卒よろしくお願いいたします。
また、ステッカーご入用の方は教務所にお問い合わせいただくか、あるいは「認定 NPO 法人
盲導犬施設連合会」ホームページをご覧ください。

○ ２０１３年真宗大谷派宗務役員及び事務嘱託募集について
２０１３年真宗大谷派宗務役員及び事務嘱託を募集しております。
詳細につきましては、
『真
宗』9 月号 116 頁～117 頁をご参照いただくか、もしくは教務所にお問い合わせください。

○ 御坊さん人生講座のポスターについて
２０１２年度ごぼうさん人生講座を９月より開催します。ポスターを各寺院２部、チラシ
を各寺院１部同封しましたので、本堂や掲示板にご掲示くださいますようお願いします。ポ
スターは、表面に９月～１１月分、裏面に３月～６月分について記載しております。みなさ
まお誘いあわせてお越しください。お待ちしております。

研修会に参加しょう！！
「あたかも林の中で、縛られていない鹿が食物を求めて欲するところに赴くように、智あ
る人は独立自由をめざして、犀の角のようにただ独り歩め。
」
『スッタニパータ』
対立、暴力、差別、格差等、私と私の生きる世界がかかえる課題は尽きることがありま
せん。しかし真実信心が自利利他（自由・平等・非戦平和）として発動する時、その到達
への道が限りなく遥かであっても、一人ひとりができるところを、自分の道として選びと
らせて一歩を踏み出させるのです。
悲嘆をくぐり、感動を求めて学びの場へ跳びこもう。
ｂｙ：Takashina

【得度】
〔２０１２年７月７日受式〕
第１５組 勝福寺 清水
〔２０１２年８月３日受式〕
第１５組 大雲寺 浅井
第１５組 雲西寺 長田
第１５組 長源寺 宮尾
第１６組 德満寺 蜂屋
第２１組 願敎寺 千田
第２１組 泉龍寺 藤
第２２組 安立寺 橘
第２２組 安立寺 橘
〔２０１２年８月７日受式〕
第１２組 聞信寺 几
第１４組 満立寺 黒田

直子
千慧
薫
あゆ
良純
智子
慈円
裕代
明

第１５組 大雲寺 浅井 大慧
第１５組 雲西寺 長田 一翔
第１６組
第２１組
第２１組
第２２組
第２３組

德満寺
明善寺
願敎寺
安立寺
長應寺

蜂屋
中澤
千田
橘
西田

知子
寿浩
真瑚
和
圭吾

恵誓
歩

【住職任命】
第１２組 啓福寺 廣瀬 正俊

（２０１２年７月２８日 任命）

【住職代務者任命】
第１３組 入善寺 房岡 文成
第２４組 景好寺 秦 信映

（２０１２年６月１０日 任命）
（２０１２年６月２０日 任命）

【敬弔】生前のご功労を偲び、謹んで哀悼の意を表します。
第１２組 真廣寺 前坊守 竹中 理子 （２０１２年７月２９日 命終）
以上 敬称略

長浜教区・両別院９月行事予定
期日

時刻

9/1(土)
3(月)

行

事

内

容

青少年キャンプ（～２日）

虎御前キャンプ場

14:00 しんらん講座

五村別院

9:30 “花あかり”総会
4(火)

5(水)

会 場

長浜別院

14:00 募財割当等に関する委員会

教務所

19:00 教区声明儀式研修会

教務所

13:30 教区婦人会「総会」

教務所

14:00 五日会

五村別院

6(木)

14:00 企画室

教務所

8(土)

10:00 坊守学習会

教務所

10(月)

10:30 御坊さんお勤め講習会

長浜別院

19:00 御坊さん「人生講座」実行委員会

教務所

11(火)

19:00 原発学習会

教務所

13(木)

19:00 青少年スタッフ会

教務所

13:00 教勢調査に関する説明会

教務所

14:00 教区門徒戸数調査委員会

教務所

19:00 聖教学習会

教務所

14(金)

18(火)
19(水)
21(金)

11:00 永代経祥月法要

長浜別院

19:00 青少年スタッフ会

教務所

11:00 永代経祥月法要

五村別院

19:00 御坊さん「人生講座」

長浜別院

10:00 五村別院秋季彼岸会（～23 日）

五村別院

9:30 “花あかり”練習
24(月)

五村別院

10:00 長浜別院秋季彼岸会（～26 日）

長浜別院

19:00 青少年スタッフ会

教務所

25(火)

19:30 部落問題研修会

教務所

26(水)

19:00 親鸞サークル SOS

教務所

10/1(月)
5(金)
8(月)
9(火)

東北被災地救援物資搬送（～4 日）
10:00 五日講

五村別院

12:00 教如おどり
9:30 子ども報恩講

五村別院

19:00 教区声明儀式研修会

教務所

【 同封書類 】
（１）教区声明儀式研修会・聖教学習会、親鸞サークル SOS チラシ 1 部

（２）御坊さん「人生講座」ポスター・チラシ

（３）子ども報恩講について・ポスター

（４）原発学習会案内、部落問題研修会

各１部

（５）
「救援物資提供」依頼

１部

（７）
「一窓」

1部

1部

（６）秋季彼岸会案内、ポスター
以 上

